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10 ⽉ 22 ⽇~23 ⽇にウィングアリーナ刈⾕で⾏われたデンソーVS
アイシンの試合会場で、WAFCA チャリティ商品販売をしました。
WAFCAthlete の伊集南さんも販売に加わり、多くの⽅に⽴ち寄っ
ていただくことができました。 

WAFCAthlete、発足！ 

 

１.日本 

伊集南さんからのメッセージ 
 

WAFCA の活動をサポートする 13 名のアスリートチーム、“WAFCAthlete(ワフカアス
リート)”が発⾜しました。今後、アジアの障がい児のため、様々なイベントや広報活動
で⼀緒に活動をします。この活動をきっかけに WAFCA のことをより多くの⼈に知っ
ていただけるよう、皆様応援よろしくお願いします！ 
 所属アスリートの紹介は WAFCA ホームページをご覧ください▶ 

仲間たちと築き上げる
WAFCAthlete 楽しみ
です。 
Twitter では WAFCA
の活動を発信していき
ますので、フォローし
てください！ 

最新の情報は Twitter 
@WAFCAthlete をチェック！ 

また伊集さんファンオーナーのカフェ
「ポンジィ」（刈⾕市⽇⾼町）さんの
「安納芋＆はちみつケーキ」も販売
し、売上額の⼀部をご寄付いただきま
した。2 ⽇間の売り上げは、⾞いす寄贈
費に充てさせていただきます。 

WAFCA のオフィシャルサポーターを
勤めていましたが、これからは仲間と
⼀緒に活動していきます。 
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チャリティーウォーク参加者募集！： 2.日本 

 

 

 

チャリティ- 
 

2022.12.3→ 12.9 
参加費 1000 円 

あなたの１歩がアジアの障がい児の「１歩」を⽀える 
 

ウォーク 

アプリで全国から参加できる 

3 つのポイント 

お申し込み方法 

❶ QR コードから特設ページへアクセス 
❷ 紫⾊ボタン「参加する」から 

参加申込みと参加費を決済 
❸ 登録したメールアドレスに「招待コード」が届く 
❹ スマホに専⽤アプリをダウンロード  
❺ イベントを検索＆招待コードを⼊⼒し参加 
❻ スマホを持って歩くだけ！ 

＼お申し込みはこちら／ 

2022.12.3 
＠愛知県刈谷市 

オープニングイベント開催！ 

時間 10:00~12:30 
 
場所 WAFCA ⽇本事務所 
参加費 チャリティーウォークの参加者無料 
※リアルイベントの参加のみの場合は\500 を現地でお⽀払いください。 
内容 ・オンラインでつなぐ国際交流企画 

・WAFCAthlete によるウォームアップ講座 
・全員でウォーキング 
・バリアフリーマップの作成 
・⾞いす乗⾞体験 

 

(土) 
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3.タイ    障がい児能力向上合宿を行いました 

 
WAFCAT の 54 名の奨学⽣とご家族を招いて

の４⽇間の合宿研修がパタヤで⾏われまし

た。 

 

障がい児の能⼒向上を⽬指した合宿で、２

年ぶりに⼀堂に会しての研修再開です。念

願の合宿とあって全⼟から集まった奨学⽣

はみんな⼤変熱⼼に取組みました。 

 

奨学⽣の中には６名もの⼤学⽣がおり、後

輩奨学⽣の良き先輩としてコーチングの⼿

伝いをするなどタイでの 23 年という⻑期⽀

援の活動成果を垣間⾒ることができまし

た。 

        函館東ロータリークラブ 
 

I=Inspiration 
インスピレーション 

C=Capacity 
  能⼒ 
E=Experience 
 体験・経験  
C=Commitment 
 責任 
R=Relationship 
 関係づくり 
E=Empowerment 
 ⼒をつける 
A=Achievement 

達成感 
M=Motivation 

動機付け 
 
 

車いす寄贈式をおこないました 
4.タイ 

障がい児能⼒向上合宿 
現地では 

「ICE-CREAM CAMP」 
と呼ばれています 

 

10 ⽉ 11 ⽇、函館東ロータリーの皆さんが寄付

を持って WAFCA を訪問くださいました。 

WAFCA ⽇本事務局から WAFCA タイとオンラ

インで繋ぎ、タイの障がい児 21 名に⾞いすを

寄贈する様⼦をご覧いただきました。コロナ前

は毎年直接 WAFCA タイに寄付を持って⾏って

くださっていた函館東ロータリークラブの皆さ

ん。来年は再び直接タイへ⾏けるよう、話を進

めています。 

▲函館東ロータリークラブの皆さん（左上）と WAFCA タイ 

当⽇の様⼦は、北海道新聞に掲載されました！ 

＼こんな意味が込められています／ 



 
  ５.     郵船ロジスティクス様の支援 

 
タイとインドネシアへの⾞いす輸出にご協⼒頂いた郵船ロジステ

ィクス株式会社様の親会社、⽇本郵船株式会社様の広報誌に、

WAFCA を取り上げて頂きました。この冊⼦は世界中の官公庁や⽇

本郵船グループ顧客に幅広く配布されます。これまで WAFCA を

知らない⽅に私たちの活動を知って頂く良い機会になりました。

またグローバル企業である⽇本郵船グループの⽀援を得た NPO団

体ということで、今後の資⾦調達活動へのプラス影響が期待でき

ます。 
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6. インドネシア   活動報告 

 
 

ジャカルタから⾞で東に４時間。インドラマユ町での⾞いす提供

活動を WAFCAI 職員が動画に撮ってくれました。WAFCAI 職員は

みな前向きで、それぞれ想いを持って障がい児⽀援に取組んでい

ます（学⽣オンラインツアー報告から抜粋）。 

 

◀記事はこちらから 
PDF でご覧いただけます！ 

 

障がいをもつ⼈々を助けて、笑顔を⾒ることがやりがい  

 

 個⼈のバックグラウンドが差別にならないように、助け

ることができるのが嬉しい 

 

 障がいをもつ⼈々が幸せになることが、⾃分にとっては

その⼈たちより幸せ 

 

ジャカルタとその周辺の地域に⽀援をしているが、もっ

とインドネシアのいろんな地域に活動を広げたい 

 

WAFCA では熱い想いをもった現地職員等との交流の場を設けていきます。ぜひご参加ください！ 
 

◀普段の活動がよくわかる 
動画をご覧ください！ 



 
  

 

7．           活動報告会を開催しました 
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8．日本   車いす病院、出張キャラバン 

10/29(⼟)、WAFCA タイ、

WAFCA インドネシアの職員とオ

ンラインで繋ぎ、会員・寄付者

様向けの報告会を⾏いました。 

前半は活動紹介を⾏い、後半は

参加者から直接質問や感想を⾔

う交流タイムで盛り上がりまし

た。 

今後も継続的にこのような場を

作っていきます。 

▼報告はすべて字幕付きで公開しています。参加できなかった⽅もぜひご覧ください。▼ 

WAFCAT          WAFCAI                 WAFCA ⽇本 

9 ⽉ 11 ⽇（⽇）、ラルあゆみ様のイベントで、⾞いす病院ボランティアメンバーによる出張【⾞いす点
検、清掃サービス】を提供させていただきました。サービスを受けた利⽤者の⽅からは、「いつも使う⾞
いすがきれいになって嬉しいです。」とのコメントをいただきました。 
⾞いす病院では、1 台 500 円で⾞いすの点検、清掃を⾏なっています。収益はすべてアジアの⼦ども達の
⾞いす寄贈費に当てられます。 
 



 9．日本  車いすアイデアコンテスト受賞者決定！ 

 

10.日本   デンソー太陽様を訪問しました 

認定 NPO 法⼈アジア⾞いす交流センター (WAFCA） 
住所 : 〒448-0834  愛知県刈⾕市司町 1-2 ふれあいプラザゆうきそう内 

TEL : 0566-23-5822  FAX : 0566-23-5827 URL : http://wafca.jp 

contact@wafca.jp 
発行 
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コロナ禍でイベント等開催できず、数年ぶりにデンソー太陽の皆さんに

会うことができました。 

デンソー太陽は、多くの障がいのある⽅が⾃動⾞部品製造に携わってい

る愛知県初の蒲郡市にある特例⼦会社です。WAFCA 設⽴時より団体会員

として WAFCA の活動を⽀えてくださっています。 

訪問当⽇は、社内で集めたプルトップや書き損じはがきのご寄付に加

え、多くの従業員の皆さんにチャリティ商品を買っていただくことができ

ました。販売には従業員の⽅にもボランティアでご協⼒いただきました。 

WAFCA 理事で元デンソー太陽社⻑の岩崎正さんにも同⾏いただき、今後

協⼒できる活動について話し合った有意義な訪問となりました。 

 

7 ⽉〜9 ⽉に募集をして参りました、⾞いすアイデアコンテストの受賞者が決定しました。コンテストは
約 140 ものエントリーをいただいた中で【困りごと解決編】と【斬新なアイデア編】それぞれで「最優秀
賞」1 名、「優秀賞」3 名、そして【特別賞】1 名が選ばれ合計 9 名が受賞。審査員は WAFCA 理事で⽇進
医療器株式会社社⻑の松永さん、WAFCA 理事の豊⽥さん、⾃⽴⽣活センターアクセルの久⽥さん、刈⾕
少年少⼥発明クラブの⼭下さんにやっていただきました。 
表彰式は 11 ⽉ 27 ⽇（⽇）、デンソー本社で⾏われるイベント「夢卵」内で⾏います。 

【困りごと解決編】 
最優秀賞 

⽯垣沙也花さん 
（三重県） 

 

【斬新なアイデア編】 
最優秀賞 

⾚坂蒼太くん 
（埼⽟県） 


