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チャリティーウォーク開催報告 １.日本 

 

12/3 から 12/9 までの 1 週間、 
WAFCA チャリティーウォークを開催しました。 
初回のため不安なこともありましたが、参加いた
だいた皆様やご協⼒くださった協賛企業・団体の
皆様のおかげで開催することができました。 
その結果を、2 ページにわたって報告します！ 
 

267 名 

参加費＋個⼈寄付       401,000 円 

協賛企業からの上乗せ寄付  500,000 円    合計 901,000 円 

11,028,127 歩／⽬標 11,000,000 歩 
寄付額 

初回の企画にも関わらず、多くの⽅にご参加い
ただけました。右のグラフの通り、今まで
WAFCA を知らなかった・関わりのなかった層
にご参加いただき、広報事業としての⽬的を達
成することができました。また、資⾦調達⾯で
は当初掲げた歩数を期間最終⽇に達成し、参加
者の皆さんの⼒で協賛企業様からの上乗せ寄付
をいただくことができました。 
今回開催をし、改善すべき点がたくさん⾒えて
参りました。反省を活かして次回の開催につな
げます。第 2 回のチャリティーウォークも、よ
ろしくお願いします。 

参加・寄付者数 総歩数 

関わったことがある

57%知っているが関わっ
たことがなかった

15%

知らなかった

28%

アジアの障がい児の 
⾞いす・バリアフリー⼯事費になります 

アンケート 
これまで WAFCA との関わりはありましたか？ 
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WAFCA オフィシャルサポーターから、チー
ムで WAFCA を⽀える WAFCAthlete とな
り、初めての企画でした。 
開催期間中、WAFCAthlete のメンバーか
ら、「こういう機会をもらえたこと、とても
ありがたいです」と⾔っていただき、喜びを
感じました。 
早速次の「スポーツ×社会貢献」でできるよ
うな次の企画を考えていきたいと思っていま
す。 
 
 

選⼿時代の恩返しをしたいなという思いがず
っとありました。こうした企画でアスリート
の⼒を使ってさらに WAFCA の活動を広げ
ていきたいです。 
現役の選⼿のみなさんも、きっと⼤変だと思
いますが、WAFCA と関わり、運営や企画を
やってみることで、視点が広がりスポーツの
やり⽅や⽣活が変わってくるかもしれないと
思います。たくさんのアスリートの⽅にこの
活動の経験をしてもらえたらと思いました。 
 

伊集 南さん 
バスケットボール OG 

 

山澤 葵さん 
ソフトボール OG 

 

WAFCAthleteからの感想・メッセージ 

ソフト選⼿が教えるトレーニング講座  ⾞いすユーザーが教えるストレッチ講座 

12/3 

バレー・ソフト選⼿コラボ企画 
毎⽇簡単にできるエクササイズ講座 

ボート選⼿が教える 
今すぐできる強い体づくり講座 

12/4 12/5 

12/6 12/7 12/8 

参加者限定コンテンツ 【運動を楽しむオンライン講座】 

 バスケ選⼿が教えるトレーニング講座 

卓球選⼿が教えるフットワーク講座 

48％の⽅が WAFCAthlete をきっかけに参加してくださいました 
前ページで WAFCA を知らなかったと回答された⽅の中で、 
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2.日本    ｜ デンソー夢卵に参加しました 
 

11 ⽉ 26 ⽇・27 ⽇、デンソー夢卵にて WAFCA
ブース出店企画「WAFCAʼs STORE」と「⾞い
す乗⾞体験」、ステージ企画「第 2 回⾞いすア
イデアコンテスト表彰式」を実施しました。 
「WAFCAʼs STORE」では、WAFCA の定番商
品であるワイヤーアートや期間限定商品のチャ
リティー⼿帳を、多くの⽅に⼿にとっていただ
くことができました。 
「⾞いす乗⾞体験」は、連⽇の⼤盛況で合計
200 名以上の⼦どもたちが参加しました。普段
⾒たり乗ったりすることのない⾞いすを、安全
に正しく乗るコツを教えてくださったのは、⽇
頃⾞いすを修理する⾞いす病院のボランティア
と、⾞いすユーザーの⽅々。 
今回は株式会社デンソー太陽の皆様、株式会社
デンソーブラッサムの皆様にお声がけをし、ボ
ランティアとしてご協⼒いただきました。 
すばらしい WAFCA ボランティアの皆様に⽀え
られ、WAFCA ブースは常に賑わいました。 

 

▲⾞いすアイデアコンテスト表彰式の様⼦は、 
中⽇新聞に掲載されました！ 

「第 2 回⾞いすアイデアコンテスト表彰式」で
は、7 ⽉から募集し、多数のエントリーの中から
選ばれた９名の受賞者が登壇。（うち１名は北海
道在住のため、オンラインで登壇してくれまし
た。） 
審査員代表として、⾃⽴⽣活センターアクセルの
久⽥李菜さんから表彰状の授与をしていただきま
した。また、受賞者を代表して最優秀賞の２名か
ら喜びのスピーチをいただきました。 
受賞者の皆様、すばらしい作品をありがとうござ
いました。 



 
  3.インドネシア   木村事務局長出張報告 

 
12 ⽉、⽊村事務局⻑がインドネシアに出張しました。コロナ禍に⼊ってから約 3年ぶりの出張再開。
レポートをお届けします！ 
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4．日本   入会キャンペーン結果報告 

 

現状課題への取り組み 
現地⾞いす寄贈２団体が資⾦難により
活動停⽌したため、WAFCAI への⾞い
す申請は増加の⼀⽅で、直近では要求
の約 60%程度しか対応できていない状
況です。更に⾞いすメーカの倒産で調
達/供給不安に直⾯しています。 
 
この状況に関して評議委員・理事を交
え議論し、現在ジャカルタからのサー
ビス地域の拡⼤を含め所謂サプライチ
ェーンの分野の改善が必要との共通認
識。来年度スタートの中期計画（⼆
期）に「Project X」と名付け共同プロ
ジェクトとして取り組んでいきます。 
 

 

⾞いす寄贈の⽴ち会い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事務所には⾞いすを受け取るご家族が連
⽇来所されていました。職員は障がい児
の症状や体型に合うように⾞いすを調整
し、丁寧に乗り⽅や介助⽅法を説明して
寄贈します。 
初めて寄贈現場に⽴ち会い現地職員の丁
寧な仕事ぶりと受け取ったお⼦さんご両
親の⾼揚感が印象的でした。会員の皆様
からは現地職員や寄贈を受けたご家庭と
の直接的な交流再開を望む声があり来年
度事業に検討する予定です。 

 

11・12 ⽉、デンソー安城・⻄尾・豊橋製作所⾷堂にて PR ブースを設置、新規
会員募集をさせていただきました。「WAFCA のことも、活動内容も初めて知っ
た、応援したい」と、多くの⽅に興味深く話を聞いていただくことができまし
た。各製作所の皆様のご協⼒もあり、3 製作所 
合計で 85 名の⽅に新規⼊会をしていただきました。 
ありがとうございました。 
 

◀WAFCA Youth Groupをはじめとする若い 
世代の交流を活発にするため、ジャカルタ 
のアルアズハル⼤学と協定を結びました 
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6. 西南学院大学様から車いすをいただきました 

 
12 ⽉、福岡県福岡市にある⻄南学院⼤学様から、⼤学の授業で使⽤し
ていた⾞いす 17台をご寄贈いただきました。 
17 台の⾞いすは、⼤学の授業の⼀環で介助演習に使われていたそうで
す。今後WAFCA ⾞いす病院で整備・清掃を⾏った後、中古品として販
売をする予定です。今回、福岡県という遠⽅からの⾞いす運搬に際しま
して、⻄南学院⼤学様の善意に感謝し、WAFCA の活動に賛同する仲間 
 

         

 

今年もやります！ 

車いすダンスグローバルフェスティバル 
5. 

として株式会社デンソーソリューション様に
仲介サポートをいただき、株式会社デンソー
ロジテム様のご⽀援の下、カリツー株式会社
様に運搬いただきました。たくさんの⽅のご
尽⼒で、⻑い道のりを経て刈⾕に⾞いすが届
きました。今回の中古販売で得た収益は、ア
ジアの障がい児の⾃⽴⽀援に⼤切に使わせて
いただきます。 
本当に、ありがとうございました。 
 
 

⾞いすダンス・グローバル・フェスティバルとは・・・ 
⽇本・タイ・インドネシアの障がい児やその家族、先⽣、周
りの関係者がオンラインでつながり、オールインクルーシブ
に⾞いすダンスを楽しむことができるイベントです。 

2023.2.18(⼟) 13:00 ▶ 14:30 
0 
 

場所 
D-square（ディースクエア）B1F 広場 
愛知県刈⾕市中⼭町２丁⽬ 38 番地 
 
オンラインでご参加希望の⽅は別途 ZOOM をお送りします 
 

全盲の歌姫 

若渚（わかな）さん 
平成 12 年 3 ⽉ 12 ⽇⽣まれ 

愛知県豊⽥市在住 

―スペシャルゲストー 

13:00-13:10 

13:10-13:40 

13:40-13:55 

13:55-14:30 

オープニングダンス 

⾦賞チームによるパフォーマンス 

若渚さんの⽣歌で⾞いすダンス 

プログラム 

動画コンテスト結果発
表 

お申し込みは 

こちら 



 7．日本  ご寄付をいただきました 

 

８.日本   書き損じハガキ大募集中！ 

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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私は不幸と思ったことは無い。」とのお話が⼤変印象的でした。 
著書にはこのような前向きなご家族や虹⼆さんのお考えやエピソードが豊富に綴られてお

り、私たちが障がい児のより良い将来を考えるうえで参考になると思います。今回のご寄
付はご家族の意向を尊重し全額⾞椅⼦寄贈とさせて頂きました。 
 

『五⼈⼋脚	⾞椅⼦と⼈との⼼温まる記録』の著者⽊全勝彦様から初
版印税全額のご寄付を頂きました。この本は障がいをもって⽣ま
れ、27歳で突然夭折された次男虹⼆さんの⽣きた証として⽗親の勝
彦様が著されたものです。 
勝彦様が WAFCA に来所された際「普通の⼦と⼀緒の⽣活をと願

い、幼稚園・⼩学校と交渉し⼊学。中学校の途中で特別⽀援学校に
転校し WAFCA 藤原理事に出会うご縁で、出版本の印税は WAFCA

活動⽀援にと内⼼決めていた」と伺いました。	

また「虹⼆が幼稚園や⼩学校に⼊った当初は学校側・先⽣もどう
して良いかわからず、しょっちゅう両親が学校にいってプールに⼊
る⼿伝いなどなど⼤変なことがあった。⼤変だったが、 
 

2023 年 1 月 20 日～2 月末日�

送り先はこちら ハガキを封筒に⼊れて送付ください。 
▼デンソー社内メールで      
〒1030 WAFCA 宛 

▼郵送で 下記住所まで 

募集 

期間�
いただいたハガキはアジアの障がい児に 
⾞いすを送る活動運営に⼤切に使わせていただきます 

書き損じた・あまった年賀ハガキはございませんか？ 
今年も WAFCA で募集します。ぜひご協⼒ください！ 

▲Amazon・楽天ブックスで 
ご購⼊できます。 


