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日本 

インドネシア 

8 ⽉の 5 ⽇間、学⽣を対象にした「Online Study Tour in 
Indonesia」を開催いたしました！⽇本の学⽣ 11 名と、ツ
アーの協⼒者としてインドネシアの学⽣ 4 名、計 15 名の学
⽣が参加しました。 
ツアー1 ⽇⽬と 2 ⽇⽬は、⽇本語を勉強中のインドネシア

の学⽣たちに先⽣になってもらい、インドネシアについ
て、現地に住んでいる⼈だからこそわかる視点から教えて
もらいました。ツアー3 ⽇⽬と 4 ⽇⽬は、WAFCAI と中継を
して、⾞いすを寄贈した障がい児や奨学⽣との交流を楽し
みました。ツアー5 ⽇⽬は、このツアーを通して学んだこと
とこれから取り組みたいことについて話し合いました。 
参加した学⽣は、「これからインドネシアの社会問題を課題
解決する⼀⼈になるために、⼤学での勉強をがんばりた
い」と⼼強い発⾔をしてくれました。 
15 名の学⽣、それぞれがこの経験をこれから先の将来に活

かしてほしいと思っています。 
 

オンラインスタディーツアー 
開催しました！ 

◀インターンの近藤さりさんの 
ツアーレポート！ 
 

ツアーを 
ちょこっとのぞき見！ 

【動画】インドネシアの▶ 
インクルーシブな学校 

１. 

＼私たちが参加しました！／ 
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タイ 

インドネシア： 総会開催報告： 

アウリアちゃんの例 

念願の⾞いすが⼿に⼊り、奨学⾦で中学校に⼊学。

WAFCA ⽀援を受け学校や近所で活動的になりました。 

 

 
 

3.WAFCAオンライン報告会を開催します！： 

2022 年10 ⽉29 ⽇（⼟） 

2. 

Pick up  
topics！ 

WAFCAT(6/20)及び WAFCAI(8/29)の総会が開催され、それぞれ昨年度の会計/活動報告と今年度の事業

計画が承認されました。主なトピックスとしては、タイでは障がい児合宿研修等のフレンドシップ事業の

再開、インドネシアでは評議員の⼤幅な交代でした。WAFCA からは理事⻑と事務局が参加し、総会の最

後に現地⽀援と WAFCA グループの連携を強化する旨のメッセージを伝えました。 

 

 

 

タイ・インドネシア・⽇本から、 

⼦供たちのストーリー・教育⽀援・ 

2021 年＋2022 年上半期の報告を 

現地からの映像を交えてご説明します。 

開催 

オンライン（zoom） 

オフライン（デンソー名古屋オフィス） 

    ＼お申し込みはこちら／ 

障がい児能⼒開発キャンプ 
今年は 40 名参加します。先輩奨学⽣６名の⼤学⽣がロール

モデルとして後輩奨学⽣との交流に参加します。この６名は

WAFCA ⻑期⽀援の結果、卒業→就業で活躍というモデル候

補になっています。 
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4.  タイ 奨学金授与式を開催しました！ 

   2022 年度新規ご寄付をお願いします 

 

WAFCA のフレンドシップツアーに参加した際、貧しいながらも家族に⽀えられ明

るく前向きな⼦供たちの姿に強く⼼を動かされました。 

そのような⼦供たちを応援するために、毎年少額ですが⽀援させていただいていま

す。この奨学⾦を利⽤して⼀⼈でも多くの⼦どもたちが、勉強を続けられ、⼀⼈⼀

⼈の夢が実現されることを期待しています。 

残念ながらコロナウイルスの影響でもう 3 年ほどタイに⾏けていませんが、なるべ

く早い機会に現地の皆様にお会いし、交流できることを楽しみにしています。コロ

ナウイルスに負けず、しっかりと勉強してくださいね。 

8/1、WAFCAT 主催で障がい児教育⽀援基⾦の奨学⾦授与式が⾏わ
れました。⾃⾝も⾞いすユーザーであるスポンタム理事⻑の挨拶で
は、「⽀援者は同情の気持ちではなく私たちに⾃⽴してほしいとい
う願いで寄付してくださっています。⼈の役に⽴てるよう頑張りま
しょう。」と⼒強いコメントがありました。 
また、数年継続して WAFCA からの⽀援を受けているオームくんと
プラーさんがそれぞれスピーチをしました。⽇本からは寄付者代表
として久保⽥好明さん、神⾕⼀敏さんが出席し、久保⽥さんから激
励のスピーチをいただきました。 
 
 WAFCA の事業の⼀つである「障がい児教育⽀援基⾦」では、障
がいの程度・環境やそれぞれが進みたい進路に合わせて⼀⼈ひとり
に寄り添ったプランを考え、彼らが⾃⽴するまで、継続して⽀援し
ます。現在 2022 年度の⽀援額 200 万円の 47.5%である 95 万円のご
⽀援をいただいており、あと 105 万円不⾜している状況です。 
障がい児の⾃⽴のため、温かいご⽀援、ご協⼒をぜひお願いいたし
ます。 

WAFCATマネージャー 
ウィングさんが 

奨学⽣の選考⽅法を解説！ 

奨学⾦授与式 
ダイジェスト版 

寄付者代表 

久保⽥好明さん 

寄付のお申し込みはこちら 
WAFCA 寄付 教育⽀援 



 
  ５.車いす病院研修「日進医療器見学ツアー」 

 
8/20、 ⾞ い す 病 院

ボランティアの知識
と技能向上を⽬的と
した WAFCA 主催、
「⽇進医療器⾒学ツ
アー」を開催しまし
た。 
まさにプロの技術や

障害者の⽅のニーズ
に合った⾞いすを直
接⽬にし、触れるこ
とができる機会とな
りました。 

参加したボランティアさんの感想 

● ⼤変丁寧にご説明をいただき、有意義な時間が 

過ごせました。⼯場⾒学で⾒たもの、ことを 

ボランティアに活かしたいと思います。 

 

● とても品質が⾼い⾞いすの製造現場を⾒る 

ことができ、勉強になりました。 

 

 

担当者 近藤の感想 

今後の⾒学ツアーを通じて、⾞いす病院のボランテ

ィアさんがお客様⼀⼈ひとりの要望をきめ細やかに

キャッチし、私たちが地域の⾞いすユーザーを⽀え

る⼀員であるということに誇りを持って活動いただ

きたいと思いました。 

 

ご協⼒いただいた⽇進医療器株式会社 松永社⻑（WAFCA 理事）、森永部⻑より、「⾞いすユーザーをみんなで⽀える、

そういったコミュニティーの形成が⼤切だ」と話してくださったことで、ボランティアの⽅々の意識はさらに上向きに

なり、モチベーション向上につながりました。 

 

また、今回、量産型の⾞いすでなく、オーダーの⾞いす製造を⾒学できたことで、⼀⼈ひとりにあった⾞いすを提供す

る WAFCA の⾞いす病院の位置付け、今後の⽬標につながるヒントをもらうことができました。 

 

ご協⼒いただいた⽇進医療器株式会社の皆様、ご参加いただいたボランティアの皆様、ありがとうございました！ 
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バリアフリー社会の向上を願って、 
⾞いすを使う⼈の「困りごと」を解決するアイデアや、 
もっと先の未来にこんな⾞いすがあったらいいなというアイデアを募集します。 

⼤募集！ 

実際に⾞いすを使う⼈の 

「困りごと解決編」  
⾞いすを使っている⼈が⽇頃困っている
こと、不⾃由を感じていることを解決す
るような、アイデア⾞いす。 
 
例えば、⼭登りがしたい、季節に合わせ
て涼しくしたり、温かくしたりできる⾞
いすが欲しい、毎⽇のファッションに合
わせて⾞いすの⾊も変えたいなど。  
 

50 年後の⾞いすってどうなっているの?  

「斬新なアイデア編」  
未来の⾞いすは今と同じかたちをしてい
るのかな? 「⾞いす」という名前は使わ
れているのかな?これまでになかったア
イデア⾞いす。 
 
例えば、今よりもっと快適でスタイリッ
シュで⾏動の⾃由が広がるなど。 

9/30(金) 

あったらいいな！ 
こんな車いす 

１ ２ 

募集テーマ 

応募締め切り 

6．車いすアイデアコンテストエントリー大募集！ 

 

応募⽅法：  ※申込⽤紙を WAFCA ホームページからダウンロードしてください 

申込⽤紙に①作品のタイトル、②絵・デザイン（⼿書き・パソコンどちらでも可）、③作品に込めた想い・アイデアを思

いついたストーリーを書いて、郵送/メール/FAX にて提出してください。 

郵送先：愛知県刈⾕市司町１−２ふれあいプラザゆうきそう アジア⾞いす交流センター 

メール：contact@wafca.jp  FAX：0566-23-5827 

 

優秀作品選考：  

以下の募集テーマにつき優秀賞１作品、⼊賞３作品 

※ 受賞者全員に記念品を贈呈します 

※ 表彰式を 2022 年 11⽉ 27⽇に開催されるデンソー夢卵（愛知県刈⾕市）にて⾏います。  

  受賞者の⽅には後⽇ご案内をお送りします。 
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 7．日本  インターン紹介！ 

 

8.デンソーブライトペガサスの試合会場出店！ 

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 

▼2021 年 10 ⽉から、メールアドレスが変わりました▼ 

（旧）wafca@jp.denso.com ➡ （新）contact@wafca.jp 

発行 
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7 ⽉から週 1 回、WAFCA でインターンをさせて

いただいています！⼤学で第 3 ⾔語としてタイ語
を履修しているため、いつか WAFCA の広報など
でタイ語を活⽤できたらいいなと思っています。 
また、先⽇のオンラインツアーの準備のサポート

もさせていただきました。スタディーツアーを通
して、わたしが感じたことを note にまとめたの
で、ぜひご⼀読ください。これからもよろしくお
願いします！ 
 

9/３-4、安城総合運動公園で⾏わ
れた「ニトリ JD リーグ 2022」のデ
ンソーブライトペガサス試合会場
で、チャリティ商品販売をしまし
た。 
ブライトペガサスの応援に訪れた

多くの⽅に、タイやインドネシアの
障がい者が作った商品を買っていた
だくことができました。2 ⽇間の売
り上げは、⾞いす 1 台の寄贈費に充
てさせていただきます。ご協⼒いた
だきありがとうございました。 
 

9.アンケートのご協力ありがとうございました 

名古屋外国語⼤学 世界教養学部 2 年⽣ 
近藤 咲⾥さん 

 2021 年次報告書をご覧いただいた皆さんへアンケートを実施しました。 
いただいた意⾒はアジアの障がい児のために、⽀援の改善に役⽴てます。 

たくさんの⽅のご協⼒、本当にありがとうございました。 
 


