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1.WAFCAthlete の活躍が広がっています！ 

 

ワ フ カ ア ス リ ー ト 

 

 

WAFCA 入会で赤穂姉妹サイン入りバッシュ、3,000 円

以上の現金寄付で WAFCAthlete（赤穂さくら、永田

萌絵、木村亜美）写真付きサイン色紙がもらえるキャン

ペーンを行います。収益は WAFCA で車いすを届ける

支援に使わせていただきます。 

 

 

WAFCA サポーターの皆様、こんにちは！デンソーアイリ

ス、WAFCAthlete の赤穂さくらです。 

私は右足と左足のサイズが違うため、毎回使わない方

のバッシュが出てきてしまい、それを捨ててしまうのがもっ

たいないと感じていました。 

それを今回 WAFCA の活動に活用しようと企画しまし

た。バッシュは予約ですでに完売しました。ありがとうご

ざいます！心を込めて書いたサイン色紙をプレゼントす

る寄付の企画は当日受付で行います。 

初めての試みですが、多くの子どもたちに車いすが届け

られるよう、応援よろしくお願いします！ 

 

企画をした赤穂さ
くら選手から、 

メッセージが届き
ました！ 

左から、永田萌絵選手・赤穂さくら選手・木村亜美選手 

左から、赤穂ひまわり選手・赤穂さくら選手 
バッシュにサインを書いてくれました！ 

プロスポーツ試合への WAFCA イベント出店予定 

3/11,12 デンソーアイリス試合会場 

（ウィングアリーナ刈谷）※バッシュと式紙のみ 

3/18,19 デンソーエアリービーズ試合会場 

（西尾市体育館）ぶんぶんマルシェ 

 

※キャンペーンの結果は SNS・ホッ！とニュース次号でお知らせします 
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2.木村事務局長タイ出張報告 
 

WAFCAT はコロナ前の活動水準への復活を目指して Restart!を合言葉に活気に溢れて

います。バンコクでは理事や事務局長ピナイ氏、マネジャーのウイングを交えてグループ中期

計画（二期）方針を議論しました。 

その後は東北部イサン地方の各県を回り車いす寄贈・村の学校バリアフリー式典に同行し

ました。中心地のロイ県には寄贈した車いす 40台が近県から集められ、車で半日かけ集ま

った 25 名のボランティアが汗まみれで車いす清掃・修理。「自分より困っている人を助けるの

は当たり前」との言葉には頭が下がる思いでした。 

事務局ではこのように現場で頑張る WAFCA の仲間と日本の会員のみなさまとの直接交

流の場を来年度には復活（Restart)させたい考えております。 

 

 

ある学生は、学校へ通うことが難しく、母

親が家で面倒をみていたが、学業まで見

切れなかったそう。本人は学習意欲が高く

WAFCAT 奨学金給付 が ス タ ー ト 。

WAFCAT はカレッジ入学を勧めたが、自

分の身の回りのことをした事ない、街から出

たことないと躊躇していました。 

そこで WAFCAT の能力向上研修を提案

し参加。これをきっかけに本人の考え方が

入学に前向きに変わり、家族の応援もあっ

て入校することができたそうです。現在は学

校内のコールセンターで実際の仕事もこな

す頑張り屋です。WAFCATの打ち手がうま

く彼女に合っていて、いいモデル事例になり

そうです。 

 

 

WAFCA 事務局長 木村隆彦 

 

マハタイ財団が運営する障がい児が学ぶカレッジ訪問 

スポンタム理事長が勤務する学校を訪問しました。幅広く寄付を集めて寄宿舎、職業トレーニングルームを

設置しています。また、障がい児の就職のために、求人を待つのでなく企業等にアプローチすることに力を入

れています。構内トレーニング室では、実際の企業からの委託を受け業務中とのこと。他に経理、IT等の訓

練もあります。 

今回会った奨学生６名中２名が WAFCAT インターン経験者で内１名が就職先を自分で見つけました。

全員が在宅でできる仕事の観点で IT/PC を学んでおり、企業 IT人材ニーズに合致しているそうです。財

団ではクラスを増やす予定とのことでした。 

 

 

 

奨学生のお話を聞いてきました 
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「2019 年に訪日して以来 WAFCA 理事会メンバーの

皆様にはお会いできていなくて残念。マハタイ財団はコ

ロナで大きな負の影響を受けたが、積極的な施策で回

復する方針。是非 WAFCA と共に前に進みたい」と力

強い言葉をもらいました。 

 

 3. 愛知県主催NPOアワードで 1位をいただきました 

 

WAFCAT スポンタム理事長と面談 

「今でも正岡さんの名前を覚えているし、当時の機械も使ってい

る」との事。これまでは無条件に社会福祉省の買い上げがあった

が、役人の世代交代で競争原理が持ち込まれ安価な中国製に

奪われ続けていて苦境の最中だそうです。 

WAFCAT注文は現在も優先的に製造していれていて（年 50台

程度）、補修部品の供給も安定しており、長年の良好な関係が

継続している様が伺えました。 

 

タイウィール訪問 

会場で投票してくださった方からのコメント 

 

・20年以上も東南アジアに支援を継続されている事そのも

のが SDGs の取組みであると思います。「数」ではなく「質」

という支援に対する考え方に共感しました。 

 

・障がい者の人であっても毎日楽しく学校に通い、一人で

移動できるようになってほしいと思いました。 

 

NPO アワードの発表会にお越しいただいた方の中で、さらに

WAFCA を知りたい、体験したい方が応募くださり、ボランティ

ア体験をおこないました。車いす病院のボランティアさんととも

に、地域の車いすの修理・点検をおこないました。 

 

愛知県が主催する「NPO アワード」にて WAFCA の活動プ

レゼンが１位を受賞し、「株式会社サーラコーポレーション」

様から 93,333 円のご寄付をいただきました。投票してくださ

った方々や企画の中部プロボノセンターの皆様、本当にあ

りがとうございました。 

 

 

ボランティア体験会 



 
  

4. かりやWAFCAマルシェ開催します    
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大学に進学して環境マネジメントを専攻し、公務員になること

が夢と語ってくれたのが印象的でした。 

ナムワンさんに会って、自分がインターンや Youth Group として

活動してきたことが、障がい児を間接的に手助けできている実

感がわき、会えてとてもうれしかったです。 

彼女のもっと勉強をしたいという気持ちが伝わってきて自分にで

きることは何かを今以上に考えるきっかけになりました。 

 

5.WAFCA Youth Group 山本羽奈さんが紹介！ 

奨学生ナムワンさんが 

インターンに挑戦しました！ 

 

今年も WAFCA 日本事務所のあるゆうきそう

で、「かりや WAFCA マルシェ」を開催します！ 

 

大人気キッチンカーのおいしいご飯や、刈谷の

障がい者就労事業所によるすてきな雑貨・お

菓子をお楽しみください♪ 

 

WAFCA を支援してくださる皆さん、ゆうきそう

周辺の地域の方、多くの人にに来ていただき

たい交流イベントです。 

お待ちしています！ 

 

詳しくは WAFCA ホームページ・SNS をチェック！ 

愛知淑徳大学 3 年生の山本羽奈です。WAFCA 元インターン

で、現在は WAFCA Youth Group として活動しています。 

 

私は 1月〜2月にタイを訪れ、WAFCAT の事務所を訪問しまし

た！そこで、これまで SNS や活動報告を通して知っていたナムワ

ンさんと会うことができました。ナムワンさんは職業訓練学校に行

っており、WAFCAT でインターンに挑戦していました。社会や家

族の負担にならないよう自立したいと強い気持ちがあり、 



 
  

5 

 

 

         

 車いすダンスグローバルフェスティバル 

 

6. 

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。 

2/18(土)刈谷市の D スクエアにて、WAFCA 車

いすダンスグローバルフェスティバルを開催しまし

た。 

37 チームのエントリーから選ばれた各賞の受賞セ

レモニーや、全盲の歌姫 若渚さんのライブパフォ

ーマンスを行いました。オンライン・リアル併催でお

よそ 70名の皆様にご参加いただきました。さらに

当日の様子はケーブルテレビ KATCH・中京テレ

ビ everyサタデー・中日新聞でご紹介いただき、

多くの人にご覧いただきました。 

来年は規模を拡大して開催予定です！ 

 ▲車いすダンス・ビバーチェによるオープニングパフォーマンス 

▼進行をする豊田理事（左）・寺田理事長（右） ▼画面の向こうの障がい児にトロフィー授与 

▼全盲の歌姫若渚さんの生ライブ ▼D スクエアのアトリウムにて。開放的な空間で実施しました！ 

開催報告 

 



 7．ASEAN学生、WAFCA訪問   

 

８.書き損じハガキ募集結果のご報告 

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 

日本と ASEAN の交流 50 周年記念事業で外務省が 11 ケ国から 21 名の学生を招聘。アジアとの国際交流に力

を入れる WAFCA が訪問先に選ばれました。当日は WAFCA Youth メンバー4 名が参加し同世代間で活発な意

見交換を実施。訪問学生は「国を越えた WAFCA 活動に感銘を受けた」「新しく日本に友達ができて嬉しい」と語っ

てくれました。今後も政府・行政機関と連携し国際交流事業促進を図っていきます。 
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今年 1 月 20 日から 2 月末まで行った「書き損じハガキ大募集」にご協力い

ただいた皆様、ありがとうございました。多くの方から「書き損じハガキ」をいただ

きました。いただいたご寄付は切手と交換し、会員・寄付者の方への郵送代

として使わせていただきます。 

 628 枚 

 

結果 

 金額 33,242 円（車いす 1 台分に相当） 

 


