
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

まだまだコロナによる大規模社会制限が続

き、障がい児とその家族が厳しい生活を送るイ

ンドネシア。コロナ渦だからこそ、普段現地に行

く機会のない方も、オンラインで繋いで現地の

家庭のリアルな声を聞きに行きませんか？現地

のスタッフがインドネシアのコロナの影響や家

庭での支援の様子を生中継します。また、インタ

ーンの学生が実体験を踏まえたインドネシアや

車いすについて語ります。 
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1. オンライン家庭訪問 in インドネシア参加者募集！ 

2. 出前授業 1)-新川小 2)-刈谷北高校 

3. WAFCA チャリティマスクを販売します 

4. インドネシア事業の評価調査（2015～2020 年） 

5. 2021 年度前期インターン生募集 

6. 絵本プロジェクトネクストゴールを目指しています 

7. 日本事務局からのお知らせ 
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わたしたちが 
お話します！ 

WAFCA 事務所内で 

パブリックビューイング開催！ 

ZOOM の接続に不安な方は 

お越しください ※定員 10 名要申込 

WAFCA インターン 

小川晶子さん 

（大分大学 3 年） 

WAFCA インターン 

山口真有美さん 

（津田塾大学 3 年） 

お申込みフォームは 
こちら！▶ 
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2 月 9 日・15 日、碧南市立新川小学校の 4 年 1 組と、5 年生

全 4 クラスの子どもたちに授業を行いました。現在、WAFCA タ

イ事務局でインターンをしている奨学生のウィナダーさんとオ

ンラインで繋いで交流をしました。壁に映し出されたウィナダ

ーさんに対して、「どうやって絵を描いているのですか？」「日本

に来たら何をしたいですか？」と興味津々に質問をしていまし

た。新川小学校では、昨年、校内で募金を集めて WAFCA に寄付

をくださいました。そのお金でタイに 1 台の車いすを寄贈しま

した。今年も 3 月 3 日～5 日に募金活動をしてくれます。 

これからも日本の子どもたちに、アジアや障がいを身近に感じ

てもらえるような授業を行っていきたいです！ 

 

車いすがあることで人生が豊かになっているのが分かりました。  

 

＼ ／ 

１）碧南市立新川小学校 

２）愛知県立刈谷北高等学校 

刈谷北高校国際教養科 1 年生（41 名）を対象に、刈谷市役所市民協働

課と NIED・国際理解教育センターによる出前講座「グローカル時代の

生き方・働き方～グローバルな先輩から学ぼう」がオンラインで行わ

れ、WAFCA 熊澤、インターン山本（刈谷北高出身）が講師として参加し

ました。授業のねらいは、①SDGs について理解し、②グルーバル化した

社会で SDGs に関わる多様な生き方・働き方を知り、③将来のキャリア

や立場で SDGs 実現のためにできることを考えるというものです。 

NPO/NGO で実際に働いている人の話を聞いて、より興味を持つことができました。 

WAFCA に興味を持ったので、今度行ってみようと思います。 

＼ ／ 

スポーツウェアブランド「TRES」とのコラボより生まれたチャリテ

ィーマスク。WAFCA と TRES のロゴがプリントされています。 

TRES のスポーツ生地を使用したウォッシャブル（洗濯可能）マスク

で、30-50 回程度、洗いながら繰り返し使用することが可能です。 

 

3 月 15 日(月)より、WAFCAオンラインストアで販売開始します！ 
 



 

 

 

 

  
 

90％以上の車いすクライアントとその家族・介助者が WAFCAI から提供した車いすとサービスに満

足していることがわかりました。また、45～75％のクライアントや介助者が、褥
じょく

瘡
そう

の軽減、背中の湾

曲の軽減など、車いすによって身体状態が改善したと回答し、身体に合わせて提供するWAFCAI の支

援モデルに一定の効果があったと考えられます。 

 

WAFCA インドネシア事務所は 2015 年 1 月に開所し、今年 7 年目に突入しました。設立から 

5 年間（2015～2020 年）の成果と課題を振り返るための調査を 2019 年から計画してい

ましたが、新型コロナウイルスの影響で延期となっていました。 

2021 年 2 月、速報ではありますが、インドネシアから評価調査結果の要約版が届きました！ 

 

◆調査期間：2020 年 10 月～11 月 

◆対象地域：ジャカルタ、ブカシ、タンゲラン、ボゴール、デポック 

成果 

課題 

 「障がいインクルーシブな環境を整備する」というビジョンの実現までは至っていない。 
 支援活動が定量的で偶発的である。 
 車いすを必要とする人が車いすにアクセスするための方法の整備が不充分。 
 限られた人材で広い支援対象地域をカバーするため、クライアントのメンタルケアが不充分。 
 WAFCAI から車いすの提供以外の支援を受けたと回答したクライアントがごく少数。 
 WAFCAI 職員が実際に訪問して寄贈後のフォローアップ調査をしたのは全体の 30％程度。 

多くのクライアントは、WAFCAI によるフォローアップサービスを受けられていない。 
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WAFCA は認定 NPO 法人です。確定申告をすると寄付金控除または税額控除が受けられます。2020

年の寄付金受領証明書をお送りしておりますので、住所等変更がある方は事務局までご連絡くださ

い。賛助会員費や、障がい児教育支援基金への寄付、その他寄付が対象となります。正会員費は含

まれませんのでご了承ください。 

 

 

学生インターンを対象に、キャリアカウンセラー（有資格者ボランティア）によるカウンセリングを行いました。 

 

 南山大学 3 年 山内真由さん 愛知淑徳大学 1 年 山本羽奈さん 

就職活動中の私にとって、とても

貴重な機会でした。自分はどんな人間 

で、今までの行動にどんな傾向にあるのか、初めてお

会いする方だからこその視点で話してくださいまし

た。就職活動はもちろん、卒業後にも不安はいっぱい

ですが、私らしさを忘れずに進めたらと思います。  

ありがとうございました。 

 

 

キャリアカウンセリングを受けてキャ 

リアについて真剣に考える機会になりまし

た。カウンセラーの方は、私の話した内容を元に今後

の姿を導いてくださいました。この機会を設けてく

ださったことに感謝してさらに自分のキャリアのた

めに経験を積んでいきたいです。 

現在、2021 年度前期～夏季休暇のインターンを募集しています。インターン期間中、事務所・オン

ラインどちらでも有資格者によるキャリアカウンセリングを受けることができます。NPO の事務所

で働く経験やカウンセリングを通じて、将来のキャリアを考えてみませんか？ 

業務内容（例）：簡単な事務作業、広報サポート、通訳、翻訳、プロジェクトの企画実施 

  ◇事務所：週 1 日以上（9:00～15:00）事務所で勤務可能な方、交通費支給（上限あり） 

  ◇オンライン：週 1 日以上のミーティングに参加し、スキルや興味によって企画や実施ができる

方 

 

2 月 1 日から始めた愛知淑徳大学の学生との絵本クラウドファンディングは、 

目標金額の 25万円を達成しました！ 

そしてこれを機に、ネクストゴールとして 35万円を設定しました。 

当初予定していた絵本の制作 50 冊から 100 冊に増刷したいと考えています。 

より多くの子どもたちに絵本を届けられるように、引き続きご協力よろしくお願いいたします！ 

 


