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障がい児教育支援基金事業
Education Support Project for Children with Disabilities (ESPCD)

はじめに
身体の障がいの有無に関わらず、年齢や学力に応じて質の良い教育を受け、生活や社会の中で自立
を目指す権利はすべての子どもたちに平等にあります。しかし、WAFCA が車いす支援活動を行って
いるタイやインドネシアの農村部や貧困地域では、経済的・社会的理由で未だ就学や通学が困難な障
がい児が多くいます。
例えば、タイでは初等教育の就学率が 100％で、それに伴い障がい児の就学率も上がっています。
しかし、高校や大学へ進学するとなると一気にハードルが高くなります。インドネシアでは政府の予
算不足から、保護者などが立ち上げた私設の特別支援学校が多くあります。そのため、授業料や制服
代が負担となり、通学を続けることが困難なケースも多くあります。
これらの課題解決に取り組むため、2018 年度、97 名の支援者の皆様より合わせて 3,054,831 円の
寄付金をいただき、タイで 31 名、インドネシアで 20 名、計 51 名の障がいのある子どもたちの就
学・通学をサポートすることができました。奨学金支援により、タイでは 10 名の子どもたちが小学
校、中学校、専門学校を無事に卒業し、全員が大学も含めて進学を希望しています。また、インドネ
シアでは、授業料や通学にかかる費用を支援したことで、20 名の子どもたち全員が継続して学校に
通うことができ、多くの子どもたちが進学を希望しています。

2018 年度 タイのおもな活動実績
（1）支援内容と人数
支援内容

人数（重複あり）

合計金額（円概算）

通学交通費

17 名

290,160

車いす寄贈、電動車いす修理代

10 名

36,086

授業料、教材費、画材費、寮費、進学/転校支援

17 名

785,880

介助者の人件費、WAFCAT でのインターンシップ

2名

124,819

学校のバリアフリー設備支援

1名

216,000

42 名

1,509,797

合計

2,962,742

オリエンテーションセミナー＆能力開発キャンプ（2 回）

（2）奨学金授与式＆啓発セミナー（テーマ：目標設定）7 月 19～20 日

＠コンケーン県市内

全奨学生 31 名を対象に授与式＆啓発セミナーを開催し、新規・継続
合わせて 25 名の奨学生とその保護者・教員が参加しました。授与式
では、WAFCAT スポンタム理事長、日本から駆け付けた WAFCA 小
松副理事長が証書と記念ジャンパーを奨学生に手渡し、これから勇気
を持って広い世界に飛び出し、チャレンジしていってほしいと励まし
の言葉を贈りました。
（3）能力開発キャンプ（キャリアパス）10 月 21～27 日

＠チョンブリー県パタヤ

高校や大学進学を目指す中学生以上（小学校在籍でも年齢が
13 歳以上）の 17 名の奨学生が、初めて親元を離れて 1 週間
の宿泊キャンプに参加しました。大学や企業訪問で担当者の
話を聞くなど、具体的な進学、就職の方法を学びました。キ
ャンプに参加して、それまで諦めていた大学進学を決意した
奨学生もいました。
（4）奨学生が通う通常の学校のバリアフリー化支援『みんなにやさしい学校づくりプロジェクト』
奨学生タナコーン君（一覧 No.27）が通う
チャンタブリー県のワット・プラッパー小
中学校にバリアフリートイレやスロープの
設置支援を行いました。２月８日の完成式
典には、地域の教育委員会、自治体の代表
者が出席し、このトイレをきっかけに今後
も学校全体で協力し、誰もが過ごしやすい
学校にしていくことを誓い合いました。式典に続いて、楽しいゲームを通じて車いすの介助
やバリアフリーの大切さを学ぶ教室も開催しました。

2

氏名（愛称・年齢）

報告事項・今後の予定

県・学校・18 年度学年
1

アナン・パンバーン

セミナーとキャンプに参加しました。無遅刻無欠席

（トゥムタム君、21 歳）

で勉強に励み、車いすレースにも真剣に取り組みま
した。障がい者スポーツ大会に参加し金メダルを 4

2

コンケーン県

つ獲得しました。新年度から車いすレースの選手を

シーサンワン特別支援学校

目指し、ノンカーイ県レデンプトリスト高等専門学

高校 1 年生

校への転校を希望しています。

ウィラダー・パティターン

セミナーとキャンプに参加、通学交通費を支援しま

（オイルさん、19 歳）

した。通常の授業に出席しながら、デジタル・イラ

チョンブリー県

ストの特別授業も受けました。将来は車いすバスケ

パタヤ・レデンプトリスト

の選手を目指していて、余暇には練習しています。

高等専門学校
1 年生

3

ジェッサダー・ジャンポーパン

セミナーとキャンプに参加、車いすを支援しまし

（ワイン君、20 歳）

た。学校行事も含めて無欠席、空き時間に授業の予
習復習も欠かしません。コンピュータ・グラフィッ

4

ノンカーイ県

クの科目が得意です。お休みは映画を見たり音楽を

レデンプトリスト高等専門学校

聴いたりして過ごしています。来学期はインターン

1 年生

シップを予定しています。

ワニサー・ジッパンヤー

セミナーとキャンプに参加、WAFCAT でインターン

（ドリームさん、19 歳）

しました。成績 GPA2.72 で専門学校を卒業しまし
た。マーケティング、科学、コンピュータ・グラフ

ノンカーイ県

ィックス（フォトショップ）の科目が得意で、ウェ

レデンプトリスト高等専門学校

ブ制作の授業は苦手でした。趣味の編み物の全国大

2 年生

会にも参加しました。8 月からバンコクの大学（マー
ケティング学部）へ進学を目指しており、入試の結
果待ちです。

5

スティポーン・パコットム

セミナーに参加、教材を支援しました。2019 年 10

（エー君、20 歳）

月に高校課程修了を目指して勉強を続けています。
機械工作の科目が得意で、趣味は紙で車のモデルを

6

ロイエット県

作ることです。卒業後は自宅から 5 キロ離れた地域

パトゥムラット・ノンフォーマル

の高等専門学校への進学を希望しています。進学し

教育高校課程

たら通学や校内での移動のために電動車いすが必要

2 年生

です。

ラーメ―ン・チュンチャート

セミナーに参加、通学交通費と教材を支援しまし

（マン君、7 歳）

た。病欠以外は休まず通学しました。休み時間に絵

ブリラム県

を描くことが好きです。成績 GPA は 1.65 でした。

バーン・コクマイデーン・

無事 3 年生に進級します。

フアクラサン学校
小学 2 年生
※GPA（Grade Point Average）各科目の成績から特定の方式によって算出された値です。4.00 が最高値です。

3

7

ピシックン・チュンチャート

セミナーに参加、教材を支援しました。病欠以外は

（シット君、12 歳）

休まず通学しました。休み時間に絵を描くことが好

ブリラム県

きです。同じ学校の中等部１年生に進学して勉強を

バーン・コクマイデーン・

続けます。

フアクラサン学校
小学６年生

8

ティナポップ・ソマウォン

毎日通学し、とくにタイ語と英語の読み書きの勉強

（ジョータン君、13 歳）

を頑張りました。成績は中くらいです。中学 2 年生
に進学予定です。

ブリラム県

※2018 年度は具体的な支援はありませんでした。

バーン・チョーパカー学校

2019 年度に向けて調査中です。

中学 1 年生

9

バンティター・ウォンフーン

セミナーとキャンプに参加、通学交通費を支援しま

（ノイさん、16 歳）

した。国語の勉強が好きで音読コンテストにも出場
しました。しかし、2 階以上の教室に車いすを持ち上

ブリラム県

げてくれる友人や介助人がおらず、1 階教室で自習す

サトゥク産業地域教育高等専門学校

ることもありました。そのため、パタヤのレデンプ

1 年生

トリスト高等専門学校へ編入を希望しています。
WAFCAT で編入のサポートをしています。

10

ラタタマヌーン・カサムラム

セミナーに参加、通学交通費と車いすを支援しまし

（オー君、18 歳）

た。授業に休まず参加し、さらに友達とスポーツを
楽しみ、すべての学校行事にも積極的に参加しまし

ブリラム県

た。お母さんを助けるために家事もこなしました。

ポリテクニック高等専門学校

無事に卒業し、ブリラム・ラチャパット大学への進

3 年生

学を目指しています。大学ではコンピュータか言語
を専攻予定です。

11

サモーン・ラントンラーン

セミナーとキャンプに参加、学習用タブレットと車

（ケン君、13 歳）

いすを支援しました。学校の授業以外にも、空き時
間などに奨学金でもらったタブレットを使って予習

ブリラム県

復習に努めました。また、お母さんのお手伝いもよ

バーン・トゥンジャンハン学校

く頑張りました。中学 2 年生に進級します。

中学 1 年生

12

ナロンリット・トンター

セミナーとキャンプに参加しました。体調不良や、

（トー君、14 歳）

通学に使っている自転車が頻繁に故障して欠席する
ことがありましたが、通学を継続しました。得意な

スリン県

教科は数学です。友達と一緒に自転車に乗って遊ぶ

ラット・パッタナー学校

ことが好きなので、新しい自転車がほしいです。中

中学 2 年生

学 3 年生に進級予定です。

4

13

サランジット・コフアデーン

セミナーとキャンプに参加、通学交通費を支援しま

（ナムワンさん、16 歳）

した。成績 GPA は 2.81、得意な教科は科学です。体
調不良で学校を休むこともありましたが、ガールス

スリン県

カウトや科学キャンプなど学校行事にも積極的に参

ラット・パッタナー学校

加しました。空いた時間に家のお手伝いも頑張って

中学 2 年生

います。来年中学を卒業したら、パタヤ・レデンプ
トリスト高等専門学校へ進学を希望しています。

14

ナンタカー・フームフック

セミナーとキャンプに参加、進学支援を行いまし

（プラーさん、15 歳）

た。得意な科目は科学で、全科目の成績も平均
GPA3.39 と優秀です。県の読み聞かせコンテストで

15

スリン県

優勝しました。中学を卒業し、市内の高校へ進学し

カセー・ターウォーン学校

ます。将来は大学で薬学を勉強して薬剤師になりた

中学 3 年生

いと思っています。

ジンタパパー・サイヤー

セミナーとキャンプに参加しました。よく体調を崩

（ファーストさん、14 歳）

して欠席しましたが、通学を継続し、成績はGPA2.85
でした。タイ語と英語が得意科目です。中学を卒業

シーサケット県

し、パタヤ・レデンプトリスト高等専門学校の入試

バーン・ジャン学校

も合格しましたが、障がいが重いファーストさんは

中学 3 年生

パーソナル・アシスタントが必要で、現在までに見
つからず入学を見合わせました。ノンフォーマル教
育課程で自宅学習を続け、入学を目指します。

16

アピチャート・ソンクラム

交通費を支援しました。健康状態が安定せず、欠席

（チャート君、15 歳）

して通院することが多かったですが、何とか通学は

ウボンラチャタニー県

継続しました。欠席が多いため勉強の成績もあまり

バーン・ノンボーワイ・

よくありませんが、進級試験はパスして中学 3 年生

ディンダム学校

に進級することができました。

中学 2 年生

17

ポーンウィパー・プアンパイワン

セミナーとキャンプに参加、通学交通費を支援しま

（パイさん、14 歳）

した。本を読むことが大好きです。中学 2 年生に進
級予定です。

ルーイ県
ジラワノン・ウーティット第 4 学校
中学 1 年生

18

19

ジラサック・シーダーハオ

セミナーに参加、奨学金でおじいさんに介助人とし

（プーカオ君、11 歳）

て人件費を払いました、おじいさんは日雇いの仕事

ルーイ県

をせずバイクでプーカオ君の送り迎えと学校での食

バーン・コックポーセンイアム学校

事やトイレの介助を行い、1 年間通学を継続すること

小学 5 年生

ができました。来年 6 年生に進級予定です。

クリッサナポーン・アートシラー

教材費を支援しました。休まず通学し、小学校を卒

（ジョー君、14 歳）

業しました。勉強の成績は普通ですが、絵を描くこ

ルーイ県

とがとても得意です。中学校に進学します。

バーン・ドンノイ学校
小学 6 年生

5

20

シラシット・ムアンジャン

セミナーとキャンプに参加しました。とくに美術の

（バス君、14 歳）

授業が好きで、休み時間によく絵の練習をします。
時々ですが、スポーツも楽しんでいます。他県で行

21

コンケーン県

われた手書き清書コンテストに出場して金メダルを

シーサンワン特別支援学校

獲得しました。将来はスポーツ選手になりたいで

中学 2 年生

す。中学 3 年生に進級予定です。

チャイピパット・チャムナムクン

セミナーに参加、通学交通費と画材を支援しました。一

（フィルム君、11 歳）

番成績がよかった教科は歴史で、悪かったのは英語で
す。昨年欠席したのは 1 日だけでした。友達に助けても

チャヤプーム県

らい、すべての学校行事にも参加しました。サッカーが

バーン・タラ―学校

大好きで、休み時間にサッカーの試合を見ます。ゴール

小学 6 年生

キーパーをやってみたいです。絵を描くことも得意で
す。コンケーン県シーサンワン特別支援学校の中等部に
進学します。

22

ラチャニチャイ・スアントー

セミナーに参加、通学用に手こぎ三輪車を支援しま

（ユイさん、9 歳）

した。休まず通学できました。得意な科目はタイ語
（国語）と算数です。スポーツは苦手です。4 年生に

チャヤプーム県

進級します。将来の夢は学校の先生になることで

バーン・ワーンアイジー学校

す。

小学 3 年生

23

ピンパー・チュアウォンカム

セミナーに参加、毎日の通学に必要な交通費を支援

（ピムさん、14 歳）

しました。休まず通学を継続し、頑張って勉強しま
した。好きな教科はタイ語（国語）です。6 年生に進

ランパーン県

級します。

バーン・ナムジョー学校
小学 5 年生

24

ワチャラウィー・クンティー

通学交通費を支援しました。毎日通学し、頑張って

（プン君、11 歳）

勉強しました。好きな教科はタイ語（国語）です。6
年生に進級します。

ランパーン県
バーン・メーリアン学校
小学 5 年生

25

サラウット・マックムーン

通学交通費を支援しました。体調不良の日以外は休

（ベル君、9 歳）

まず通学しました。コンピュータの授業が好きで、
苦手な科目は国語と算数です。「タイ国民の義務」

26

ランパーン県

という科目の成績がよかったです。童話や漫画を読

バーン・タークイエン学校

むことも好きです。ボーイスカウトやスポーツ大会な

小学 3 年生

ど学校行事も参加しました。4 年生に進級予定です。

ナロンデック・カラトーン

セミナーとキャンプに参加、通学交通費、授業料、

（ボール君、13 歳）

寮費を支援しました。寮生活を送りながら休まず授
業を受け勉強を頑張りました。一番好きな科目はコ

ノンタブリー県

ンピュータです。とても良い生徒です。5 年生に進級

シーサンワン特別支援学校

します。

4 年生

6

27

タナコーン・ロープコープ

セミナーとキャンプに参加、学校のバリアフリート

（トンクラー君、13 歳）

イレ、スロープ、教室の車いす用の机を支援しまし
た。毎日通学し、2019 年 3 月に小学校を卒業しまし

チャンタブリー県

た。卒業成績 GPA は 2.36 でした。得意な科目は算

ワット・プラップラー学校

数で、苦手な科目は英語です。中等部に進学予定で

小学 6 年生

すが、WAFCAT の仲介でパタヤのレベルの高い中学
に通う奨学生プログラムに合格しており、5 月以降に
進学する学校を決定します。

28

カノックワン・スンタラノン

セミナーとキャンプに参加、通学交通費を支援しま

（フォンさん、17 歳）

した。校内の事故でケガをして月に 2～3 日は通院の
ためお休みしましたが、無事中学を卒業しました。

チャンタブリー県

好きな科目は科学で、成績が良かったのは社会科で

ワット・チャンタラナム学校

す。卒業成績 GPA は 3.67 でした。健康スポーツ大

中学 3 年生

会に学校代表で出場し入賞しました。パタヤ・レデ
ンプトリスト高等専門学校に合格しましたが、パー
ソナル・アシスタントが見つからないため入学を延
期しました。ノンフォーマル教育の高校課程に登録
し、自宅学習を続けながら入学を待ちます。

29

インティラ・ブッナムペット

セミナーに参加、通学交通費と新しい車いすを支援

（ジーハンさん、7 歳）

しました。学校内で寮生活を送りながら、入学から 1
年間頑張りました。前期後期の学期休みにチャチュ

30

31

チョンブリー県

ンサオ県の自宅に戻りましたが、学期が始まっても

チョンブリー特別支援学校

おばあさんが学校へ連れてこなかったので 1 か月お

小学 1 年生

休みしました。2 年生へ進級予定です。

ウィナダー・チャルーンシリ

セミナーとキャンプに参加、通学交通費と教材を支

（ウさん、19 歳）

援しました。一度も休まず授業に出席しました。国

チョンブリー県

語と英語が得意で、とくに英語のスペルの授業が好

パタヤ・レデンプトリスト

きです。校内の英語スペルコンテストに参加して入

高等専門学校

賞しました。成績 GPA は 3.54 でした。高等専門学

1 年生

校を卒業して大学進学を目指しています。

アナンタチャイ・シーサアート

セミナーに参加、アパート代を支援しました。大学

（オーム君、19 歳）

ではネットワークシステム運営を学んでいます。ボ

バンコク

ッチャの選手でもあり、チェンライで開催された全

ノース・バンコク大学

国大会で銅メダルを獲得しました。前期の成績は

コンピュータ・ソフトウェア・

GPA2.39、後期は GPA3.02 でした。大学卒業に向け

エンジニアリング専攻

て努力し、デンソーに就職するか、日本へ留学した

大学 1 年生

いです。
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2018 年度 インドネシアのおもな活動
（1）支援内容と人数
支援内容

人数（重複あり）

合計金額

入学金、授業料、試験代

15 名

273,052

制服、通学かばん購入費

16 名

73,114

学用品購入費

16 名

57,761

交通費

1名

19,847

その他

17 名

30,127

合計

453,901

（2）ドリーム夢キャンプ（奨学生のスポーツ交流）10 月 11 日、15 日

＠ジャカルタ

子どもたちが夢に向かってチャレンジすることを応援するプログ
ラム「ドリーム夢キャンプ」を開催し、4 名の奨学生が参加しまし
た。2018 年は日イ国交樹立 60 周年の年であり、インドネシアで
アジアパラスポーツ大会が開催されたこともあり、日本のパラア
スリートとのスポーツ交流を行いました。選手たちから、諦めず
に努力することの大切さを学び、チャレンジすることの面白さに
も気づいた子どもたちは 2 日間でとてもたくましくなりました！
※「ドリーム夢キャンプ」はトヨタ自動車インドネシアとの共催で企画・実施。3 名のトヨタ自動車所属
パラアスリートにご協力いただきました。

氏名（愛称・年齢）

報告事項・今後の予定

県・学校（18 年度の学年）
1

ナビル･フィルジャトゥッロー･

制服代とバイクのガソリン代、教科書代などを支援

スルヤンダル

しました。ナビル君は、公営団地の 5 階に住んでい

（ナビル君、12 歳）

ますが、エレベーターがないので、お母さんが毎日
ナビル君を抱きかかえて階段を登り降りし、バイク

2

北ジャカルタ 231 スンペルバラット

でナビル君を中学校まで送り迎えしています。これ

中学校 2 年生

からも継続して学校に通います！

エム･アルファリズキ

通学のためのガソリン代、教科書・文具購入費用、

(アルファ君、8 歳)

課外授業費などを支援しました。学校は歩いて 10 分
ほどの距離にあるのですが、車いすを押して一人で

ブカシ市

登校することが出来ないので、両親が交代でバイク

公立スパンジャン･ジャヤ

に乗せて送り迎えをしています。将来の夢はコンピ

第 8 小学校

ュータに関わる仕事に就くこと。その夢に向かって

3 年生

頑張ります！
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3

クララ・ムティアラ

入学費用、授業料の一部を支援しました。クララち

（クララちゃん、14 歳）

ゃんは、脳性まひのためうまく話すことが出来ませ
んが、人と会って話すのが大好きです。友達がたく

アディッヤ･スリィ･アシ特殊学校

さんいるので、毎日学校に行くのがとても楽しみで

中学部 1 年生

す。週に 1～2 回、学校が終ったあとに病院に行って
歩行と発話のリハビリを行っています。

4

プトゥリ･ウランダリ

授業料、制服代、リハビリ費用を支援しました。プ

（プトゥリちゃん、9 歳）

トゥリちゃんは右半身に麻痺があるため、車いすを
動かすのも、文字を書くのも左手のみで行います。

ダルルファッター小学校

思い通りに体を動かせなくて大変なときもあります

2 年生

が、決してめげません。小学校への送り迎えや、週 2
回の病院でのリハビリには、いつもお母さんが付き
添っています。

5

アジファ･ムムタザ･コイルニサ

授業料と交通費を支援しました。アニサちゃんは、

（ニサさん、8 歳）

歌って踊ることが大好きな女の子です。将来の目標
はイスラム教の先生になることです。そのため毎日

サヒダー･ハラパン･ブンダ

コーランを読んで、上手になるように練習していま

特殊学校・小学部

す。学校のイベントなどでコーランを読む生徒の代

2 年生

表として選ばれるように、これからも頑張っていき
ます！

6

M.アルドウリ

入学費用、授業料を支援しました。最初は高校進学

（アルドさん、16 歳）

に不安な気持ちもありましたが、小学校から中学校
に進学したときの自分を思い出し、自信をもってチ

7

アット・タクゥワ

ャレンジを決めました。来年も継続して学校に通

工業高等学校

い、機械や電気についてしっかり勉強して、将来役

1 年生

立つ技術を身につけたいと思っています。

ファウザン･アクマル･マウラナ

交通費、制服代、リハビリ費用、学用品を支援しま

（ファウザくん、15 歳）

した。筋ジストロフィーのため、頭を動かすことが
出来ないため、授業中に本を読んだり、字を書いた

マンディリ･バイトゥル･

りするときにはお母さんがファウザ君の目線の高さ

モール中学校

に合わせて教科書やノートを持っています。お母さ

3 年生

んの負担を減らすためにも、小さなライティングボ
ードを購入して、車いすに取り付けました。

8

ナイラ･ヌルジャンナー

授業料の一部を支援しました。ナイラちゃんの家の

（ナイラちゃん、10 歳）

近くには、脳性まひの子どもを受入れてくれる公立
学校がないため、現在は軽度の障がい児が通う私立

エンデ･マンディリ財団

学校で日常生活訓練を受けています。ここで訓練を

生活訓練コース

重ねて、将来は特別支援学校に編入したいと思って
います。

9

9

アウラ･ファラディバ･ダルマワン

授業料と制服代を支援しました。アウラさんは全寮

（アウラさん、20 歳）

制のイスラム学校に通っています。今年高等部に進
級し、イスラム教に対する理解をさらに深めていき

アルクルアン・イスラム

たいと思っています。学校や寄宿舎はバリアフリー

特殊学校・中等部

になっていないので不便なときもありますが、先生

2 年生

や友達が積極的に手を貸してくれます。卒業できる
ように頑張ります！

10

アラン･サギタ･アラムシャ

授業料、課外授業費、制服代などを支援しました。

（アランさん、19 歳）

アランさんは携帯で写真を撮ったり、パソコンで動
画を見たりすることが大好きで、将来は自分で小さ

マハルディカ高等専門学校

なビジネスをしてみたいと考えています。来年も継

1 年生

続して学校に通い、将来に役立つようにしっかりと
勉強をしていきたいと思っています。

11

カレニア・イクサニ・リツキ

制服代、課外授業費、リハビリ費用を支援しまし

（カリンさん、17 歳）

た。カリンちゃんは、毎日お母さんと一緒に車いす
で登校しています。本来であれば高等部の年齢です

ブカシ県公立特殊学校

が、経済的な理由から入学が遅れ、今はまだ小学部

4 年生

で勉強をしています。焦らずにゆっくり少しずつ勉
強をしていきたいと思っています。

12

サンディ・デゥイ・プラマナ

授業料の一部を支援しました。脳性まひのため、手

（サンディ君、14 歳）

足を動かすことが出来ませんが、サンディ君の通う
学校は子どもの力を伸ばすために、保護者が教室に

バクティ・ルフル特殊学校（私立）

入って介助することを禁止しています。それは先生

5 年生

や友達の力を借りながら、一人ひとりの出来ること
を増やしていくためです。サンディ君も家族もこの
学校がとても好きです。

13

14

アディッヤ・アクマッド・

授業料の一部を支援しました。アディット君の好き

プリアンディニ

なことはお父さんの手伝いをすることです。家では

（アディット君、21 歳）

よくお父さんと一緒にバイクの洗車をしています。

フィリアル・ブカシ特殊学校

今はまだ上手く洗うことが出来ませんが、これから

中等部

も練習を続け、いつか一人で出来るようになること

2 年生

が目標です。

マウディ・アニサ

授業料の一部を支援しました。自閉症と下肢障がい

（マウディちゃん、16 歳）

の重複障がいのため、ほとんど言葉を発することは
ありません。しかし、先生や友達と一緒に車いすを

フィリアル・ブカシ特殊学校

使ったアクティビティをするときは笑顔いっぱいで

中等部

す。学校では美術の授業が大好きで、最近はバティ

2 年生

ック(ろうけつ染め)を作り始めました。

10

15

デナ・ロヒャナ・チャハヤディ

授業料の一部を支援しました。デナ君には双子の兄

（デナ君、18 歳）

がおり、その彼は高校に通っています。「兄は高校
に行ったが、デナはまだ中学生。でも、この特殊学

16

フィリアル・ブカシ特殊学校

校に継続的に通うことで少しずつ彼の出来ることを

中等部

増やしていってあげたい」そう語るお母さんはいつ

2 年生

もデナ君の送り迎えをしながら彼を支えています。

アリオ

授業料と教科書代を支援しました。アリオ君はサッ

（アリオ君、10 歳）

カー観戦が大好きで、いつもテレビに釘付けになっ
ています。「本当はサッカー選手になりたかったけ

公立ルマジャ小学校

ど、今はイスラム教の先生になることが夢です！」

4 年生

と語るアリオ君は毎日学校から帰るとコーランの勉
強を熱心に行っています。

17

シティ・ヌル・ハサナ

授業料と課外授業費用を支援しました。シティちゃ

（シティさん、13 歳）

んは知的障がいがあるため、一人でトイレに行くこ
とが出来ず、常に介助者が必要です。昨年 WAFCAI

ダルル・ムフシニン特殊学校

が外務省の助成金を活用してこの学校にバリアフリ

5 年生

ートイレを設置し、少しずつトイレトレーニングを
進めています。

18

ラビラー

授業料と課外授業費用を支援しました。以前は、気

（ラビラーちゃん、11 歳）

持ちが落ち着かないと、泣き叫ぶことが多かったラ
ビラーちゃんですが、学校に通いはじめてから、車

ダルル・ムシイン特殊学校

いすと共に継続して学校に通うことで社会性も身に

3 年生

付き、以前は苦手だった友達との活動も、積極的に
参加するようになってきました。

19

アブドゥル・アジス・シャバニ

バイクのガソリン代と補修授業代などを支援しまし

（アジス君、11 歳）

た。絵を描くのが大好きで、家でも学校でも絵を描
いています。お母さんは毎日アジス君の学校に付き

公立スリィピ第 18 パギ小学校

添うため、空いた時間に内職をしています。経済的

4 年生

には苦しい状況が続いています。家族で協力しなが
ら来年も継続して学校に通います。

20

ラフマットゥロー

授業料の一部を支援しました。ラフマット君は、成

（ラフマット君、13 歳）

績優秀、友達も多く慕われる存在です。今の学校の
高等部を卒業するのが最初の目標、将来はイスラム

ヌルルフダ MTS ムスリム学校

教の先生になるのが夢と話すラフマット君の目は輝

（中学部）

いています。学習環境をしっかりと整えて、家族と

2 年生

一緒に彼を応援していきます。
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収支報告
1）収入
項目

備考

金額（円）

WAFCA 入金（円）

寄付者

64 名

1,880,000

WAFCAT 入金

寄付者

21 名

653,040

※あいおい損害保険バンコク PCL より寄付
WAFCAI 入金

寄付者

12 名

521,791

2017 年度からの繰越金

207,930

WAFCA 事業費より補てん

153,882
合計

3,416,643

2）支出
項目

備考

金額（円）

タイ支出

事業費、運営費（スタッフ出張費等）

インドネシア支出

事業費

2,962,742
453,901

合計

3,416,643

2018 年度 寄付をくださった皆様（敬称略）
面高俊文

花井隆次

兵頭修

久保田好明

田原信夫

新井博文

岡本竹史

竹島潔

小山弘

石塚裕一

石丸典生

田中清博

伊藤修

吉田泰之

神谷和子

神谷拓志

神谷昌義

小倉誠

吉野好

桐谷満

小田秀一

坂本京子

大石洋一

原科誉

清水真

平田佐奈恵

田村宗生

谷畑徹

榊原弘孝

渡辺新八

佐藤久美

仙田英一

景山泰士

伴敬一

林武彦

原田隆起

岩月章子

中村仁

神谷巧

杉本高行

岡川暁

岩崎正

武藤勝弘

中出昌宏

加来孝弘

大河内弘幸

竹中友見

清水悟

岩井綾子

岡田利春

矢頭裕貴

山中康司

安藤克之

松下恭規

松田富夫

天野優気

野村肇

中島義則

永坂儀行

HIPPO-8
川崎健司

刈谷市立刈谷東中学校

デンソー班長会

愛知健康の森走遊会

ジェコー（株）

鈴木徹

松本淳

藤井敬之

響場はるか

川口智弘

北川秀彦

黒田英嗣

小黒朋広

亀井誠司

森川桂

山口眞介

吉井健一

福井貴敏

國分敏英

渡邊裕史

西崎信哉

浅見陽子

タイ有志

池田明嗣

庭瀬健一郎

福永悟

あいおい損害保険バンコク PCL

ピンヤラック スパシータナブーン

奥村賢也

黒川浩

西部尚

DSIA 有志

インドネシア有志

大原浩隆

川崎貴之

山田俊夫

インドネシアトヨタグループ 30 社

12

