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アジア車いす交流センター

WAFCA からの車いすと共に






「共感・寛容・尊敬、そして、協働」がキーワード    








までにご支援いただいた方々への深甚なる感

 タイ：

を振り返り、次の  年に向けて  年ビジ



ョンを発表する節目の年でもありました。



 名
名

インドネシア：

  名

2019 年



これまでに WAFCA から
から 
車いすを受け取った人の合計人数
車いすを受け取った人の合計人数

:$)&$ は設立  周年を迎えました。これ

謝を表すとともに、 年間の :$)&$ の活動







     


   名

累計

新しい生活をはじめました！

2019 年度車いすを受け取った人の数
年度車いすを受け取った人の数


1,470 名
名



中国：

750 名
名

その他:

タイ：

181 名
名

記念式典では、:$)&$ グループ（タイ・イ



インドネシア：

ンドネシア・中国・日本）から理事・職員が一




同に会し、:$)&$ グループビジョンを共有し



ました。そして :$)&$7 と :$)&$, は、活



ついて学び、より良い未来づくりに

実施、:$)&$ は、現地活動の支援レベル向上



必要な事を共有しました！

に寄与する後方支援策の立案、実施という役





割を担っていくことで、ビジョン実現への取り組みを明確にしました。




特に、:$)&$ では、 年ビジョンの実現に向け、経営環境を再確認し、事業目的や



目標を明確にし、その実現に必要な事業計画とその進捗管理ができるプロジェクトマネジ



212 名

それぞれの国の障がい者を取り巻く環境に
それぞれの国の障がい者を取り巻く環境に

動現場から障がい児支援プログラムの立案・



157 名

メントと評価機能の強化を図っていきます。さらに、:$)&$ グループの次世代リーダーの



学びと交流機会を提供する「ユース・リーダーシップ・プログラム」を設立します。



2019 年

:$)&$ グループは、「共感・寛容・尊敬、そして、協働」をキーワードに、アジアの  





「障がい児とともに」ある「共生社会」実現のために取り組んでいきます。








今後とも :$)&$ への一層のご理解とご支援を心よりお願い申し上げます。





 年度に相互理解、 

交流活動に参加した人の数




:$)&$ 理事長

榎田勝利

累計





:$)&$ 役員



名


継続して学校に
通うことができました！

2,212 名

      タイ：



理事 佐藤 久美    理事
   寺田 恭子    理事 松下 恭規    理事 藤原 孝太郎







これまでに WAFCA から奨学金を受け取った子どもの数


理事長 榎田 勝利   副理事長
  
小松 諄悦  理事 松永 圭司    理事 楊 衛平
 

  

    インドネシア：
    

60 名

名





2019 年度に WAFCA から



教育支援を受けた子どもの数
タイ：

44 名
30 名

インドネシア：

266 名

中国：

中国：当初の予定の 50 名を次年度に延期

（雲南省特殊教育学院との協働事業）
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2019 年

奨学金によって、


監事 神原 宏臣    監事
  岩崎 正

名
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車いす支援事業













































サムットプラカーン県に住むアピポーンちゃん（5 歳）



は、このセンターでサービスを受けた記念すべき最初の女



の子です。生まれつき障がいがあり、特殊教育センターの



先生が定期的に自宅を訪れて日常生活やリハビリの相談に
乗っています。これまでお父さんやお母さんが抱っこして
付きっきりで面倒を見ていましたが、自立訓練のためにと





院のときに車いすを利用して元気に生活しています。ま



ンターのワゴンバスを利用する予定です。






務省草の根無償資金協力で支援を受けた車いすサービスセ





先生に勧められ、車いすを申請しました。現在は自宅や通
た、特殊教育センターに通ってリハビリを受けるため、外









車いすをより

に使うための

環境づくり
▲
舗
装
し
た
ト
イ
レ
前
の
キ
ッ
チ
ン

車いすを支援した子どもたちの自宅では、舗
装した通路がない、トイレが母屋から遠くて狭
いなど、そもそも車いすの使用訓練を行う環境
が整っていないケースもあり、そのような場合
の多くは車いすがあっても移動の自由や自立に
つながりにくいという課題を抱えています。比
較的障がいの重い子どもと介助者である家族が
大半の時間を過ごす自宅で、より安全に安心し
て車いすを使用できる環境を整え、事故などに







普段の生活の中で

よる怪我や介助者の負担の軽減を目標に、毎年
数件の支援を行っています。2019 年度は、タイ
東北部 2 県で、3 名の障がい児の自宅で支援しま
した。
▲完成したノートくんの自宅前の舗装通路





サービスセンターの設立

ウドンタニー県に住むノンタヌット・カム



ディブーン（愛称ノート君）
（16 歳）は、脳



性麻痺と肥満のため移動に障がいがあり、一
日のほとんどをベッドで過ごしていました。
病院でもらった車いすは壊れていて、外出す

車いすサービスモデルの全国展開を目指して



ることもなくなりました。這って家の中を移
動できますが、荒れたコンクリートの床や舗
装のないトイレまでの通路のせいで脚は傷
だらけでした。そこで、サイズの合う車いす
に交換し、トイレへの通路と自宅から表の通
りまでの通路を舗装しました。また家族に対

車いすサービスセンターがオープンしてから半年、7 県から
WHO（世界保健機関）が提唱する車いすサービス

いすに乗った途端、泣いてしまいました。そこで私はまず彼女

にサムットプラカーン車いすサービスセンター

と仲良くなるため、タブレットでアニメを見せました。車いす

（Wheelchair Service Center of Samutprakarn）を

に乗ることは楽しいと思ってもらいたかったからです。

開設しました。

また、お母さんには普段の介助の

WAFCAT とサムットプラカーン県特殊教育セン

しかた、車いすの仕組み、車いす

ターとの協働事業で、地域に根ざした活動として将

に乗る前に身体の緊張を和らげる

来的にタイ全国にこのモデルを広めたいという願

エクササイズなどを伝えました。

いを込めて県名をセンターの名称にしました。

こうしたクライアント自身や家族



の相談事に応えることも、わたし

車いすサービスセンターまで来ることができな

の大切な役割です。これからも、

い場合、WAFCAT と特殊教育センターの職員が障

もっと新しい技術や知識を身につ

がい児の自宅を巡回して車いすを提供しています。















 新しい車いすと幅のある通路のおかげで、一人で容
易にトイレに行けるようになりましたし、もう脚も痛
くありません。ずっとベッドから動けないなんてこと
もありません。自力で家の中はもちろん、外の通りま

子どもが一人で出来る身の回りのことが増え

たことで介助の時間が減り、背中の痛みも消え
て毎日の生活に希望が持てました。
ご支援ありがとうございます。

で出て行けるのは最高の気分で、とても嬉しいです。

け、車いすサービスセンターの向

身体に合わせて調整し、正しい座り方、使い方、介
助の方法などを指導しています。

の乗り降り介助の指導を行いました。

アントはアピポーンという 5 歳の女の子(上記)でしたが、車

提供のモデルをタイで実現するため、2019 年 9 月



しては、背中や腰を痛めないベッドと車いす

来た 33 名の障がい児に車いすを提供しました。最初のクライ

上につなげていきたいです。
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※WAFCA のタイ事業はタイの現地法人である WAFCAT に委託して実施しています。
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障がい児教育支援事業





障がい児教育支援事業
  
障がい児教育支援事業
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▲バンコクで自立生活を送る
▲公共交通機関を使って

障がい者の体験談、グループ討議

アジア太平洋障がい者センターを訪問



▲障がい者が働く福祉農場で
農場ステイ体験

このキャンプには、奨学生  名、保護者  名、ランシット大学理学療法学科の教授・学生  名、
スパンブリー県障がい者協会福祉農場スタッフ関係者  名、あいおいバンコク保険社員  名、
他合わせて  名が参加しました。




奨学生のナンタカー・フームフック（プラー）さんは、生まれつき右足がなく、幼いころから

※このキャンプはあいおいバンコク保険より一部寄付をいただき開催されました。

:$)&$ の車いすを使って生活しています。両親は離婚し、プラーさんをおばあさんに預けまし

たが、貧しくて育てられなかったため、中学教員をしていたおばあさんの妹に預けました。家族
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:$)&$ の車いすを使って生活しています。両親は離婚し、プラーさんをおばあさんに預けまし
た。そして、地元の高校に進学することができました。いつも明るいプラーさんには友達がたく
奨学生のナンタカー・フームフック（プラー）さんは、生まれつき右足がなく、幼いころから
たが、貧しくて育てられなかったため、中学教員をしていたおばあさんの妹に預けました。家族
さんいて、上階の教室へ行くときは数人で車いすごと持ちあげてくれます。友達の負担を少しで
:$)&$ の車いすを使って生活しています。両親は離婚し、プラーさんをおばあさんに預けまし
の問題を抱えながらも勉強を頑張っておばあさんの妹が先生を務める中学を無事に卒業しまし
も減らすために学校と相談し、とくに不便だった食堂を中心に校内
 か所に車いす用のスロープ
たが、貧しくて育てられなかったため、中学教員をしていたおばあさんの妹に預けました。家族
た。そして、地元の高校に進学することができました。いつも明るいプラーさんには友達がたく
を設置しました。プラーさんの将来の夢は薬剤師になることで、資格取得のために大学進学を目
の問題を抱えながらも勉強を頑張っておばあさんの妹が先生を務める中学を無事に卒業しまし
さんいて、上階の教室へ行くときは数人で車いすごと持ちあげてくれます。友達の負担を少しで
指して努力しています。（スリン県ヴィラワット・ヨーティン学校
高校  年生）
た。そして、地元の高校に進学することができました。いつも明るいプラーさんには友達がたく
も減らすために学校と相談し、とくに不便だった食堂を中心に校内  か所に車いす用のスロープ
さんいて、上階の教室へ行くときは数人で車いすごと持ちあげてくれます。友達の負担を少しで
を設置しました。プラーさんの将来の夢は薬剤師になることで、資格取得のために大学進学を目
も減らすために学校と相談し、とくに不便だった食堂を中心に校内  か所に車いす用のスロープ
指して努力しています。（スリン県ヴィラワット・ヨーティン学校 高校  年生）
を設置しました。プラーさんの将来の夢は薬剤師になることで、資格取得のために大学進学を目

ナコンパノム県出身・ノンカーイ県在住、レデンプ
トリスト高等専門学校  年生サック君は中学を卒業
後、車いすで通える県内の高校が見つからず困ってい
ました。そこで :$)&$7 は同じ東北地方ノンカーイ県
にある障がい者のための高等専門学校にサック君を紹
介し、入試を受けに行くための旅費をサポートしまし
た。また、サック君は筋力が弱く、車いすを自走する
ことができなかったため、電動車いすを提供しまし
た。無事試験に合格したサック君は、電動車いすで新
生活を始めました。高校課程の勉強と職業訓練に励む

指して努力しています。（スリン県ヴィラワット・ヨーティン学校 高校  年生）
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タイでは、障がい者が中学を卒業後、進学先を探し、入試
らめてしまうケースがあります。そこで、:$)&$ は単な
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・
・


通学や帰省のための交通費  名
宿泊キャンプへの参加  名
車いす自転車  名
通学や帰省のための交通費
宿泊キャンプへの参加  
名 名
進学相談  名
車いす自転車  名
通学や帰省のための交通費
 名
特別教材  名
進学相談  名 名
車いす自転車
学校のバリアフリー設備  名
特別教材 
 名
進学相談
寮費アパート代  名
学校のバリアフリー設備
 名
特別教材
 名
日本研修  名
寮費アパート代  名  名
学校のバリアフリー設備
給食費  名
日本研修  名  名
寮費アパート代
パーソナル・アシスタント人件費  名
給食費  
名名
日本研修

パーソナル・アシスタント人件費
 名
・ 給食費
 名

年度は  名の障がい児に対して支援を実施しました。
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毎日を過ごしています。筋力が弱いことから、クラス

・ 宿泊キャンプへの参加  名


・ パーソナル・アシスタント人件費  名

メートよりもパソコンのタイピングが遅く、入学当初
は落ち込んでしまうこともありました。しかし、先生
は他人と速さを比べるよりも、自分ができるベストを
尽くすよう励まし続けてくれました。今は、少しずつ
授業や生活に慣れてきました。













:$)&$7 のキャンプに参加し、目標を立てて、そ

これまでは、息子が県外の学校でちゃんと勉強や生

活ができているのか、:$)&$7 がどんな団体なの

れに向かって努力することの大切さを学びました。い

か、不安に感じることもありました。キャンプに参加

ま努力していることは間違っていない、無駄ではない

して、障がい者にとって教育がどれほど大事で、それ

と自信を持つことができました。

を :$)&$7 がどのようにサポートしようとしている

また、電動車いすのおかげで、ひとりで移動できる

のかよくわかりました。

ようになったことも僕の生活を大きく変え、自信につ

これからも息子を応援していきたいです。

ながっています。
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車いす支援事業








































子ども用車いす





の生産が非常に少















ウマール君 (5 歳) は生まれてすぐに両親に捨
てられました。その後、養子縁組によって新しい



家族の元で育てられています。



4 歳の時に突然高熱を出し、それが長く続いたこ



とが原因で脳性まひとなりました。歩行ができな



いウマール君のために WAFCAI から子ども用の













車いすを寄贈しました。
少しでも体の状態が良くなるように、そして日常

ないインドネシア
では、脳性まひの子
どもたちに合う車
いすの調達が難し








アに届きました。これらの車いすは日進医療器㈱、㈱松

く、大きな課題とな




日本から新品の車いす 96 台が海を渡り、インドネシ
永製作所、㈱豊通オールライフの 3 社からご提供いた

っています。

だき、輸送費は郵船ロジスティクス㈱によってご支援
いただきました。96 台の車いすは、これから WAFCAI

そこで、ジャカルタ近郊の医療機器メーカーのダルマメ

を通じて支援を必要としている障がい児・者の方々に

ディプロ社に子ども用車いすの開発を依頼し、約 1 年をか
けて試作を重ねた結果、新しい子ども用車いすが誕生しま
した。これによって、より快適な車いすをより早く調達で

届けていきます。
届けていきます。


きるようになりました。

生活での行動の幅が広がるように病院に通って



リハビリを続けています。

地域に根付いたサービス向上を目指す

（ありがとう！）

車いすプロバイダーの育成

ことができなくなってしまいました。

後のフォローアップなど、使用者のニーズを汲み取り



これまでは別の支援団体からもらった車いすを使っていま

ながらより効果的な車いすサービスを提供するために

したが、体が大きくなり新しい車いすを申請しようとしたと

は、地域に根づいた団体との協働や、地域のキーパーソ

ころ、その団体の支援活動が終了してしまったことを知りま

ンの理解・協力が欠かせません。

した。そのため、古い車いすをずっと使い続けてきました。

WAFCAI では、2018 年度からパイロット事業とし

そんなアンディカ君に WAFCAI から彼の身体に合う丈夫

て「地域サービスユニット」を下記の 2 団体に開設し

で移動がしやすいアクティブタイプの車いすを提供しまし

ました。

た。この車いすによってアンディカ君がますます活躍してい

・サヤップイブ財団

くことを願っています。

（障がい児に対する教育・生活支援を行う）


・インドネシア国家喜捨庁 バズナス財団
（低所得者向けの医療サービスを行う）



アンディカ君は今年 22 歳になる青年です。5 歳の時に結核
性脊椎炎(脊椎カリエス)という病気を発症し、それから歩く

 一人ひとりの身体に合った車いすの選定、調整、寄贈





―2020 年度の目標―

これにより、この 2 団体から直接車いすサービスが

新たに２つの地域でサービスユニットを開設し、計

提供できるようになり、2019 年度は計 20 台の車いす

4 団体から 50 台の車いすを提供することを目標とし

が活動地域の障がい児・者に届けられました。寄贈後の

ています。既存のサービスユニットのスタッフに対

フォローアップについても定期的に行われています。

してもフォローアップ研修を行い、さらなるサービ
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スの向上を目指していきます。

これまでつらいことや大変なことはたくさんありました
が、その悔しさをバネに、一生懸命勉強をしてきました。



この車いすと共に、これからまた新しいことにチャレン
ジしていきたいと思います。日本の皆さんご支援ありがと
うございました。
※WAFCA のインドネシア事業はインドネシアの現地法人である WAFCAI に委託して実施しています。
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障がい児教育支援事業












校の数、そこで教える先生の数が不足している





ため、障がい児の教育や学校の環境整備は後回





しにされてしまっているのが現状です。













の特殊学校がありますが、すべての障がい（視



覚、聴覚、知的・発達、肢体不自由）のある子

フィアン君は、ブカシ県に暮ら

各県、中核都市にそれぞれ  校以上ずつ公立





そういった現状の中で、まずは現在学校に在

インドネシアでは特殊学校に限らず、小･中学



すヤマッド中学 2 年生の男の子



どもを  つの学校で受け入れているため、常に



です。生後 1 歳の時に筋ジストロ



待機児童が発生しています。特に車いすを使用

フィーと診断され、身体に障がい
があります。フィアン君は 3 人き



ょうだいの末っ子です。お父さん



は非正規の仕事をしているため、



3 万円ほどのお給料がもらえま



ていません。そのため、各コミュニティの中で

すが、仕事が少ないとそれ以下に



保護者グループやイスラム系の財団が運営して

フィアン君の介助をしているの



で、お父さん 1 人の収入で家族 5



人の生活を支えています。フィア



ン君は、毎日バイクタクシーを利



用してお母さんと一緒に学校に



がない、通学する交通手段がない、または介助
者がいないという理由で学校に通うことが出来

なることもあります。お母さんは





する子どもの半数近くは、受け入れ可能な学校

行っています。












収入は不安定で、仕事の多い月は









授
業
料
を
支
援

経
済
的
負
担
の
大
き
い

いる学校もありますが、入学費用や授業料、教
科書代などすべて自己負担のため、障がい児を

籍していて、そして経済的支援が必要な車いす
を使う子どもたちを対象に、2017 年度から奨
学金の支援をしています。2019 年度は 30 名の
子どもたちに奨学金を提供しました。30 名すべ
ての子どもたちが WAFCAI から寄贈した車い
す・松葉杖を使用しているため、車いすのメン
テナンスを通じて日常的にフォローアップで
きるという利点を活かして、一人ひとりに寄り
添い、家族や学校の先生と協力しながら、彼ら
のチャレンジを応援しています。

主な支援内訳  授業料

18 名

   制服・教科書・学用品代

26 名

         通学交通費

13 名

       課外授業参加費

23 名

抱える家族への経済的負担が大きくなってしま
います。













困難な状況でも、フィアン君はお母さんや同じ学校に通う 5 人
の親友たちの力を借りて一生懸命勉強を続けています。2019 年か
ら WAFCA の奨学金支援を受けるようになり、これまで以上に勉
強をがんばるようになりました。得意な国語や英語に加えて理系
科目の勉強にも力を入れました。その結果、期末試験では 40 人の
クラスの中で総合 1 位の成績を収めました。フィアン君はいまコ
ンピュータのプログラミングの勉強をしたいと思っています。

プログラマーの仕事は身体的
な制限があっても、人の役に立
てたり、社会をより良くしたり
することができます。
これから
も夢に向かって諦めずに努力
し続けていきます。

ジャカルタ近郊都市の  校の特別支援学校から、:$)&$, の奨学生を含む  名の子どもたちが参加し、
「私の好きな風景」「将来の夢」の  テーマからそれぞれの好きな画材を使って絵を描きました。:$)&$, の寄
付者やスタッフ・理事で構成する選考委員会によって上位  作品が選出され、後日表彰式を行いました。
その後、 作品が  年のインドネシアデンソーグループの卓上カレンダーのデザインに使用され、多
くの人から好評を得ています。
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 2019 年 11 月 18 日、タイ・インドネシア・中国の WAFCA グループスタッフ 10 名とタイの奨学生 2 名が来日



 を共有しました。
 



 し、日本の教育機関や福祉器具メーカーなどを訪問しながら、そこで得た気づきや学び、各国の状況・事例など





ウェブ制作を担当している車いすの社員の職



場を見学しました。タイの奨学生が専門学校で
2019 年 11 月 18 日、タイ・インドネシア・中国の WAFCA グループスタッフ 10 名とタイの奨学生 2 名が来日
ウェブ制作を学んでいたこともあり、仕事に興

し、日本の教育機関や福祉器具メーカーなどを訪問しながら、そこで得た気づきや学び、各国の状況・事例など
味津々で専門的な質問も飛び出すなど、素敵な
 を共有しました。
出会いと交流の場になりました。
出会いと交流の場になりました。








場を見学しました。タイの奨学生が専門学校で



ウェブ制作を学んでいたこともあり、仕事に興
味津々で専門的な質問も飛び出すなど、素敵な



出会いと交流の場になりました。










年度から
WAFCA の寺田恭子理事（桜花学園大学教授）の指導のもと「車いすダンス交流会」を実施
昨年に続き、2
年目の参加でした。
しています。2019 年度は、タイ・インドネシア・日本の 3 か国で活動を行いました。
これからも練習を続けてもっと上
まだまだ完璧には踊れないけれど、次
手に踊れるようになりたいです。
に寺田先生がインドネシアに来た時








子どもと外泊したのは初めてで










け、自立のために仕事が得られる



ように頑張りたいと思います。
ように頑張りたいと思います。





したい、いつか海外に行って



みたいと、お互いに刺激を受



実施日

けているようでした。
最先端の義肢装具の製造




工程を見たり、オリジナ




障がい者のために活用したいで

験したりと、様々な技術

す。これからも一生懸命勉強を続

日本の車いすの申請・製造・
け、自立のために仕事が得られる

や工夫を学びました。
や工夫を学びました







提供（販売）の仕組みの説明
ように頑張りたいと思います。
 を聞き、アジアの国々との

最先端の義肢装具の製造

 を学びました。その後、最新

工程を見たり、オリジナ

 の車いす製造技術を見学し

ルの車いす採寸機器を体

ました。

これ、義手なんですよ

験したりと、様々な技術





参加者
参加者
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って外に出てみてよかったです。
また次回も参加したいです。

10 月 15 日、18 日、

刈谷市立

まだまだ完璧には踊れないけれど、次
に寺田先生がインドネシアに来た時
に今より上達したところを見てもら
えるように、これからがんばっていき
ます！夢はジャカルタの街で 500 人
の車いすダンスショーをして、ギネス
ブックに登録してもらうことです。そ
れに向けて少しずつ車いすダンスの
知名度を上げていきたいです。

をやってみて、こんなに楽しいこ
8 月 23 日～25 日
2 月 21 日～22 日
とがあるのかと驚きました。他の

タイやインドネシアのお母
さん方はまず何よりもダン
スを楽しむことが上手だと
思います。例えステップが覚
えられなくても恥ずかしが

お母さんに誘ってもらい、思い切

らず、ノリがよくて明るく

って外に出てみてよかったです。
チョンブリー県
障がい孤児院
また次回も参加したいです。
特別支援学校
特別支援学校
「サヤップイブ

情も柔らかくなるのが素晴

生徒３～5 名、
名、

児童 19 名、保護者

子ども 15 名、教員・

教員 7 名
名

14 名、教員・
名、教員・

保護者 20 名、

スタッフ 17 名
名

スタッフ 5 名

て、つられて子どもたちの表
らしいと感じました。


タイやインドネシアのお母
さん方はまず何よりもダン
スを楽しむことが上手だと



思います。例えステップが覚



えられなくても恥ずかしが


実施日

らず、ノリがよくて明るく
10 月 15 日、18 日、

8 月 23 日～25 日

2 月 21 日～22 日

21 日、27 日

や工夫を学びました。



お母さんに誘ってもらい、思い切

財団」




とがあるのかと驚きました。他の

を見るだけでした。車いすダンス

刈谷特別支援学校
刈谷特別支援学校




 制度や支援の仕組みの違い

場所



ルの車いす採寸機器を体



をやってみて、こんなに楽しいこ

す。今まではずっと家の中で面倒

21 日、27 日



今回私が得た知識と経験をほかの

を見るだけでした。車いすダンス

子どもと外泊したのは初めてで



参加者は、もっと語学を勉強

す。今まではずっと家の中で面倒





と意見交換会を行いました。

す。これからも一生懸命勉強を続




障がいのある 3 名の学生たち

障がい者のために活用したいで





学生支援センターの協力で、


今回私が得た知識と経験をほかの
知識と経験をほかの

れに向けて少しずつ車いすダンスの
知名度を上げていきたいです。





ブックに登録してもらうことです。そ





けているようでした。
けているようでした。

の車いすダンスショーをして、ギネス



みたいと、お互いに刺激を受



ます！夢はジャカルタの街で 500 人

手に踊れるようになりたいです。

したい、いつか海外に行って



えるように、これからがんばっていき

これからも練習を続けてもっと上

参加者は、もっと語学を勉強



に今より上達したところを見てもら

昨年に続き、2 年目の参加でした。

と意見交換会を行いました。





車いすを使用する障がい児と介助者(家族・教員)が楽しく健康促進を図るための取組みとして、2017



障がいのある
がいのある 3 名の学生たち









学生支援センターの協力で、







ウェブ制作を担当している車いすの社員の職





年度から WAFCA の寺田恭子理事（桜花学園大学教授）の指導のもと「車いすダンス交流会」を実施
しています。2019 年度は、タイ・インドネシア・日本の 3 か国で活動を行いました。







車いすを使用する障がい児と介助者(家族・教員)が楽しく健康促進を図るための取組みとして、2017



場所

刈谷市立

て、つられて子どもたちの表
情も柔らかくなるのが素晴
らしいと感じました。


-12チョンブリー県

障がい孤児院



:$)&$ 設立  周年記念式典とパーティを '



VTXDUH にて開催しました。 名もの方々に来て

東浦町立片葩小学校（ 月）、刈谷東中学校（

いただき、 年ビジョンの発表や、:$)&$ グ

月）、刈谷北高校（ 月）の  校で出張異文化理解
教室を行いました。それぞれの学校の皆さんが寄
付やプルトップ回収にご協力くだいました。


年にスタートいたしました
たいとの思いから 2009 年にスタートいたしました。アジアの障がい児により



充実した支援を届けるため、今後は収益の向上にも取り組みます。まず、料金・

















 



教室」イベントにおいて、ボッチャ体験教室を開
まつりに出店しました。刈谷市立刈谷特別支援学
校の皆さんと一緒にオリジナルクッキーなどを販
売しました。大学生のボランティアもたくさん参
加してくれました。（ 月）

障がいのある人の普段の生活の中での「困りご
と」や「あったらいいな」の声を元に、問題解決す

るアイデアを募集しました。日本全国から
 件




の応募 があ り、そ の中 から  作 品が入 賞し 、



:$)&$ 周年記念パーティにて表彰されました。
（ 月）


















:$)&$ インドネシアの支援企業であるアストラ

ました。



「車いす安全整備士養
成講座」に WAFCA 事
務局員が参加し、
「車い
を取得しました。




問しました。また、スリン県で車いす修理ボランテ

高棚工場、デンソーブラッサム、トヨタループス、デ

ィアに参加しました。子どもたちや現地ボランテ

ンソー太陽、愛知県立港特支学校、愛知県立安城特支

ィア、ツアー参加者の皆さんの笑顔が溢れる充実

学校を訪問しました。（ 月）

した  泊  日のツアーとなりました。（ 月）
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座」を開催しました。

センターが開催する


▲新たに加わったボランティアメンバーです

いすサービスセンターや、特殊教育センターを訪

雇用の制度や事例を学ぶために来日し、デンソー本社、

される方のために、「WAFCA はじめて講

れた日本福祉用具評価

タイ・フレンドシップツアーを開催しました。車

グループの &65・人事担当者  名が日本の障がい者

チームで運営していきます。はじめて参加

2020 年 2 月に実施さ








考え、価格改定を行い

てくださる一人一人の「得意」を生かした

す安全整備士」の資格





として適切な料金を







WAFCA の収益事業








ボランティアメンバーを増やし、関わっ

 


催しました。  月 また、デンソーのハートフル

車いす病院を、よろしくお願いいたします。





東邦ガス主催「ガスエネルギー館 夏休み特別

すの回収にも、これまで以上に力を入れてまいります。パワーアップしていく







運営体制を見直し、広報を強化しました。今後は中古車いすの販売や不要車い





円の寄付が集まりました。（ 月）

車いす病院は、地域の皆様に WAFCA の活動に対する理解を深めていただき





ントとなりました。 名の方々が参加し 



チ、車いすダンスのパフォーマンスの披露などを



員さんやボランティア、事務局の交流を育むイベ






開催しました。いつも支援してくださっている会



ループのスタッフによる挨拶、奨学生のスピー
行いました。（ 月）

第一回チャリティーディナー「:$)&$%$」を










修理・点検を必要としている方々に車いす病院のサービスを知っていただけるよう、

チラシを作成しました。刈谷市近辺の市の施設や学校、病院に約 400 通郵送します。
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:$)&$ は



2,643 名（ 年度末時点）の正会員・賛助会員の方々に支えられて活動しています。
今回はその中から、 名の方に代表してメッセージをいただきました。




WAFCA は 2019 年に 20 年の節目を迎えましたが、個人的には 12 年勤務した WAFCAT



を退職し日本に引っ越すという変化の年になりました。立場が変わって違う角度から














WAFCA の活動を見ることはとても新鮮でした。何より、本当に多くの皆さまに支えら



れている活動なのだということを実感し、改めて責任を感じました。今後は評価活動に



力を入れ、支援者の皆さまにしっかりと成果をご報告できるよう改善していきます。
事務局長

向けた想いを語り合いました。活動の開始時期や国情による進め方に違いこそあれ、「障

た。

がい者と共に生きる社会を」、この想いにずれはありませんでした。
「One Team が生ま

関谷司




皆川理恵

福原春菜

近藤みなみ

【インターン】

小川潤也・江口幸里花 

【アルバイト】

丹羽俊策・織田優佳

めに頑張っている姿を間近で見られたり、更なる課題の発見があったりしま


コーディネーター 

張傑

すが、何より子どもたちの輝く笑顔に会いたくて参加しています。




プロジェクト担当 

す。そこでは車いすの提供を受けた子どもたちがそれぞれの思いを叶えるた


事務局次長

プロジェクト担当 

する環境の問題把握や現地の障害のある子どもたちとの交流等を行っていま



れた年」、10 年後にそんな振り返りができれば、うれしく思います。 

会計・会員管理担当 

フレンドシップツアーでは車いすの修理・整備活動を主に、車いすを使用







りを持つことができるというこの活動理念に賛同し迷わず会員になりまし



昨年 11 月、初めて４ヶ国の理事、事務局 15 名が日本に集まり、2030 年ビジョン実現に





:$)&$ と出会い、障害があっても車いすを使って学校に通い、社会とつなが







を十分受けられない子どもたちが居る事に心を痛めておりました。そんな時




熊澤友紀子





保育士である私は以前より、世界には未だ障害に対する偏見などから教育





























岡田敦子さん

私自身が車いすユーザーですので、車いすユーザー目線での支援・アドバイ
スが出来ればとの想いが有り、また、イベント関係のボランティア活動を行っ
ているので、経験を活かして何か :$)&$ の活動でお手伝い出来る事が有れば
と活動を支援しています。その活動の中で印象に残っている事としてイベント
出展ブースのお手伝いで、子供さん相手に“ボッチャ”の対戦相手、車いす試乗
のアドバイス、クイズ等を行い子供さん達と楽しく触れ合った事が印象に残っ
ています。
昨年設立  周年を迎えた :$)&$ ですが、広く一般の方々にも :$)&$ の
存在をより知って頂けるような活動を今後も支援出来ればと思っています。

溝口義夫さん






事務局長

ピナイ・

シリナコーン
シリナコーン

マネージャー

マネージャー 

理学療法担当

パッタダー・スワンヌワン  シリラット・クンタイ 

レオナルド

車いすサービスプロバイダー 

広報・資金調達担当 

アグス

ロフマン

私は  年  月～ 月に :$)&$ でインターン・アルバイトとして勤務し

（ルン）

（ウィング）

ました。現在は -,&$ の青年海外協力隊として国際カリタスという 1*2 のマヤ
先住民族の女性のエンパワメントのプロジェクトで働いています。ここでの活



動は誰かが決めてくれるのではなく、自分で考えてアクションを起こすことが



求められています。そのための人間関係の構築や自分の出来るアプローチを見



つけるための調査に励んでいるところです。自分で自分の仕事を見つけること



や、一人で全部やらず、他の人を頼って仕事をすること、それが周りを巻き込



んで、みんなの利益につながること、グアテマラの良いところを見つけること
会計担当

広報・資金調達担当

ピンヤダー・マナイン 

ラチャニコーン・クージンダー 

（プレー）

（イウ）
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ソーシャルワーカー 

経理担当 

エフィ

リヤ

など、:$)&$ で仕事をしていた中で学んだことが自分の活動や現地の人との

織田優佳さん

接し方で活かすことができ、自信につながっています！

-16-

  



財務に関するご報告

活動計算書（
活動計算書（
年
年月１日～
月１日～年
年月
月
日）
日） 

 

２０１９年度
２０１９年度
科目
科目

計画
計画

２０２０年度
２０２０年度

実績
実績

計画達成率
計画達成率


 





寄付金
寄付金


 



 





が発生して先が見通せない状況にあるが、計画値
は「収入」
、
「支出」ともに  年度とほぼ同レ

▲ 円から＋ 円となった。


ベルとした。











――

支出額が、計画を下回った主な理由とし
















ては、①インドネシア、中国事業計画の一
















部変更による支出減②創立  周年記念


 





収入合計
収入合計 
 


 年に入り、新型コロナウイルス感染症問題

比 ％となり、
「収支差額」は当初計画の




その他
その他

 年度計画

「収入」は計画比 ％、
「支出」は計画

対前年増減率
対前年増減率


 


事業収益
事業収益

支出
支出

計画
計画

会費
会費

収入
収入 助成金
助成金

 年度報告

単位：円
単位：円


収入面では、会員の入会継続に繋がる取り組み
（会員報告ツールの拡充や会費支払の利便性向
上等）を強化すると共に車いす病院の運営改善を

事業の費用節減③新型コロナウイルス感

はじめとする事業収益の拡大に努めていく。ま

染症問題の発生に伴う一部イベントの中

事業費
事業費


 



 





管理費
管理費


 



 





の節減に取り組み、収支がマイナスにならない計

支出合計
支出合計 
 



 





画とした。

収支差額
収支差額













前期繰越正味財産額
前期繰越正味財産額


 





次期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額


 





▲▲
4,673,050
4,673,050

法人税
法人税




た、支出面では、事業の充実を図る一方で管理費

止などが上げられる。

中期的な資金調達方針
「 年ビジョン」を実現するためには、今後、活動資金の安定的確保が必要となるため、
 年度から資金調達の多様化に取り組んでいく
               
 ①支援活動のレベルアップを図るため、現地スタッフ、関係者等の人材育成に繋がる

貸借対照表（
貸借対照表（年
年月
月
日時点）
日時点）
Ⅰ.資産の部
Ⅰ.資産の部
現金・預金
現金・預金

単位：円
単位：円

Ⅱ.負債の部
Ⅱ.負債の部



未払金
未払金




売掛金
売掛金



流動負債
流動負債 前受金
前受金




流動資産
流動資産 前払金
前払金



貯蔵品
貯蔵品




繰越商品
繰越商品

預り金
預り金

固定資産
固定資産 商標権
商標権




金融資産
金融資産




参考情報


固定負債計
固定負債計



Ⅲ.正味財産の部
Ⅲ.正味財産の部
前期繰越正味財産
前期繰越正味財産




当期正味財産増減額
当期正味財産増減額

固定資産計
固定資産計 

資産合計
資産合計

 ②:$)&$ 活動国に事務所を構える国際交流基金への小規模助成金申請による資金




固定負債
固定負債 ー ー





    

流動負債計
流動負債計 


流動資産計
流動資産計 

車両運搬具
車両運搬具

   :$)&Ａ独自の新たな資金調達

▲ ビジョン



正味財産計
正味財産計 


負債及び正味財産合計
負債及び正味財産合計









年度収支計算書及び貸借対照表は、会計帳簿の記載金額と
年度収支計算書及び貸借対照表は、会計帳簿の記載金額と
一致し、認定
一致し、認定
132
132
法人アジア車いす交流センターの収支状況及び財政
法人アジア車いす交流センターの収支状況及び財政

▲ 中期活動方針

状態を正しく示していると認める
状態を正しく示していると認める
-17

（:$)&$
（:$)&$
監事）
監事）
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認定ＮＰＯ法人
アジア車いす交流センター
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
T E L : 0566-23-5822
F A X : 0566-23-5827
E-mail : wafca@jp.denso.com
U RL : http://wafca.jp

教育支援事業で支えている
プラーさんの現在を表紙に、
薬剤師になりたい！という
将来の夢の姿を裏表紙に表現しました。
プラーさんについては
P.5 で詳しく紹介しています。

