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認定 NPO法人アジア車いす交流センター （ワフカ） 
WHEELCHAIRS AND FRIENDSHIP CENTER OF ASIA (WAFCA) 

 

 

 

 

１． 全体のご報告 

 ２０１７年度、７８名（組）の皆様より合わせて２，４６２，７９７円の寄付金をいただき、タイで２９名、インドネシアで

１０名、計３９名の障害のある子どもたちの通学をサポートしました。タイでは６名の奨学生が小学校、中学校を無

事に卒業し、全員が中学や高校へ進学する予定です。また、インドネシアでは政府の予算不足からタイの公教育

ではほぼ無償の授業料や制服代がかかるため、WAFCAから車いすとセットで授業料等の支援を受け、１０名全員

が１年間無事に学校へ通い勉強することができました。それぞれのレベルで進学や卒業を目指し頑張っています。 

 

 

 

２０１７年度 活動報告 

障がい児教育支援基金事業 

Education Support Project for Children with Disabilities (ESPCD) 

 

ワフカは車いすや奨学金でアジアの障がいのある子どもたちが学校で勉強し、生活や社会の中で自立すること

を目指し 『障がい児教育支援基金』 を立ち上げました。２０１７年度の活動と子どもたちの成長をご報告します！ 

  

みんなで支える、一人ひとりの毎日。 

WAFCA タイランドのスポンタム理事長 （左）とタイの奨学生ピンパー・チュアウォンカムさん （13歳、小学 4年生） 
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２． ２０１７年度 タイのおもな活動実績 

（１） 基金設立記念式典、奨学金授与式 

   2017年 11月 15日、義足の奨学生ラタタマヌン君が通うブリラム

県高等専門学校で 『障がい児教育支援基金の設立記念式典および

奨学金の授与式』 を開催しました。この式典は、教育委員会、学校関

係者、保護者への広報啓発を目的として開催され、WAFCATからは末

松理事（デンソーインターナショナルアジア副社長）、ソンポーン理事

（バンコク特殊教育センター長）らが出席しました。また、代表してブリラ

ム県の奨学生 5名が出席し、理事より直接奨学金や支援物資（パソコ

ン、電動車いす等）を受け取りました。高等専門学校でコンピュータを

勉強するラタタマヌン君はノートパソコンを受け取り、これでネットカフェ

でお金を払わなくてもいつでも宿題ができると喜びを語りました。 

 

（２） 支援内容と人数 

 

（３） 奨学生の学校・自宅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』） 

 

 

 

 

 

 

支援内容 人数（重複あり） 合計金額 

通学交通費の奨学金、通学用自転車 17名 50,600 

教科書・文房具・教材・学習用タブレット 13名 44,692 

コンピュータ   2名 31,970 

学費   1名 2,000 

車いす、補助具 （※電動車いすは日本からの無償支援）   5名 15,590 

介助者（日当）   1名 8,000 

合計 （タイバーツ） 152,852 

合計 （日本円に概算） 516,640 円 

学校 県 奨学生 支援内容 完成式 支援額 

バーン・ター・クイエン学

校 

北部 

ランパーン 

サラウット・マックム

ーン（ベル）君 

ベル君の自宅 1階の 

バリアフリートイレと部屋 

2018年 

1月 25日 

50,000 

トンティップ・ウィッタヤ

ー学校 

北部 

ランパーン 

ピンパー・チュアウォ

ンカム（ピム）さん 

学校のバリアフリートイレ、

障がい理解教室 

2018年 

1月 26日 

50,000 

バーン・ノン・ボーワイ・

ディンダム学校 

東北部ウボン

ラチャタニー 

アピチャート・ソンク

ラム（チャート）君 

学校のバリアフリートイレ、

障がい理解教室 

2018 年 

3月 13日 

60,000 

完成式典＋バリアフリー教室の開催費用（3件合計） 86,123 

合計 （タイバーツ） 246,123 

合計 （日本円に概算）  831,896 円 

   

ベル君の自宅 トンティップ・ウィッタヤー学校 バーン・ノン・ボーワイ・ディンダム学校 

 

基金設立記念式典の出席者 
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【タイの支援実績一覧】 

 氏名 （愛称、年齢） 写真 県・学校 （17年度学年） 報告事項・今後の予定 

1 

アナン・パンバーン  

（トゥムタム君、20歳） 

 
※通学・進学相談のみ 

 

コンケーン県 

バーン・ドンボーン学校  

（中学 3年生） 

2018年 3月、無事に地元の中学を卒業し

ました。5月から県内のシーサンワン特別支

援学校に寄宿しながら高校生活をスタート

する予定です。 

2 

ウィラダー・パティターン 

（オイルさん、18歳） 

 

コンケーン県 

シーサンワン特別支援学

校 （高校 3年生） 

寄宿している学校からブリラム県の実家に

帰省するための交通費を支援しました。無

事に高校を卒業し、5月からノンカーイ県レ

デンプトリスト技術専門学校に進学します。 

3 

ジェッサダー・ジャンポ

ーパン （ワイン君、 

19歳） 
※通学・進学相談のみ 

 

ノンカーイ県 

レデンプトリスト技術専門

学校 （前期： 予科生、後

期： 1年生） 

前期は学力が足りず予科生でしたが、努力

して後期から 1年生になりました。進級試験

に合格すれば新年度から 2年生になりま

す。新しい車いすと家庭教師が必要です。 

4 

ワニサー・ジッパンヤー 

（ドリームさん、18歳） 

 
※通学・進学相談のみ 

 

ノンカーイ県 

レデンプトリスト技術専門

学校 （1年生） 

勉強熱心で成績も優秀なワニサーさんは、5

月に 2年生になったらインターン生として会

社で働きたいと考えています。学校生活と

実習のために電動車いすが必要です。 

5 

スティポーン・パコットム 

（エー君、19歳） 

 
※通学・進学相談のみ 

 

ロイエット県 

パトゥムラット・ノンフォー

マル教育 高校課程 

教員が自宅を訪ねパソコンを使って授業を

行いました。学校の行事もありますが、送迎

がないため参加できません。引き続き自宅

学習で単位を取り高校を卒業したいです。 

6 

ラーメーン・チュンチャ

ート （マン君、6歳） 

 

ブリラム県 

バーン・コクマイデン・フ

アクラサン学校  

（小学 1年生） 

保護者がバイクで送り迎えするガソリン代を

基金から支援しました。勉強は苦手ですが、

絵を描くことが好きで、先生は奨学金で特別

な美術教材を用意したいと考えています。 

7 

ピシックン・チュンチャー

ト （シット君、11歳） 

 
※通学・進学相談のみ 

 

ブリラム県 

バーン・コクマイデン・フ

アクラサン学校  

（小学 5年生） 

WAFCAの手こぎ三輪車で毎日元気に通学

しています。新年度から 6年生になります

が、勉強、とくに読み書きが苦手で、国語や

算数の個別指導教員が必要です。 

8 

ティナポッブ・ソマウォン  

（ジョータン君、12歳） 

 

ブリラム県 

バーン・チョーパカー学

校  

（小学 6年生） 

基金から通学交通費とパソコンを受け取り、

無事に小学校を卒業しました。併設の中学

校に進学します。週に 2～3日、コンピュー

タの授業が受けられるようになりました。 

9 

バンティター・ウォンフー  

（ノイさん、15歳） 

 

ブリラム県 

バーン・ノーンコー学校 

（中学 3年生） 

基金から通学交通費の支援を受け、3月に

中学校を卒業しました。新年度からは県内

のサトゥック地域教育専門学校（三年制）に

進学し、今後も勉強を続ける予定です。 

10 

ラタタマヌン・カサンラム  

（オー君、17歳） 

 

ブリラム県高等専門学校 

（2年生） 

基金からノートパソコンの支援を受けまし

た。コンピュータスキルの向上や学校の勉

強に役立っただけでなく、SNSを駆使してオ

ンラインで物を売り、少し収入を得て生活費

の足しにすることができるようになりました。 
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 氏名 （愛称、年齢） 写真 県・学校 （17年度学年） 報告事項・今後の予定 

11 

サモーン・ラントンラン  

（ケン君、12歳） 

 

ブリラム県 

バーン・トゥンジャンハン

学校 （小学 6年生） 

基金からもらった自転車で通学がとても便

利になりました。片足で器用に乗りこなしま

す。また、奨学金で買った教科書で英語に

興味を持ち、英語の勉強を頑張りました。 

12 

モンティチャー・マクム

レック  

（マイファさん、13歳） 
※通学・進学相談のみ 

 

ブリラム県 

バーン・ノンワーン学校 

（中学 1年生） 

義足で自転車で毎日通学しています。自

転車が壊れたので奨学金で支援する予定

でしたが、修理して使うことができました。

高校進学を目指し勉強を頑張っています。 

13 

ナロンリット・トンター  

（トー君、13歳） 

 

スリン県 

ラット・パッタナー学校 

（中学 1年生） 

学習用タブレットと膝あてを支援しました。

授業でわからないことはタブレットで検索

するので便利になりました。何より友達と

一緒に勉強できたことが嬉しかったです。 

14 

サランジット・コフアデー

ン  

（ナムワンさん、15歳） 

 

スリン県 

ラット・パッタナー学校 

（中学 1年生） 

手こぎ三輪車、通学交通費、学習タブレッ

トを受け取りました。手こぎ三輪車で通学

できるようになり、タブレットで様々な情報

を検索できるて勉強の手助けになります。 

15 

ナンタカー・フームフッ

ク  

（プラーさん、14歳） 

 

スリン県 

バーン・カセー・ターウォ

ーン学校 （中学 2年生） 

基金からもらったタブレットはどこでも持ち

歩け、わからないことをすぐに調べることが

できて勉強がさらに楽しくなりました。学校

の車いす用トイレがないのが不便です。 

16 

ウィチュダー・ピラー  

（オイさん、16歳） 

 

シーサケット県 

バーン・パックブン学校 

（中学 3年生） 

通学交通費やタブレットの支援を受け、地

元の中学校を卒業しました。新年度からコ

ンケーン県シーサンワン特別支援学校の

高校に進学し今後も勉強を続けます。 

17 

ジンタパパ・サイヤー  

（ファーストさん、14歳） 

 

シーサケット県 

バーン・ジャン学校 

 （中学 3年生） 

基金から中古の電動車いすを支援しまし

た。車いすを押して通学するお父さんの負

担が減り、自分で通学できるようになりまし

た。学校でも移動が便利になりました。 

18 

アピチャート・ソンクラ  

（チャート君、14歳） 

 

ウボンラチャタニー県 

バーン・ノン・ボーワイ・

ディンダム学校 

 （中学 1年生） 

通学交通費、車いす、学習タブレットを支

援し、さらに学校にバリアフリートイレを設

置しました。学校では親友や弟のサポート

もあり、支援前とは見違えるほど明るく元

気になりました。 

19 

オラパン・ポントーン  

（ネイさん、15歳） 

 
※通学・進学相談のみ 

 

ウボンラチャタニー県 

ブッダーメターウィタヤ

ー学校 （小学 5年生） 

ネイさんとメイさんは姉妹ですが同じ学年

です。昨年度の途中で仏教系で経済的に

困難な学生が通う私立学校へ転校しまし

た。おかげで送迎や給食が無料になり、姉

妹も保護者も学校が気に入っています。基

金から車いすや歩行器を支援する予定で

したが、本人らが車いすの利用を拒否して

います。学校や専門家に相談しながら、こ

れからも姉妹を見守っていきます。 

20  

オラワン・ポントーン  

（メイさん、17歳） 

 
※通学・進学相談のみ 

 

ウボンラチャタニー県 

ブッダーメターウィタヤ

ー学校 （小学 5年生） 
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 氏名 （愛称、年齢） 写真 県・学校 （17年度学年） 報告事項・今後の予定 

21 

ポーンウィパー・プアン

パイワン  

（パイさん、13歳） 

 
 

ルーイ県ジラワノン・ウ

ーティット第 4学校  

（小学 6年生） 

奨学金で無事に小学校を卒業しました。併

設の中学校に進学します。2年前に設置支

援したバリアフリートイレや車いすのおか

げで不便なく学校生活を送っています。 

22 

ジラサック・シーダハオ  

（プーカオ君、10歳） 

 

 

ルーイ県バーン・コック

ポーセーンイアム学校 

（小学 4年生） 

プーカオ君のおじいさんに介助手当を支援

しました。ドロップアウトしかけたプーカオ君

はおじいさんの付き添いで再び通学するこ

とができるようになり、とても喜んでいま

す。 

23 

クリッサナポン・アート

シラー  

（ジョー君、13歳） 

 
 

ルーイ県バーン・ドンノ

イ学校 （小学 5年生） 

絵を描くことが得意で何度も入賞している

ジョー君。奨学金でちょっと質のよい画材を

購入し、たくさん練習して、ますます腕を磨

いています。手術をして義足を使いたいで

す。 

24 

チャイピパット・チャムナ

ンクン  

（フィルム君、10歳） 

 

チャヤプーム県バーン・

タラ学校 （小学 5年生） 

車いす、通学交通費、文房具を支援しまし

た。おじいさんが毎日送迎してくれます。友

達が車いすを押して移動を手伝ってくれる

ので、学校では不便はありません。 

25 

ラチャニチャイ・スアント

ー  

（ユイさん、8歳） 

 

チャヤプーム県バーン・

ワンアイジー学校  

（小学 2年生） 

交通費と教材・文具を支援しました。毎日

学校で友達と勉強することが何より楽しみ

です。家では毎日読み書きの練習をしてい

ます。学校に車いす用トイレが必要です。 

26 

ピンパー・チュアウォン

カム  

（ピムさん、13歳） 

 

ランパーン県トンティッ

プ・ウィタヤー学校  

（小学 4年生） 

交通費、タブレット、バリアフリートイレを設

置支援しました。介助なしでトイレに行ける

ようになりとても便利です。わからないこと

をタブレットで調べて物知りになりました。 

27 

ワチャラウィー・クンティ 

（プン君、10歳） 

 

 

ランパーン県バーン・メ

ーリアン学校 

 （小学 4年生） 

交通費と教材・文具を支援しました。昨年、

学校のバリアフリートイレも設置支援しまし

た。読むことはできますが、書くことが苦手

で、個別指導教員を必要としています。 

28 

サラウット・マックムーン  

（ベル君、8歳） 

 

ランパーン県バーン・タ

ー・クイエン学校 （小学

2年生） 

バイクで送迎してくれる先生のガソリン代、

特別授業の教材、自宅 1階の部屋とバリ

アフリートイレを支援しました。学校、地域

みんなで勉強や生活を見守っています。 

29 

ナロンデック・カラトーン  

（ボール君、12歳） 

 

 

ノンタブリー県シーサン

ワン特別支援学校  

（小学 3年生） 

私立学校の授業料、月に 2回寄宿からバ

ンコクのスラムの自宅に戻る往復交通費を

支援し、一人で家計を支えるおばあさんの

負担も減らすことができました。 

 

 

2017年度に支援した 29名の奨学生は、WAFCAT理事・事務局から成る 「選考委員」 により選抜されました。29名の中に

は、WAFCATの職員や特殊教育の専門家による通学や進学相談の支援のみで、実際には奨学金や物資は受け取ってい

ない奨学生も 8名含まれています。しかし、彼らも私たちの大切な奨学生として、いつでも必要なときに力になれるよう学校

や保護者と相談しながら支援を続けていきます。 
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３． インドネシアのおもな活動 

（１） 奨学金授与式 

2017年 8月、WAFCAIの車いすを使用するアディット君、デナ君、マウディちゃんの 3名が通うブカシ市の特殊学校に

て奨学金授与式を行いました。WAFCAIのヘルー理事長（2017年 12月逝去）から直接奨学金証書が渡され、受け取った子

どもたちと母親からは、喜びの声が溢れていました。インドネシアの特殊学校は国からの支援が十分に受けられず、資金不

足、教員不足に悩まされています。この学校でも入学金の他に、授業料や進級手続き費用は個人の負担となっています。

WAFCAI からの奨学金は彼らの授業料として学校に直接手渡し、車いすの子どもたちが継続して通学するための日常のケ

アについもお願いをしました。WAFCAI も子どもたちの車いすメンテナンスと共に継続してフォローアップしていくことを約束し

ました。 

 

（２） 支援内容と人数 

 

【インドネシアの支援実績一覧】 

 氏名 （年齢） 写真 学校 （学年） 報告事項・今後の予定 

1 

カレニア・イクサニ・リツキ  

（カリンさん、17歳） 

 

※ブカシ県立特殊

学校  

（小学部 4年生） 

課外授業費、文房具、制服代を支援

しました。母親は、同級生に比べてカ

リンの年齢が高いことを心配していま

したが、学校にも慣れて毎日通学して

います。進級することが目標です！ 

2 

サンディ・ドゥイ・プラナマ  

（サンディ君、14歳） 

 

バクティ・ルフル特

殊学校（私立） 

（小学部 4年生） 

授業料、制服代、通学費用、文房具

代を支援しました。授業料の負担が

減り、継続して通学できるようになりま

した。将来自立した生活が出来るよう

に、コンピュータの勉強に力を入れて

います。 

3 

アディッヤ・アクマッド・プリ

アンディニ  

（アディット君、21歳） 

 

フィリアル・ブカシ特

殊学校（公立） 

（中学部 1年生） 

授業料、制服代、文房具、矯正靴代

を支援しました。矯正靴を使い始め

て、足首の変形を防ぐことが出来まし

た。高校卒業を目標に、来年も継続し

て勉強をがんばります！ 

支援内容 人数（重複あり） 合計金額 

入学金、授業料、課外授業費用  6名 19,385,000 

教科書・教材費、文房具、制服 10名 7,948,000 

進級試験費用  1名 1,207,000 

通学費用（バイクガソリン代）  3名 965,000 

リハビリ治療・矯正靴購入  4名 1,950,000 

栄養剤・薬代  3名 885,000 

合計 （インドネシアルピア） 32,340,000 

合計 （日本円に概算） 303,996 円 
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4 

マウディ･アニサ  

（マウディさん、18歳） 

 

フィリアル・ブカシ特

殊学校（公立） 

（中学部 1年生） 

授業料、課外授業費、制服代、リハビ

リ・矯正靴代を支援しました。矯正靴

を使い始めて足首の変形を防ぐこと

が出来ました。継続して学校に通うこ

とで、たくさんの友達が出来ました。

来年も継続して勉強を頑張ります！ 

5 

デナ・ロヒャナ・チャハヤデ

ィ  

（デナ君、18歳） 

 

フィリアル・ブカシ特

殊学校（公立） 

（中学部 1年生） 

授業料、課外授業費、制服代、リハビ

リ代、文房具購入費と、入学金の未

払い分を支援しました。継続して通学

することによって、自分で出来ること

が少しずつ増えてきました。来年も継

続して勉強をがんばります！ 

6 

シティ・ヌル・ハサナ 

（シティさん、13歳） 

 

※ダルル･ムフシニ

ン特殊学校（私立） 

（小学部 4年生） 

授業料、課外授業費、制服代の他

に、入学金の未払い分を支援しまし

た。母親はシティが奨学金を受け取っ

たことで、より積極的に通学をサポー

トするようになりました。毎日車いすを

押して学校へ通っています！ 

7 

アブドゥル・アジス・シャバ

ニ  

（アジス君、11歳） 

 

公立スリピ第 18パ

ギ小学校 （3年生） 

課外授業費、制服代、交通費、リハビ

リ代、勉強机・文房具代を支援しまし

た。毎日バイクに乗って学校まで通っ

ているので、交通費の支援はとても有

難いです。一生懸命勉強して、来年も

同じ学校に通いたいです！ 

8 

レナルディ・クルニアワン 

（レナルディ君、12歳） 

 

公立ワナサリ第 13

小学校 （4年生） 

課外授業代、制服代、文房具代を支

援しました。レナルディは家の近くの

学校に通っていますが、交通量が多

い道を通るため、毎日母親が付き添

っています。来年は友達と一緒に登

校したいと思っています。 

9 

ラフマットゥロー 

（ラフマット君、14歳） 

 

ヌルル・フダ MTSム

スリム学校 

（中学部 1年生） 

授業料、進級試験費用、教科書、文

房具代を支援しました。ラフマットはい

つも明るく、クラスの中でも人気者で

す。家族や友達に支えられて学校生

活を楽しんでいます。高校進学を目

標に勉学に励んでいます！ 

10 

ライハン・エルサプトゥラ 

（ライハン君、16歳） 

 

公立ムスティカジャ

ヤ第 6小学校  

（4年生） 

補習授業代、文房具購入費を支援し

ました。ライハンは軽度の知的障害が

あるため、週に 1度補習授業を受け

て、授業に遅れないようにしていま

す。まずは小学校卒業を目標に来年

もがんばります！ 

2017年度に支援した上記 10名の奨学生は、すべて WAFCAIの車いすクライアントであること、継続して通学する意志があ

ることを条件に WAFCAI 理事・スタッフによって選考されました。 （※日本外務省草の根・人間の安全保障無償資金協力によ

り、「ブカシ県立特殊学校」と「ダルル･ムフシニン特殊学校」にバリアフリートイレ設備の設置や校舎の修繕を支援しました。） 
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４． 収支報告  

■ 収入  

 

■ 支出 

 

５． 寄付者（７８組）一覧 （敬称略） 

花井 隆次 面高 俊文 影山 泰士 刈谷東中学校 デンソー班長会 兵頭 修 あいち健康の森走遊会 

小田 秀一 倉持 光雄 天木 博文 中村 仁 河原 宏之 林 健治 安部 信幸 原科 誉 

松下 恭規 清水 真 坂本 京子 関谷 司 鈴木 哲也 久保田 好明 ジェコー（株） 岩井 綾子 

篠田 大博 岡田 里実 田川 勝彦 堺沢 範一 廣田 勉 仲井 怜子 山田 修平 浜原 弘也 

神谷 巧 加来 孝弘 大河内 悠衣 大河内 弘幸 神谷 一敏 安藤 克之 松田 富夫 山本 良市 

武藤 勝弘 谷畑 徹 HIPPO-8 DTTH 5K 榊原 弘孝 竹島 潔 小倉 誠 石丸 典生 

野村 肇 森 健一 山口 眞介 森下 雅樹 早川 智久 鈴木 徹 栗川 英之 難波 宏介 

中村  悠基 森川 桂 名和 幸男 竹内 敏夫 水谷 裕彦 海口 久明 小林 英雄 川崎 健司 

梶田 宜孝 浅見 陽子 藤井 敬之 福永 悟 川崎 貴之 チームスナヤン 上野 幸雄 柴田 亘 

奥村 賢也 佐藤 昌弘 吉田 康博 庭瀬 健一郎 あいおいバンコク保険 タイ一般・匿名寄付合計 

 

【寄付者の声】 松田富夫様 

役職定年を前に退職後の事を考えました。お世話になった皆さんにまず感謝し、さらに主宰するバルーンアートの団体の目

的である「風船と夢を膨らませて世界の子供を笑顔にしたい」にも通じる WAFCAの活動に賛同しました。少しずつ寄付金を

貯金しながら子どもたちの支援活動に楽しく汗を流せたこの１０年間を形にすることができ感謝しています。 

６． ２０１８年度の予定（各国共通） 

項目 備考 金額 （円） 

WAFCA への入金額 （円） 寄付者 51名 （5,000円×349口） ¥1,745,000 

WAFCAT 入金額 （円換算*3.38） 寄付者 17名、あいおいバンコク保険会社寄付、他 ¥595,597 

WAFCAI 入金額 （円換算*0.0094） 寄付者 10名 ¥122,200 

合計 ¥2,462,797 

項目 備考 金額 （円） 

タイ支出額（円換算*3.38） 事業費、運営費 ¥1,950,871 

インドネシア支出額（円換算*0.0094） 事業費 （※車いす支援事業の運営費で実施） ¥303,996 

2018年度奨学金基金への繰越 基金として積立 \207,930 

合計 ¥2,462,797 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

               
タイの学期 （後期） 

奨学生の調査・選考 

奨学金寄付募集 （1口 5,000円、通年で募集） 

インドネシアの学期 （前期） インドネシアの学期 （後期） 

支援の実施 

中間調査 フォローアップ調査 新規の調査・選考 

２０１７年度に寄付してくださった皆様、温かいご支援ありがとうございました。 

２０１８年度も引き続きご支援をよろしくお願いいたします！ 

報告書 

タイの学期 （前期） 


