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Our NGO is now in its 19th year of activity.
We have been assisting in sending wheelchairs from Japanese people to overseas children and 
have delivered to more than 8,800 children in 25 countries so far.

Overseas wheelchairs are very expensive and hard to come by, and every time we deliver 
wheelchairs, children get excited about the wheelchair they ride for the fi rst time in their lives 
and are delighted with tears in their eyes.

The wheelchairs have made it possible for them to go to village festivals and school with 
friends, and their everyday life has become a lot of fun. When they go out, people in their 
community kindly extend their hands, get to help each other, and as a result deepen their 
understanding of disability.

To celebrate our 19th anniversary, our friends from many countries abroad sent us pictures as 
a token of their gratitude to people in Japan. The pictures, overcoming a language barrier, fully 
show their joy and grateful feelings.

We are proud that our NGO are able to contribute to this wonderful international support of 
delivering wheelchairs to disadvantaged children overseas and exchange activities following 
the aid. We are sure that our activity is not possible without your cooperation.

We hope you will continue providing us with your wheelchair.

Lastly, we would like to thank everyone for your support and cooperation for this booklet 
making.

   
January, 2022 
NGO Volunteers Group to Send Wheelchairs to Overseas Children
President Hirokazu Morita

ホンジュラス



　海外の子どもから日本の皆さんへたくさんの感謝の絵が届きました

　私たちの会は、日本の皆さんから車椅子を預かり、整備をして、船に乗せ、海

外のお友達へ送るお手伝いをしており、これまでに 25 カ国の 8,800 名以上の子

ども達に届けました。

　日本の皆さんが大切に使った車椅子を海外の子どもに届けるときには、皆さん

の動ける喜びを分けてあげたいという温かい思いを伝えています。

　人生ではじめて車椅子に乗ると興奮し、嬉しさのあまり涙を流して喜びます。

　日本の立派な車椅子を見るのも初めてで、お母さんは家族の宝物だ、大切に使

うと約束してくれます。

　海外のお友達は車椅子がとても高くて手に入らずに、不自由な生活を送ってい

ます。車椅子で屋外に出られて日光浴や新鮮な空気を吸うと、気持ちよく元気に

なります。友達と村の祭りや学校へも行けるようにもなり、毎日がとても楽しく

なりました。外出すると地域の人達が親切にしてくれ、友達が車椅子を押してく

れます。家族や地域の人々に大きな影響を与え、障害に対する理解が深まりまし

た。

　このたび、海外のたくさんの国のお友達が日本のみなさんに感謝の気持ちを伝

えたいと、絵を描いて送ってきてくれました。海外の友達が心を込めて描いた絵

から、言葉の壁を乗り超えて喜びや感謝の気持ちがよく伝わってきます。

　日本と海外の子ども達との心の結びつきが生まれました。

　皆さんが他の人にはできないすばらしい国際支援と交流活動をしていることは

大変うれしく、私たちの会がお手伝いをできることを誇りに思います。

　海外には車椅子がなくて不自由な生活で困っているお友達がまだたくさんい

て、車椅子を待っています。是非これからも皆さんの車椅子を提供してください。

　最後にこの冊子作成にあたって、ご協力ご支援をいただいた皆様に厚くお礼申

し上げます。

2022 年 1 月

                   　　　　　　　　　NPO 法人　海外に子ども用車椅子を送る会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   森田　祐和
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NPO による車椅子の安全性と耐久性のための
リサイクル整備作業

車椅子整備・発送事業

特別支援学校や養育センターから提供された車椅子はトラックで当会倉庫に届けられる

ごみや泥を洗浄する 車輪やクッションについたゴミ
や毛を除く

車椅子に付いた錆や垢を落とし
磨く

必要に応じてタイヤの交換 ブレーキやフットレストの点検
調整・交換

クッション装備品の修理再生

製造会社社長による最終チェック 倉庫へ保管 コンテナーで海外へ輸送



海外の多くのお友達が車椅子を待っています。

車椅子の提供方法

連絡先

【住　所】
〒 197-0012
福生市加美平 3-7-13

森田祐和

【電　話】
090-7239-7264

【メール】
info@kotobukiya.com

会員や仲間に呼びかけて、20 台以上集まりましたら当会がトラックで受け取りにまいりますので、

ご希望の日にちと時間を下記へご連絡下さい。

20 台以下でも、当会のトラックが近くに収集に行った時に立ち寄って混載するようにしますので、

ご連絡ご相談ください。

車椅子のほかに、バギー、ウォーカー歩行訓練器具、背骨矯正訓練器具、特殊ベット車椅子なども

海外では高価で入手が困難なために、海外の養護施設や病院からたくさんの要望があります。

ご不要なものがあればご提供下さい。皆様の国際貢献です。（座位保持器は除きます）

■ 特別支援学校・養護学校・養育センター・病院の場合

下記の場所に車でご持参ください。

毎年多くの方々が大切に使った車椅子を海外で生かしてほしいと車で持参していただいています。

宅急便で送っていただく方はほとんどありません。

毎日（土曜日・日曜日・祝日も含めて）午前 10 時から午後 7 時まで受取ります。

〔 道順 〕

八王子から 16 号線を通って新奥多摩街道に入り直進、右側福生消防署を通り過ぎて 200 メートル

先左側にある「ことぶき屋衣装店」が受取場所です。

■ 個人の場合



この画集は「2020 年度地球市民賞」受賞記念事業として作成しました

特定非営利活動法人　海外に子ども用車椅子を送る会
〒 197-0012　東京都福生市加美平３－７－１３　Tel 042-553-2342
Email info@kotobukiya.com   URL:www.kaigaikurumaisu.org


