
     パラグアイの子ども達に車椅子 80 台と補装具 80 足の寄贈完了 

 

東京昭島中央ロータリークラブ、株式会社商船三井および海外に子供用車椅子を送る会

の共同プロジェクトとして、2014 年 10 月 20 日に船積みをしたパラグアイ向けの車椅子

80 台と補装具 80 足の贈呈式がパラグアイの首都アスンシオンで行われました。 

 

式にはパラグアイ国障害者人権保護庁（SENADIS）のロシオ・フロンティン・ゴメス長

官とルシア・ハラモト理事、ならびに日本大使館の上田善久特命全権大使の来賓と共に車

椅子を贈られた子ども達と家族が出席しました。 

 

ゴメス長官は、今回の寄贈に尽力をしてくれた東京昭島中央ロータリークラブ、日本か

らの無償での輸送を提供してくれた株式会社商船三井、そして当会への謝意を述べました。 

また、子ども達への車椅子と補装具の配布は、現在 SENADIS が「Paraguay Vive la 

Inclusive」のスローガンのもとに推進している障害を持つ人々の社会参加を促進する政策

に沿った活動であることを強調されました。 

 

当日の模様は現地の新聞にも大きく取り上げられました。同記事によると、現在もまだ

400 名の子供と成人が車椅子を必要としており、SEDADIS も今年度の予算に障害者への支

援を組み入れる意向であるとのことです。 

 

 

添付資料１：ゴメス長官からの感謝状と非公式日本語訳 

添付資料２：感謝状に関するパラグアイ大使館からの連絡 

添付資料３：車椅子を利用するパラグアイの子供たちの様子 

添付資料４：現地の新聞記事 
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添付資料１：ゴメス長官からの感謝状の日本語訳
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海外に子 ども用車椅子を送る会 御中

拝啓 新緑の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、車椅子を御寄付頂いた件につきまして、過日SENADISから御礼状が当館に届
きましたので、お送り致します。
宜しくご査収の程、お願い申し上げます。

今一度、皆様の暖かいお気持ちに感謝申し上げ、心からのご挨拶をお送り致します。

日パラグアイ共和国大使館

東京都千代田区一番町ン2

-番町第二TGビル 7階

Emb,ssy ofPanrayin Jユ pall

IぬibanchO TG Bldg Nr 2,7F2‐ 21d巨勧 画い,ClⅢOda二L TOkyo 102Ю 082
Tel:61-3)3265‐ 5271/Fax1 61-3)3265‐ 5273/E‐luai:c血崎ada@embaparjP/― mbaparjp
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添付資料３：車椅子を利用するパラグアイの子供たちの様子（１／２）



添付資料３：車椅子を利用するパラグアイの子供たちの様子（２／２）
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Rotc3ry Club del Jap6n don6 
'Sillas de ruedas a Senadis 
FERNANDO DE LA MORA (Antqni，αDelvalle C., corresponsal). El 
,Rot，α：ry Club del Jαp6it don6 80 sillas de ruedds recicladαs pαra escolares 
(con 10 inflαdo res) e igualmente 80 6rtesis de piesヲtobillospara niiios. 
Los beneficiαdos son usuαrios de la Senadis. 

Asistieron al acto la mi-
nistra de la Secretaria Na-
cional por los Derechos Hu-
manos de las Personas con 
Discapacidad (Sehadis), Ro-
cfo Florentin; el embajador 
del Jap6n, Yoshihisa Ueda; 
Lucia .Haramoto, quien. es 
secretaria de Economia, y 
directores de la Senadis. 
Ademas acudieron al acto 
los beneficiados y sus fa-
mili紅巴s,en仕巴 otrosinvita-
dos especiales. 

Eliminar加 neras
La ministra agradeci6 a 

To~yo Akishirna Chuo Ro-
t紅yClub y el NPO The 
Volunteers Group to Send 
Wheelchairs to Overseas 
Children, de! Jap6n, por la El embajador del』apon,Yoshil叫saUeda; la ministra de la Senadis, Rocio Ao『entin,entre 
donaci6n. ot『os,du『anteel acto. 

Aleg6 que este aporte per-
mitira el出註naruna b紅白ra‘1
importante, como es la mo帽！
vilidad de los nifios que asis-
ten a c1ases. 

La empr巴saMitsui OSK :I 

Lines se encarg6 de! trans-
porte de la carga de manera :1 

gratuita. 

Trabajoco。rdi陥 d。
La llegada de la donaci6n 

se hizo posible mediante la 
gesti6n de la Embajada pa-
raguaya en dicha naci6n 
asiatica y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en un 
住ab司jocoordinado con la "" 
Emb司jadade la naci6n ni-
pona. 

V'nrir la inclusion 
La ministra explic6 que la 

donaci6n y en仕egaa los be-
neficiados son en el marco 

La minist悶

de Senad』s,
Rocio 
円orentin,al 
entregar su 
silla de 
ruedas a una 
de las 
beneficiarias. 
El・aporte h』e
『ealizadopor 
el Rotary 
Club del 
Japon. 

de t紅easemprendidas por la 
instituci6n, con el lema：“Pa-
raguay Vive la Inclusi6n". 

D討oque la selecci6n de 
beneficiarios se hizo previa 
evaluaci6n funcional, por-
que cada silla tiene un mo-
delo y eso debe est紅 acord巴
a las necesidades de los chi-
cos. 

Lis包 deespera_
Quedan en lista de espera 

unas 400 personas, entre ni-
nos y adultos, que requieren 
de sillas de ruedas. Afirm.6 
que este afio Senadis, con su 
presupuesto, pretende ir ad町

quiriendo algunas de ellas 
para facilitarlas a sus usua-
rios mas necesitados, y asf ir 
resolviendo necesidades t佃
elementales para personas 
con discapacidad. 
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