
ミニ通信

次回例会

６月１9日（日）

10ａｍ～3ｐｍ

交運社にて

（福生市熊川９７９ ＪＲ熊

川駅下車、駐車場有ります）

３０台の車椅子の整備を行い

ます、万障繰り合わせての参

加をお願いいたします。

http://www.oyaji.ma.cx/kotobukiya-index.html

海外に子ども用車椅子を送る会

メールアドレスをお持ちの方はアドレスをお知らせください

会長    森田 祐和

Tel        042-553-2342
E-mail      info@kotobukiya.com

ロゴが決まりました

5月15日（日）ボーイスカウトの協

力を得て、マレーシアの脊髄損

傷者協会へ送る車椅子61台の梱

包作業を行いましたがその様子

が翌日読売新聞で紹介されまし

た。

詳しくは当会ＨＰをご覧ください。
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ミニ通信 

7 月以降の例会日程 
7 月 17 日 ( 日 ) 8 月 21
日 ( 日 ) 
9 月 18 日 ( 日 ) 10 月 16
日 ( 日 ) 
11 月 20 日 ( 日 ) 12 月
18 日 ( 日 ) 
10 ａｍ～ 3 ｐｍ（雨天で
も実行） 
交運社にて 
（福生市熊川９７９　ＪＲ
熊川駅下車、駐車場有りま
す） 
車椅子の整備を行いま
す、万障繰り合わせての
参加をお願いいたしま
す。 

http://www.oyaji.ma.cx/kotobukiya-index.html 

海外に子ども用車椅子を送る会 

メールアドレスをお持ちの方はアドレスをお知らせください 

当会の紹介パンフレット ( 両面印
刷 3 つ折 ) が完成しました 

当会の紹介にパンフレットが必要
な方は会長までご連絡ください。 
　　会長　　　　 森田　祐和 
　 Tel 　 042-553-2342 
　 携帯電話 090-7239-7264 
　 E-mail info@kotobukiya.com 
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当会紹介パンフレットが福生市の助

成で印刷できました。

必要な方は下記へ連絡をお願いしま

す。

会長    森田 祐和

Tel        042-553-2342

携帯電話     090-7239-7264

E-mail      info@kotobukiya.com

ミニ通信

8月例会

8月21日(日)

時間：10ａｍ～3ｐｍ

   （雨天でも実行）

場所：交運社にて

（福生市熊川９７９

  ＪＲ青梅線牛浜駅下車5分

駐車場有ります）

車椅子の整備を行います、

万障繰り合わせての参加を

お願いいたします。

http://www.oyaji.ma.cx/kotobukiya-index.html

海外に子ども用車椅子を送る会

             メールアドレスをお持ちの方はアドレスをお知らせください

マレーシア脊髄損傷者協会へ贈呈した車

椅子61台の贈呈式が7月17日クアラルン

プールの5つ星ホテルにおいて、同協会

主催で政務次官を主賓に招き、車椅子を

受け取った55人の障害を持つ子ども達と

その両親、来賓250人、テレビ局、新聞

社なとが出席して盛大に行われました。

事務局が変更になりました。

志茂 和泰（しも やすなり）

〒196-0022
昭島市中神町3-6-2
電話  042-541-2242
E-mail   shimo-yu@whi.m-net.ne.jp
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福生市福祉まつりへの出展

７月に車椅子を受け取ったマレー

シア脊髄損傷者協会の子ども達60

名からお礼に彼らの描いた絵を頂

きました。１０月２日(日)に福生

市福祉センターで開かれる福祉ま

つりに展示し、彼らの喜びを活動

の拠点である福生市の市民の皆さ

んにお伝えします。

ミニ通信

9月例会

9月18日(日)

■時間：10ａｍ～3ｐｍ

   （雨天でも実行）

■場所：交運社熊川工場にて

（福生市熊川９７９

  ＪＲ青梅線牛浜駅下車5分

駐車場有ります）

■車椅子の整備を行います。

■会員以外の方の見学参加を歓迎

いたします

海外に子ども用車椅子を送る会

当会公式ﾎｰﾑページが完成しました。

下記URLで確認をお願いいたします。

http://www.kurumaisu.ma.cx 

韓国牙山市 (アサン市 )に本年11月末に50
台贈呈することが決定しました。

事務局 志茂 和泰

              042-541-2242
              shimo-yu@whi.m-net.ne.jp

韓国には車椅子

購入を補助する

制 度 が な く、し

かも子ども用車

椅子の価格が日

本よりかなり高

いことから車椅

子確保が切実な

問題となってお

り、牙 山 市 で は

300人の子ども達

が車椅子を持て

ない状況にある

とのことです。
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牙山市のマスコット『ボラミ (BOLAMI) 』は、

アサンの未来を願う、勇敢で想像力に溢れ、リー

ダーシップのある子供達を象徴しています。 

臨時車椅子整備実施のお知らせ

海外に子ども用車椅子を送る会

http://www.kurumaisu.ma.cx 
事務局 志茂 和泰   042-541-2242
                                      shimo-yu@whi.m-net.ne.jp

韓国の牙山市(アサン市)において車椅子を送るため

の補助金の支出が認められる見通しとなりましたが、

韓国の行政の決算期は12月末で、年度が変わると改め

て市の福祉担当部署と交渉をしなければならないとい

う韓国側の事情と、せめて輸送費だけでも負担してほ

しいという当会の経済的事情の双方の事情から、11月
末に牙山市に車椅子を送ることにしました。

しかし、１１月末に車椅子を送るとなると、それま

での３回の例会で全ての作業を終了させるのは厳しい

状況にありますので、臨時に車椅子整備を実施するこ

とになりました。

会員の皆さまにおかれましては万障繰り合わせての

参加をお願いいたします。

              会長 森田 祐和

記

臨時作業実施日：９月４日(日)
時間     ：10時～15時
場所      :  交運社熊川工場 オートコア

※９月１８日(日)の例会は予定どおり実施します。

牙山市

マスコット
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10月16日
（日）

韓国向け車椅子の整備・梱包

作業

10月末 贈呈車椅子のシートサイズ一

覧・写真一覧、牙山市へ送付

11月20日
（日）

韓国向け車椅子の整備・梱包

作業

11月下旬 梱包済み車椅子を多摩包装工

業株式会社様に引渡し

11月29日
（火）

多摩包装工業株式会社様にて

コンテナ積み（福生市内中学

生2名総合学習で参加）

11月29日
（火）

釜山港（プサン港）向けに発

送（日本通運株式会社様に依

頼、所要日数3日）

10月例会

10月16日(日)

■時間：10ａｍ～3ｐｍ

       （雨天でも実行）

■場所：交運社 熊川工場にて

（福生市熊川９７９

  ＪＲ青梅線牛浜駅下車5分

駐車場有ります）

■車椅子の整備を行います。

■会員以外の方の見学参加を歓迎いた

します

ミニ通信

海外に子ども用車椅子を送る会

http://www.kurumaisu.ma.cx 

牙山市への贈呈調印  05年8月13日
牙山市 金ミョンインさん

韓国牙山市（アサン市）

子ども用車椅子贈呈スケジュール

福生市福祉まつり２００５～ほほえみフェスティバル～
当会は、7月に当会からの車椅子を受け取ったマレーシアの子ども達60名が描い

た絵の展示と、子ども達に車椅子体験をしていただく体験コーナーを設けます。

※会員への連絡

お手すきの会員は下記への参加をお願いします

10月1日（土）会場設営  13時より

10月2日（日）来場者説明 9時30分～14時30分
10月2日（日）後片付け  14時30分より

事務局 志茂 和泰  042-541-2242  shimo-yu@whi.m-net.ne.jp

会長  森田 祐和  090-7239-7264     info@kotobukiya.com

日時  10月2日（日）

時間  9時30分～14時30分
場所  福生市福祉センター

     福生市南田園2-13-1

     042-552-2121
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7月（61台送付）に車椅子を受け取っ

たマレーシアの子どものお礼の絵

ミニ通信

11月例会

11月20日(日)

■時間：10ａｍ～3ｐｍ

   （雨天でも実行）

■場所：交運社熊川工場にて

（福生市熊川９７９

  ＪＲ青梅線牛浜駅下車5分

駐車場有ります）

■車椅子の整備を行います。

■会員以外の方の見学参加を歓迎いた

します

海外に子ども用車椅子を送る会

会長     森田 祐和   090-7239-7264     E- mail  info@kotobukiya.com
事務局    志茂 和泰 042-541-2242  E-mail   shimo-yu@whi.m-net.ne.jp

http://www.kurumaisu.ma.cx 

韓国向け車椅子準備完了

韓国牙山（アサン）市向けの車椅

子の整備・梱包が完了しました。

11月29日（火）に発送します。

「発送内容」

・子ども用車椅子       65台
  （座位保持椅子含む）

・車椅子用膝掛け（新品） 100枚
･子ども用紙おむつ     365枚

韓国にはパンツタイプの子ども

用おむつが無いということですの

で、ご寄付いただいた子ども用紙お

むつと、韓国の気候を考慮して同じ

くご寄付いただいた膝掛けを一緒に

送ることにしました。

なお、車椅子の発送に先立ち10月
末につぎの資料を送り、子ども達へ

の車椅子贈呈の準備をしていただき

ます。

「送付資料」

・車椅子の外形＆シートサイズ一覧

  （表記は英語と日本語）

・車椅子の写真一覧

・車椅子受け入れ側での作業要領

  （ハングル語版）
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ミニ通信12月例会

12月18日(日)

■時間：10ａｍ～13ｐｍ

   （雨天でも実行）

■場所：交運社熊川工場にて

（福生市熊川９７９

  ＪＲ青梅線牛浜駅下車5分

駐車場有ります）

■車椅子の整備と梱包作業を行  

います。

■会員以外の方の見学参加を歓

迎いたします

■例会終了後14時より忘年会を

行います（会費3000円）

海外に子ども用車椅子を送る会

会長     森田 祐和   090-7239-7264     E- mail  info@kotobukiya.com
事務局    志茂 和泰 042-541-2242  E-mail   shimo-yu@whi.m-net.ne.jp

http://www.kurumaisu.ma.cx 

2006年の例会予定

05年度と同じく第3日曜日に開

催します。

1月15日（日） 2月19日（日）

3月19日（日） 4月16日（日）

5月21日（日） 6月18日（日）

牙山市長より感謝牌をいただく

韓国ＭＢＣテレビがニュース撮影
牙山市よりいただいた感謝牌

韓国牙山（アサン）市を表敬訪問

牙山市に 65台の車椅子を送るのに先立

ち、市長の強い要請により当会の会長と役

員が11月22日～24日に牙山市を訪問し、市

長および同市の関係者から熱烈な歓迎と熱

い感謝のお言葉をいただきました。

同市では12月10日に車椅子が届いたら、

理学療法を教える大学教授とその教え子の

学生5名の協力を得て、車椅子を贈呈する

子ども達を決定し、クリスマスに市の行事

として贈呈式を実施するとのことです。

（テレビ、新聞でニュース報道予定）

なお、今回の訪問では同市の障害を持つ

子どものお母さん方に福祉センターに集

まっていただき、森田会長が日本の養護学

校の現状についての講演を行いました。
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