
ミニ通信 第20号

   １月例会

１月21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）

■ブルガリア向け車椅子の整備

を行います。

■会員以外の方の見学参加を

  歓迎いたします

ＮＰＯ法人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    090-9369-4878   E-mail   shimo-yu@whi.m-net.ne.jp

http://www.kurumaisu.ma.cx/ 

ベトナムの子ども達への車椅子贈呈式

11月7日に発送した102台の車椅子は、11

月29日ハイフォン市において、ベトナム国

際青年協力推進センターの主催で同セン

ター総裁、ハイフォン市副市長の他、各養護

施設団体の代表や保護者100人が列席のも

とに子ども達への贈呈式が行われ、ベトナ

ム北部4ヵ所の養護施設に贈呈されました。

ベトナムはベトナム戦争の傷跡で今尚サ

リドマイド障害児が多く生まれています

が、全国に500ヵ所以上ある養護施設は車椅

子すら全くの不足状態で運営されていま

す。

今回の寄贈に関わったベトナムの多くの

人達から子ども用車椅子の継続的な寄贈を

懇請されました。当会は切実な事情を鑑み

今後重点寄贈先として対応していきます。



ブルガリアの障害のある子どもたち支援のための

チャリティを、1月27日（土）に大関琴欧洲関を

招いて福生のビール小屋（福生市石川酒造内）に

おいて開催します。また琴欧洲関には、同日午後

㈱交運社（福生市）にて、本人の希望の車椅子洗

浄体験をしていただきます。

なお、チャリティの収益金は琴欧洲関に託し全額

ブルガリアの障害のある子どもたちのために寄付

します。

ミニ通信 第21号

   2月例会

2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）

■ブルガリア向け車椅子の整備

を行います。

■会員以外の方の見学参加を

  歓迎いたします

ＮＰＯ法人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    090-9369-4878   E-mail   shimo-yu@whi.m-net.ne.jp

http://www.kurumaisu.ma.cx/ 

「琴欧洲関を囲むお楽しみ会」開催について

輸入税の免除手続きについて

当会が海外に車椅子を送る場合、寄贈先団体に現地

の税関に輸入税の免除手続きをしていただいて無税

で送っております。

しかし、ＥＵではたとえ福祉目的であっても輸入税

の免除が法律上できないことになっているので、今

月1日ＥＵに加盟したブルガリアも輸入税の免除が

できなくなった旨の連絡が大使館からありました。

当会は輸送費と輸入税を負担して4月末にブルガリ

アの子ども達に100台の車椅子を送ります。
参考資料 1人あたり国民所得

当会が車椅子を送っている国の

1人あたり国民所得（ＧＮＩ/人）

ベトナム     550米ドル(2004)

インドネシア 1140米ドル(2004)

マレーシア       4650米ドル(2004)

ブルガリア       2740米ドル(2004)

タンザニア    330米ドル(2004)

韓国     1万3980米ドル(2004)

日本     3万7180米ドル(2004)

アメリカ   4万1400米ドル(2004)
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ミニ通信 第22号

   3月例会

3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）

■ブルガリア向け車椅子の整備

を行います。

■会員以外の方の見学参加を

  歓迎いたします

ＮＰＯ法人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    090-9369-4878   E-mail   shimo-yu@whi.m-net.ne.jp

http://www.kurumaisu.ma.cx/ 

読売光と愛の事

業団と讀賣新聞

社主催の福祉文

化賞表彰式(1月

29 日 ) に お い

て、奨励賞のト

ロフィーと賞金

10万円をいただ

きました。

福祉文化賞「奨励賞」受賞

当会例会(1月27日)に大関琴欧洲関が来訪、

活動に参加した会員、高校生、ボーイスカウ

トの子ども達との触れ合いが行われました。

大関は当会がブルガリアに送る車椅子を障

害児施設に贈るために名古屋場所終了後(７月

22日千秋楽)に一時帰国することから例会活動

を見たいとの要望が実現しての来訪でした。

ブルガリアはアムネスティ・インターナショ

ナルが障害児施設の劣悪な状況を示す報告書

を発表、ＥＵからは障害児への医療を向上さ

せ、同時に障害児の生活環境を改善して正常化

を図ることを求められています。

当会が、このような状況のブルガリアの障害

児施設の環境改善に寄与すべく100台の子ども

用車椅子を送る(4月末発送)ことを決定して以

来、大関にご協力をいただいております。

大関琴欧洲関来訪



ミニ通信 第23号

   4月例会

4月15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

ＮＰＯ法人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    090-9369-4878   E-mail   shimo-yu@whi.m-net.ne.jp

http://www.kurumaisu.ma.cx/ 

子ども用車椅子贈呈その後「ベトナム」

ベトナムには昨年11月に102台の子ども用

車椅子を寄贈しましたが、その内の24台を受

取ったハノイ市老齢者および身体不自由児

養護センターの管理者グエン・トロン・ファ

ム氏からお礼状と写真をいただきました。

お礼状には、「孤児であったり、HIVの犠牲

者であったり、親から見放された子どもたち

は車椅子を受け取ってとても喜んでいます。

今、彼らは日本人からの思いやりと愛情に

ひたり幸せいっぱいです。それまでは一箇所

に一日中横たわっていたのですが、今ではセ

ンターの職員の手助けを受け車椅子で動き

回って健常者の友達との活動に参加出来る

のです。彼らの夢がかなったことにお礼を申

し上げます」と綴られていました。

お礼状の全文は当会ホームページに掲示いたしました。



ブルガリア向け子ども用車椅子は、全ての

整備、輸出手続きが終了、112台の車椅子を

積んだコンテナは、東京大井埠頭で船積み、

5月10日に出港することが決定しました。

今回のブルガリアへの車椅子寄贈にあたっ

ては、日本郵船株式会社様のご好意でブルガ

リアのヴァルナまで無償で輸送していただけ

ることになり、多摩包装工業株式会社様には

これまでの寄贈と同じくコンテナ積みを格別

なご配慮でお引き受けいただきましたので、

当会は大井埠頭までの国内輸送費のみの負担

で送れることになりました。

なお、琴欧洲関は名古屋場所終了後に一時

帰国し、7月25日開催予定のブルガリア保健

省主催の小児医療施設への車椅子贈呈セレモ

ニーに出席する予定とのことです。

ミニ通信 第24号

   5月例会

5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

ＮＰＯ法人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    090-9369-4878   E-mail   shimo-yu@whi.m-net.ne.jp

http://www.kurumaisu.ma.cx/ 
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ブルガリアへ子ども用車椅子発送

ソフィア

ヴァルナはソフィアから500ｋｍの位置に

あるブルガリア第三の都市

４月２４日 車椅子のコンテナ積みに立

ち会う琴欧洲関（多摩包装工業㈱にて）

ヴァルナ



ミニ通信 第25号

   6月例会

6月17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

ＮＰＯ法人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    090-9369-4878   E-mail   shimo-yu@whi.m-net.ne.jp

http://www.kurumaisu.ma.cx/ 

タンザニア連合共和国への車椅子寄贈

タンザニア連合共和国

タンザニア連合共和国

2002年初めて実施されたタンザニアの国勢調

査によると、障害者は約300万人。タンザニ

ア政府は近年、障害者の地位向上に本格的に

取り組み始めているという。

(JICA Webマガジン フロンティア2002年12月

号「特集●豊かに支え合う社会へ」より)

■人口 3,830万人(2005年)

■1人あたり国民所得(GNI) 

330米ドル/年 (2005年 世銀発表)

当会にとって区切りの10回目の寄贈先

がタンザニア保健省に決定しました。

寄贈先のタンザニア保健省福祉局から

の雨季に入る前に送ってほしい、大人用

車椅子も送ってほしいという要請に基づ

いて、8月末に子ども用車椅子60台、大

人用車椅子50台と、社会福祉協議会から

いただいた鉛筆5000本を送り、保健省福

祉局から複数の医療施設に贈呈していた

だきます。

当会はこの寄贈により2004年に活動を

開始して以来、寄贈国はマレーシア、韓

国、インドネシア、ベトナム、ブルガリ

ア、タンザニアの6ヵ国、寄贈車椅子の

総台数は680台となります。



ベトナム社会主義共和国タインホア省ホ

アンホア県赤十字協会に赴任している立川

市出身の青年海外協力隊員からの要請によ

り、来年3月にホアンホア県赤十字協会に大

人用車椅子100台を送る約束をしました。

「要請の要旨」

タインホア省ホアンホア県の人口は25万

人、障害者は1万100人、そのうち4650人が

貧困対象者で、9％の人々が車椅子援助を必

要とする人たちです。

先日も、私がある村を訪れた際、「何と

か、移動手段を援助してくださらないか、

日本の方・・」と、下肢に障害を持つ年配

の方に強く手を握られ懇願されました。

彼は、移動手段が無いため、家から自力

で外出する事ができず、屋内で壁伝いに

這って移動するのみ。外出時は他の人に介

助してもらい、自転車の後ろに乗せてもら

うしかないとのことでした。

このような人が、私の任地、ホアンホア

県の農村には大勢います。

ベトナム国家赤十字に援助を要請しても

「援助を行いたいが、予算が無い」と言わ

れ埒が明きません、このような境遇の人た

ちに車椅子援助を是非お願いいたします。

ミニ通信 第26号

7月車椅子整備例会

7月15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

■会員以外の方の見学参加

を歓迎いたします

ＮＰＯ法人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    090-9369-4878   E-mail   shimo-yu@whi.m-net.ne.jp

http://www.kurumaisu.ma.cx/ 

青年海外協力隊員からの要請



今年度から全ての都立高

校において、奉仕体験活動

を通して、社会に役立つ喜

びなどを体験的に学ぶこと

が必修化されたことに基づ

いて、当会では都立福生高

校に協力、夏休みに学校に

車椅子を持ち込み、28名の

生徒の皆さんにベトナム向

車椅子の整備体験をしてい

ただくことになりました。

５月10日に大井ふ頭を出港したブルガリア

保健省へ寄贈の車椅子は６月末に無事到着、

7月27日に首都ソフィアにおいて、保健省主

催により大関琴欧洲関、保健大臣出席のもと

医療小児施設への贈呈式が行われます。

タンザニア保健省社会福祉局に寄贈する車

椅子の準備（78台）が完了しました。

保健省からは8ヵ所の医療小児施設への贈

呈を予定、その贈呈式を保健大臣出席のもと

に９月23日に行う旨の連絡をいただきました

ので、7月31日に船積みをします。

当寄贈にあたっては松下電器産業（株）の

現地法人Panasonic Battery Tanzania に赴

任されている役員の方と、駐日タンザニア大

使館に子どもたちへの贈呈までのサポートを

いただくとともに、種々の問題の調整、解決

にご尽力をいただいております。

ミニ通信 第27号

8月車椅子整備例会

8月19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

■会員以外の方の見学参加

を歓迎いたします。

ＮＰＯ法人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    090-9369-4878   E-mail   shimo-yu@whi.m-net.ne.jp

http://www.kurumaisu.ma.cx/ 

都立福生高校奉仕体験学習
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タンザニア向け車椅子の準備完了

ブルガリア保健省へ寄贈した車椅子



ミニ通信 第28号

9月車椅子整備例会

9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

■会員以外の方の見学参加

を歓迎いたします。

ＮＰＯ法人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    090-9369-4878   E-mail   shimo-yu@whi.m-net.ne.jp

http://www.kurumaisu.ma.cx/ 

今後の車椅子寄贈予定

車椅子寄贈

先到着予定
寄贈先

予定

台数

2008年

4～7月頃

ベトナム社会主義共和国

国際青年交流推進センター

ホアンホア県赤十字協会

大人用

200台

2008年

7～8月頃

マレーシア

東方政策元日本留学生同窓会

子ども用

50台

2009年

2～3月頃

モンゴル国

寄贈先団体:駐日モンゴル大使

館と協議のうえ決定

子ども用

100台

09年6月

準備完了

目録贈呈

パラグァイ共和国

寄贈先団体:駐日特命全権大使

(日本人)と協議のうえ決定

今後調整

ブルガリア保健省から届いた贈呈式の写真

当会では車椅子の寄贈を希望する国の関係者か

ら正式に要請があった場合、駐日大使館と調整し

て保健省などの政府機関、または現地のJICA元日

本留学生同窓会など確かな民間団体に受取り手と

なっていただき、その団体から養護センター、小

児病院などに贈呈していただいております。

車椅子贈呈式(ブルガリア)

6月末にブルガリアに到着

した112台の子ども用車椅子

の贈呈式が、7月27日そのう

ちの10台を贈呈されたソ

フィア市内の小児病治療専

門 病院 に お いて、保 健大

臣、駐日特命全権大使、大

関琴欧洲関、テレビ、新聞

などのマスコミ関係者など

多数の人が出席して行われ

ました。



ミニ通信 第29号

10月車椅子整備例会

10月21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

■会員以外の方の見学参加

を歓迎いたします。

ＮＰＯ法人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    090-9369-4878   E-mail   shimo-yu@whi.m-net.ne.jp

http://www.kurumaisu.ma.cx/ 

ベトナムからのメッセージ

ホアンホア県赤十字協会

スタッフのみなさん(全員)

当会では、来年春にベトナム共和国の

国際青年交流推進センターとタインホア

省ホアンホア県赤十字協会に大人用車椅

子各100台を寄贈すべく８月から整備を

始めましたが、このたびホアンホア県赤

十字協会主席ファム・フン・マイン氏から

次のメッセージをいただきました。

■主席のメッセージ

「この度は、ホアンホア県に対して、

車椅子の援助という、多大な御協力をい

ただけることになり、誠にありがとうご

ざいます。

タインホア省ホアンホア県は、途上国

であるベトナムの中でも貧しい地域であ

り、多くの困難や発展途中の問題があり

ます。

このような状況ですので、ご援助頂け

るという事は、大変有難く思います。

車椅子は大切に使用させて頂きますの

で、準備等ご足労おかけいたしますが、

何卒、よろしくお願いいたします。」右から２人目:マイン主席

左端:青年海外協力隊員



ミニ通信 第30号

11月車椅子整備例会

11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

■会員以外の方の見学参加

を歓迎いたします。

ＮＰＯ法人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    090-9369-4878   E-mail   shimo-yu@whi.m-net.ne.jp

http://www.kurumaisu.ma.cx/ 

車いす贈呈 (タンザニア連合共和国 )
タンザニア保健省に寄贈した78台の子ども

用車いすの贈呈式が、10月8日首都ダルエスサ

ラーム市内で保健大臣と伊藤日本大使を主賓

に迎えて、保健省幹部、全国身障者協会会長、

養護施設代表者、そして身障者の子ども達約20

名を合わせて100人以上が出席して行われ、8ヵ

所の小児養護施設に贈呈されました。

「ムワキュウサ保健大臣挨拶(要旨)」

私は貴会の会員の方々が行っている活動に

心から感動を受けました。タンザニア政府は真

剣に福祉の改善を図るために、全国の身体障害

者の人数や実態の調査を現在行っています。

身体障害の子どもを支援することを主眼と

しており、このことは早期に子どものときに手

を打てば、大人になって障害の度合いが軽減さ

れることから大変重要です。子ども達に代わっ

て厚くお礼を申し上げます。

保健省の障害児の早期治療対応策を確立す

る計画がまとまりつつあるときにこの支援が

届きました。この早期対応策の計画を成功させ

るにはこのような医療機器が不可欠であり、是

非ボランテイアの有能なグループである「海外

に子ども用車椅子を送る会」が進んで重要な役

割に参加してほしいと心から希望いたします。

この機会に東京の大使館の有能なスタッフ

がこのＮＰＯと保健省とのよき橋渡しになっ

ていただいたその努力に感謝いたします。



11月12日にJICA(独立行政法人 国際協力

機構)の「世界の笑顔のために」プログラ

ムに応募し、ネパールの子ども達に車いす

17台と座位保持装置6台を寄贈しました。

ネパールについては、かねてより在日の

ネパールの人達から子ども用車いすの切実

な寄贈要請を再三いただいておりますが、

さまざまな事情から実現することがてきず

模索をしていたところ、ネパールに派遣さ

れている２人の女性青年海外協力隊員から

当会に直接17人の子ども達への車いす寄贈

の要請がありましたので、その要請に応え

上記の寄贈をいたしました。

寄贈した車いすはJICAによりネパールに

送られ、青年海外協力隊員から子ども達に

贈呈されます。

開発途上国で必要とさ

れている教育、福祉、ス

ポーツ、文化などの関連

物品の提供者をJICAが日

本国内で募集し、派遣中

の青年海外協力隊員など

を通じ、世界各地へ届け

るプログラムで国際協力

への参加を身近に感じて

もらうこと、および途上

国への貢献を目的とした

プログラム。

ミニ通信 第31号

12月車椅子整備例会

12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

■会員以外の方の見学参加

を歓迎いたします。

ＮＰＯ法人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    090-9369-4878   E-mail   shimo-yu@whi.m-net.ne.jp

http://www.kurumaisu.ma.cx/ 

子ども用車いす寄贈「ネパール」

世界の笑顔のために


