
ミニ通信 第８号

1月例会

1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）

■2月発送予定の韓国向け車椅

子の整備・梱包を行います

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

http://www.kurumaisu.ma.cx 

２００５年の報告

０５年は多くの皆さまのご協力により、つぎの団体

に子ども用車椅子を寄贈することができました。

  3月 スパスティク養護センター     ２０台

                    （マレーシア）

  6月 マレーシア脊髄損傷者協会   ６１台

  11月 韓国牙山（アサン）市       ６５台

これらの寄贈先では、子ども達や子ども達のご家

族にも大変喜んでいただきました。

これも、皆さまのご協力あって実現できたことと感

謝申し上げます。

06年は2月に福生ライオンズクラブを通じて韓国

ソウルの障害者団体に20台を寄贈した後、マレー

シア、ベトナムの障害者団体への寄贈を予定して

おります。

その他の国からも車椅子寄贈のご要望をいただ

いておりますので、０６年はWith love from Japan

のメッセージとともにより多くの子ども用車椅子を送

るべく活動していく所存でございますので、一層の

ご支援、ご協力をお願い申し上げます。

7月・マレーシア脊髄損傷者

協会への車椅子贈呈式

4月・スパステック養護セン

ターへの車椅子贈呈式

（マレーシア）

11月・韓国牙山（アサン）市

長との懇談



ミニ通信 第９号

2月例会のお知らせ

2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

駐車場有ります）

■マレーシア向け車椅子の整

   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

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/ 

05年12月22日に牙山市主催で実施された子ども達への車椅子贈呈式の模様

■韓国牙山
ア サ ン

市車椅子贈呈式

当会が牙山市に送った６５台の子ども用車

椅子は１２月２２日に市主催による子ども達へ

の贈呈のセレモニーが行われ、その模様は

テレビ、新聞等で全国ニュースとして報道さ

れたとのことです。。

なお、車椅子を受け取ったお子さんやご家

族の喜ぶ姿を撮影した贈呈式のビデオテー

プを報告としていただきました。

■韓国ソウル市障害者団体への寄贈

福生ライオンズクラブの尽力でソウルのライ

オンズクラブを通じてソウル市の障害者団体

に送る約束していた２０台の車椅子は、現地

の都合で2月1３日に贈呈式が行われることに

なり、それに間に合わせるために１月２５日ま

でに通関手続き及び発送を行うことになりま

した。



  マレーシアへの車椅子送付準備について

６月ごろを目標にマレーシアへの車椅子送付

の準備に入りました。

今回は首都クアラルンプールにあるスパス

ティック養護センターと5年間車椅子を送る約

束をしている脊髄損傷者協会の 2ヵ所へ一緒

に送ることを計画しています。

なお、養護センターには子ども用車椅子の他

に、いただいた歩行訓練器、座位保持装置、

立位保持装置など養護センターには不可欠な

装置を合計20台ほどと５台ほど在庫している電

動子ども用車椅子も一緒に送ることを予定して

います。

また脊髄損傷者協会へは子ども用車椅子だ

けでなく、大人用のご要望もいただいておりま

すので、多摩地区数ヵ所の福祉センターから

いただいた大人用の車椅子を整備して一緒に

送ります。

ミニ通信 第10号

3月例会のお知らせ

3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

駐車場有ります）

■マレーシア向け車椅子の整

   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

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/ 

立位保持装置 歩行訓練器 座位保持装置 座位保持装置



ミニ通信 第11号

4月例会のお知らせ

4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）

■マレーシア向け車椅子の整

   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

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

■マレーシア 6月末、または7月

東方政策留学生同窓会を通じて下記の施設、団

体に寄贈いたします。

なお、養護センターへの寄贈には電動車椅子、お

よび養護学校からいただいた座位保持装置、立位

保持装置、歩行訓練器などを含みます。

・スパスティック養護センター  40台（予定）

・マレーシア脊髄損傷者協会  60台（予定）

■ベトナム 10月末、または11月

AJAFA21（アセアン日本21世紀友情計画ベトナム

同窓会）を通じて多摩地区3市の福祉センターから

いただいた大人用車椅子と子ども用車椅子を寄贈

いたします。

・寄贈先  赤十字社、養護センター

・寄贈台数 100台（予定）

■ご要望をいただいている国々

ブルガリア大使館、タンザニア大使館、およびフィリ

ピン、スーダンのＮＰＯ、ならびにミャンマー、カンボ

ジアのAJAFA21委員会などからご要望をいただい

ておりますが、その取り扱いにつきましては年内に

検討し、来年以降ご要望にお応えしていきたいと考

えております。

お知らせ

平成17年の会計報告を当会ホームページ・プロ

フィールのなか の事業報告ページに掲示しまし

た。

作者から当イラストの使用

許可をいただきました



マレーシア向け子ども用車椅子（100台）の出荷

は6月末を予定しておりましたが、羽村市内の

中学校の総合学習日程に合わせて5月末に出

荷することでマレーシア側と調整することになり

ました。

羽村市の多摩包装工業㈱様にお願いする車椅

子のコンテナ積みを総合学習日に実施するこ

ととし、同社のご協力により学習参加する中学

生にコンテナ積みの実際と輸出業務について

勉強していただくともに、当会の活動の意義に

ついても勉強していただきます。

ミニ通信 第12号

5月例会のお知らせ

5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）

■マレーシア向け車椅子の整

   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

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/ 

   マレーシア向け車椅子出荷について

日本財団助成金交付決定について

当会は、より充実した活動をすべく日本財団に

活動資金の助成を申請しておりましたが厳正な

審査の結果、今年4月から来年3月までの活動

資金として50万円の助成金の交付が決定いた

しました。

当助成額は昨年の総支出額 157万円（昨年は

合計146台の子ども用車椅子をマレーシア、韓

国に寄贈）の3分の1に相当します。

私たちは、この助成金を有効に活用して、より多

くの車椅子を海外に送るとともに、活動の充実を

図っていきます。

※日本財団ホームページ

http://www.nippon-foundation.or.jp/

昨年11月、羽村第2中学校の

生徒が総合学習で車椅子の

コンテナ積みに参加した様子



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

ＮＰＯ法人 海外に子ども用車椅子を送る会

今回送る105台のうち

の4台の子ども用車椅子

マレーシアに送る105台の車椅子（座位保持装置

等含む）の補修整備、梱包を終了しました。つぎの

予定でマレーシアに送ります。

5／30  多摩包装工業㈱様にて羽村市内中学校の

      総合学習としてコンテナ積みを実施

    （中学生が授業として積み込みに参加）

6／6 横浜港出港

6／16 マレーシア・クラン港入港

     輸入通関 6月20日ごろ引渡し

今回の105台は現地の東方政策留学生同窓会を通

じて、つぎの団体に寄贈します。

・スパスティック養護センター 小児科病院

・地方リハビリセンター    脊髄損傷者協会

なお、当会からは出席しませんが、現地では7月

に子ども達に車椅子をプレゼントするイベントを企

画しているとのことです。

ミニ通信 第13号

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

   ＮＰＯ法人認証

マレーシアへの車椅子発送

当会は平成16年6月に任意のボランティアグ

ループとして発足、活動してまいりました。

幸いにも当会の活動は国内外で高く評価さ

れ、活動への期待も高まってまいりました。    

その期待に応え、より社会から信頼される

団体となるべく、本年1月にＮＰＯ法人の認証

を申請しておりましたが、このたび申請が認

められ東京都知事より認証決定通知をいただ

きました。

今後は「ＮＰＯ法人海外に子ども用車椅子

を送る会」として活動してまいります。

6月例会のお知らせ

6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

  駐車場あります。

■ベトナム向け車椅子の整備

を行います

■会員以外の方の見学参加を

歓迎いたします



当会では、学校の夏休みに小学校、中学校、高校

のボランティア部の生徒、および大学生にボラン

ティア活動の実体験をしていただくために、ふっさ

ボランティア・市民活動センターのボランティア体

験プログラムに参加します。体験プログラム参加の

ために7月、8月は通常月1回の例会開催を2回開催と

し、学生、生徒のみなさんの活動への参加をしやす

くします。

■開催日 7月16日(日)  30日(日)  8月20日(日)  27日(日)

ジャワ島地震では多くのけが人が出たことから、

ふっさボランティア・市民活動センターのご協力を得

て、東京都内の社会福祉協議会に不要になった車椅

子の提供をお願いしたところ、多くの車椅子のご提供

をいただき、7月上旬に50～70台くらいの車椅子を送

れる見通しがつきました。

ジャカルタからトラックでジャワ島のジョグジャカルタ

まで運び、日本のＪＩＣＡ（ジャイカ 国際協力機構）で

研修受けたインドネシアの人達の同窓会の協力を得

て、車椅子が不足している複数の病院にお届けしま

す。

なお、当会では車椅子を送るにあたっては新品同

様な状態に補修して送っておりますが、今回は緊急

事態につきタイヤの虫ゴム交換などの軽微な補修で

使用可能なものを選別して送り、補修が必要なものに

つきましては例会で補修し、今後予定しております国

への寄贈に充当させていただきます。

ミニ通信 第14号

7月例会

7月16日(日) 7月30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/ 

ジャワ島地震被災支援の車椅子送付について

学生、生徒のボランティア体験

5月30日、学校の体験学習で当会が

マレーシアに送った車椅子のコンテ

ナ積みをする羽村2中の生徒たち

東
京
都
羽
村
市

多
摩
包
装
工
業
株
式

会
社
に
て



当会では１１月にベトナムの子ども達に車椅子を

贈るべく準備を開始しました。

現地からは、車椅子が送られてくるのを愉しみに

しているという連絡をいただいておりますので、

目標台数を１００台とし、日本からベトナム国内

までの全ての輸送費を当会が負担して送ります。

５月末にマレーシアに送った１０５台の子ども用

車椅子は６月１６日に無事到着し、車椅子を受け

取った東方政策留学生同窓会のザバ会長からは、

同窓会主催で８月１０日にマハテイール前首相夫

妻、今井日本大使など多数の来賓を招いて子ども

達への贈呈式を行う旨の連絡をいただきました。

※東方政策留学生同窓会

マハテイール前首相の東方政策に基づいて日本

に留学した人達の同窓会。会員数約２４００名

ミニ通信 第15号

8月例会

8月20日(日) 8月27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/ 

ジャワ島地震被災支援の車椅子発送完了について

マレーシアの子ども達への車椅子贈呈

7月11日ジャワ島地震被災支援

車椅子のコンテナ積みの様子。

多摩包装工業㈱(羽村市)にて

ベトナムへの車椅子寄贈準備について

インドネシアジャワ島地震被災支援のために東京都区

内の社会福祉センターからご提供いただいた車椅子

(大人用)７０台と、同じくご提供いただいた２０００枚のＴ

シャツ(新品)は７月１５日に横浜港を出港しました。

８月１日にジャカルタに到着。被災地のジョグジャカル

タまでトラックで運び、２１世紀友情計画インドネシア委

員(国際協力機構「ＪＩＣＡ」日本研修生の同窓会)の

ジョグジャカルタ地区委員会アドバイサー・サブトト氏が

責任を持って４つの病院に寄贈いたします。



ミニ通信 第16号

９月例会

９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/ 

ブリガリア向け車椅子輸送費確保のイベント計画

当会では、本年１１月にベトナムに８０～１００台の車

椅子を送った後、来年度にはブルガリア、タンザニ

ア、マレーシアの順番に合計３００台の子ども用車椅

子を送ることを予定しています。

ブルガリア、タンザニアは距離的に遠く、海上輸送

費だけでなく、内陸への陸上輸送費も負担すること

になりますので、当会にとりましては、これまでになく

輸送費負担が重くなると予測しています。

まだ、思いつきのレベルですが、ブルガリアへの輸

送費確保を目的に来年２月ごろに、ソフィアクラブ様

のご協力を得て趣向を凝らしたチャリティを催したい

と考えております。

詳細が決まりましたらご案内いたしますので、ご協

力をお願いいたします。

※ブルガリア・ソフィアクラブ

ブルガリアの孤児や心身障害児など、恵まれ

ないこどもたちを救援することを目的とした事

業をはじめ、日本とブルガリアの文化交流や、

両国の友好親善を進める活動を行っている団

体。

ベッドタイプ子ども用車椅子

８月１０日に子ども達への贈呈式が行

われたマレーシアにはこのようなタイ

プの車椅子も送りました。

当会の会員状況

当会の会員は現在４３名で、４０歳台が中心ですが

中学生から６０歳代まで幅広い年齢構成の会員により

活動しています。

当会では、一緒に活動していただける会員を募集し

ております。活動に関心のある方には、是非例会への

見学参加による活動体験をお願いいたします。



ミニ通信 第17号

   １０月例会

１０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/ 

子ども達への車椅子贈呈式「マレーシア」

5月30日にマレーシアに送った車椅子（子ども

用）105台の子ども達への贈呈式が、8月10日

にマハティール前首相、今井正駐マレーシア大

使、子ども達の父兄など150人の来賓を招いて

行われた旨の報告と御礼状をいただきました。

マレーシアの養護センターの様子

子ども用車椅子だけでなく、歩行訓練

器、座位保持装置など養護センター

に必要な設備が不足しています。

マハティール前首相

     （中央）

今井正駐日本大使

贈呈式の模様



ベトナムに送る子ども用車椅子の整備を完

了、１１月７日（火）に１０２台の車椅子を発送しま

す。  

今回送る車椅子はＡＪＡＦＡ21ベトナム委員会

に寄贈、同委員会から養護センター、障害者団

体などの子ども達に贈呈していただきます。

なお、同委員会からは１２月に同委員会主催

による子ども達への車椅子贈呈式を行う旨の連

絡をいただいております。

※ＡＪＡＦＡ21     （ASEAN-Japan Friendship 

Association For the 21st Century） ＡＳＥＡＮ

各国で国際協力機構ＪＩＣＡのＯＤＡ援助により

日本で研修を受けて帰国後、現地政府で活躍

している人達により組織され、教育、福祉、文化

社会事業などの分野で協力し国の発展に協力

している組織。ASEAN 10カ国に委員会がある。

ミニ通信 第18号

   １1月例会

１1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

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/ 

ベトナム向け子ども用車椅子発送について

マレーシアの子ども達からいただいたお礼の絵

８月１０日に車椅子が贈呈されたマレーシ

アの子ども達からお礼の絵をいただきまし

た。当会は車椅子を送るにあたり、寄贈

先団体や車椅子を受け取った子ども達の

保護者などから金銭は一切受け取らない

姿勢を貫いておりますが、次の２点につき

ましてはいただいております。

■子ども達が描いたお礼の絵

■車椅子贈呈式の写真



ブルガリアの障害児施設の状況

ミニ通信 第19号

   １2月例会

１2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/ 

ブルガリア共和国への子ども用車椅子寄贈

チャリティの開催について

ご提供いただいた車椅子を保管する

倉庫を視察する大関琴欧洲関

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。その結

果、2004年にいくつかの施設

が閉鎖に追い込まれました。ブ

ルガリア労働社会政策省は世界

の医療団（メドゥサン・デュ・

モンド）に障害児への支援活動

の実施を要請しています。

ブルガリア共和国への100台の子ども用車椅

子寄贈は、ブルガリア保健省に受入れ準備を

していただき、当会は来年４月末発送の予定

で準備に入ります。また九州場所後に一時帰

国する大関琴欧洲関から大統領に車椅子寄贈

の報告するという連絡をいただきましたので

見本の子ども用車椅子１台を発送しました。

大関琴欧洲関に出席していただいて、ブ

ルガリアの障害を持つ子ども達への支援と

ブルガリアへの車椅子輸送費補填を目的と

したチャリティを、来年の大相撲初場所後

に蔵元石川酒造株式会社様（東京都福生

市）において開催します。


