
2011 Walkathon Report 
 

・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization name) 
ＮＰＯ法人あいち骨髄バンクを支援する会
NPO Aichi Bone Marrow Program Suporting Organization 

活動内容 (Activity)

骨髄バンクの普及啓発活動とドナー登録会開催・支援、血液難病の患者・患
者家族への宿泊施設の提供と心のケア
To enlighten the public about Bone Marrow Donor Program and to 
support Bone Marrow Donor Prgram registry , and to support public 
awareness activities and held meeting of the bank registered bone 
marrow donor, and to take care of hematological disorder patients and 
their families by couseling or accommodation. 

Webサイト
(Website) http://www.aichinokai.or.jp
団体代表

(Representative) 森島泰雄 Yasuo Morishima
担当(Person in charge) 水谷久美 Kumi Mizutani

 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of 

donation received) \300,000

使途内容
(How the donation 

was used)

骨髄バンク設立20周年を記念して、講演会・トークショー・チャリティー
コンサートの開催。
To commemorate the 20th anniversary for establishment of bone marrow 
donor program , talk show, charity concert and lecture had held. 

使途内訳 (Details)

（会場費 Holl cost  involved audio equipments ） 143,750 
（謝礼 Lecture fee ）Mr.Taiho & Guests 140,000 
（雑費 Other ）（出演者花代 Flowers @2,000×8) 16,000 
（事務用品費 Office supplies cost ） 2,328 
（印刷代 printing cost ） 62,800 
（通信費 Postage cost ） 37,320 
（旅費交通代 Travel cost ） 69,192 
（食事代 Lunch ） 21,508 
（保険料 Insurance ）（@30×250） 7,500 
支出合計 Total 500,398 
マイナス分はあいちの会より支出 
Shortage of funds was paid out of other donations. 

 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 

いのちの大切さを伝える為の講演会又は患者向け医療講演会とチャリティー

コンサート(講演会の内容については変更する場合があります)

Lecture and charity concert for  patients or medical staff  (detail 
undecided) 

必要金額

(Required amount) \300,000

その他の必要な

支援内容

(Other requested 
assistance)

遠方から治療の為、転院してくる患者や家族の宿泊施設を提供しています。

現在の施設は賃貸マンションを当会が借りて患者家族に使っていただいてい

ます。ボランティア又は安価でお借り出来る施設があれば助かります。 
To provide accommodation of patients and their families come from afar to 
transference, we have borrowed  rental apartments wirh list price.  
So we strongly desire to rent apartment cheaper or to provide us with a 
volunteer. 

 



2011 Walkathon Report 
 

イベントを開催する事により、骨髄バンクの事、いのちの大切さ、ボランティアについてなど多くのメッセー

ジを伝える事が出来ました。 
イベントに参加された元患者さんは、「骨髄移植を受けて元気になったが、未だ病気を受け入れる事が出来な

かった。今回イベントに参加して多くの気付きがあった。自分にできることがあれば恩返ししたいと考えるよ

うになった」というメッセージをいただきました。 
多くのマスコミにも取り上げていただくことが出来ました。「ニュースを見て、自分にも出来ることがあるか

もしれない」とボランティア参加希望の連絡もいただきました。 
ボランティアにとってもイベントの準備から開催までを経験する事により、モチベーションが上がり、その後

の活動が積極的になりました。 
次年度も講演会、チャリティーコンサートを予定しています。どうぞご支援いただきますようお願い申し上げ

ます。 
By this events, we could propagate bone marrow donor program ,the importance of life and what is 
volunteer.Patient who has survived from leukemia said, “Although I can survive by stem cell 
transplantation, I have not be able to accept my disease. But to join this event, I can aware I must do what 
I can do.” 
We were able to get a lot of coverage in the media.  
Also we gave the desired contact from a volunteer, he said “Watching the news, their may be what I also 
can do". 
To experience from the preparation  to management of the event, we also could  increase our motivation, 
and subsequent activities has become very actively. 
Next year we are also planning lectures, a charity concert. We look forward to your support please. 

 
・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Message to the sponsors（メッセージその他）

2011年10月10日 ウィンクあいちにて(講演会とトークショー) 
Lecture and Talk Show At Wink Aichi (Oct 10th 2011) 

 
 

Charity Concert 
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization name) 
NPO法人愛実の会 NPO AMINOKAI 

活動内容 (Activity)
重度の障害のある方々の通所サービスと居宅介護サービスを行っています。 
 We support serious handicapped people with day-care 
and home help service. 

Webサイト

(Website) 
 http://www.aminokai.com 

団体代表

(Representative)

 理事長 島しづ子  
Shizko Shima – The chairperson of the board of 
directors. 

担当 (Person in 
charge)

 竹内秀剛 Hidetaka Takeuchi 

 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of 

donation received)
￥200,000- 

使途内容

(How the donation 
was used)

東日本大震災の影響を受け、今年度は防災備品の購入に充てさせていた

だきました。緊急性を鑑み、当初の予定を変更させていただきました。 
Affected by the Great East Japan Earthquake, let us 

this year was used to purchase the equipment for 
disaster prevention. In view of the urgency, we had to 
change the original plan. 

使途内訳 (Details)

(運搬用カート Cart)              ￥85,000 
(雨水タンク Rainwater tank)      ￥56,380 
(発電機 Generator)          ￥60,580 
(ヘルメット Helmet)            ￥91,680 
(非常持出用品 Emergency supplies)  ￥135,534 
 合計        Total               ￥429,174 
マイナス分は他の事業費より支出。
Shortage of funds was paid out of operating expense. 

 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 

2012年は法人設立5周年を迎えますので、5周年記念イベントを実施予定で

す。イベント実施のためにご寄付を使用させていただきたいと思います。 
In 2012,we’ll celebrate the 5th anniversary of 
incorporation. So, we’d like to use donation to hold 
the celebration event. 

必要金額

(Required amount)

￥200,000 
(会場費 hall expense) ￥135,000  
(照明・音響設備使用料 Acoustic , lighting equipment fee) 
￥58,000 
(その他 other) ￥35,000 

その他の必要な支援内容

(Other requested 
assistance)

会場装飾などを格安で行なっていただけるところがあると教えていただきたい

です。 
If you know the hall decoration with cheap cost, 
please tell us about them. 
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・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Message to the sponsors（メッセージその他）

私たちの事業所のある名古屋市港区木場町は、海抜0メートル地帯にあります。昨年の3月に起こった東日本大

震災から津波の恐怖を改めて実感いたしました。 

あの震災から一年が経とうとしていますが、障害のあるメンバーを抱えてどのように避難をするか、現在もまだ模

索中であります。どうしたら良いのか当初は皆目見当もつきませんでした。 

そのような状況の中で、避難する際に必要不可欠な物を準備することから私たちの防災準備が始まりました。 

2011年のウォーカソンより頂いた寄付金で、防災備品の購入をスムーズに行うことができとても感謝しています。 

 

 
Kiba, Minato-ku,Nagoya in our office is located in the zone 0 meters above 

sea level. The Great East Japan Earthquake 
occurred , we have realized anew the 
horrors of the tsunami. 
One year passed, now we are considering 

about how to escape from tsunami with 
serious handicapped people. After occurring 
the Great East Japan Earthquake, we 
couldn’t think and find how to do. 
In such a situation, we started disaster 

prevention by buying emergency supplies. 
We appreciate to purchase of disaster 

equipment smoothly, thanks to donations .  

運搬用カート Cart ヘルメット Helmet 
雨水タンク Rainwater tank 

発電機 Generator 
非常持出用品の一部 Emergency 

supplies 



2011 Walkathon Report 
 

・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization name) 
NPO法人 HIVと人権・情報センター中部支部

NPO Japan HIV Center(Chubu-branch)

活動内容 (Activity) HIV/AIDSの普及啓発と支援を行う

Raise awareness of HIV/AIDS and care & support for PLHIV

Webサイト

(Website) www.npo-jhc.com

団体代表

(Representative)
白川すみ子 Sumiko Shirakawa

担当 (Person in 
charge)

右田麻里子/大郷宏基/大釜正希

Masaki Ogama / Koki Ohgo / Mariko Migita

 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of 

donation received) ￥300,000 

使途内容

(How the donation 
was used)

HIV感染者/AIDS患者支援と在日外国人向けHIV検査相談説明スライド 
(タブレット版)作成 
Care & Support for PLHIV Produce HIV testing counseling visual materials 
for people from other countries 

使途内訳 (Details)

HIV感染者・AIDS患者支援（交通費等）Care & Support    ￥182,360 
HIV検査相談説明スライド Counseling Visual Materials 
翻訳料 Translation cost                                ￥30,000 
制作料  Production Costs                                ￥50,000 
タブレット端末購入代金 Tablet Device Cost               ￥52,800 

合計 Total ￥325,160 
自費支出 Compensation from other budget ￥15,160 

 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 

HIV感染者・AIDS患者支援  Care & Support 
外国人向け検査相談・支援案内パンフレット制作 
【保健センターほか国際エイズ会議（7/21~26アメリカ合衆国ワシントン）にて配布するパンフ】

Produce Hotline, HIV Testing, Care & Support Guide and Brochure 
Distribution: Public Health Center, Nagoya International Center, Aichi 
International Association, Respective International Associations in Aichi-ken, 
19th International AIDS Conference in Washington DC, USA (22-27 July 2012)

必要金額

(Required amount)

HIV感染者・AIDS患者支援（交通費等）Care & Support   ￥170,000 
外国人向けパンフレットの制作 Guide and Brochure 

翻訳料 Translation cost  ￥20,000 
制作料/印刷代 Production and Printing Costs                        ￥30,000 

合計 Total   ￥220,000

その他の必要な

支援内容

(Other requested 
assistance)

HIV検査や患者支援のリソース先として紹介いただくことや、配布物が置ける

ような外国人コミュニティを紹介して欲しい。

We request you to refer people who have trouble with HIV/AIDS or who need 
help regarding HIV/AIDS to our organization as service provider. 
We also request that you introduce us to the relevant organizations which can 
place our productions.
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・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真）
 

購入したタブレット端末は外国人だけでなく、聴覚障がい者向けにも検査説明で応用できる。 
Visual Materials are useful in counseling not only for people who need an interpreter but also the hearing 
challenged. 
 

 

 

 

 

 

 

 

・Message to the sponsors（メッセージその他）
 
[Comments in Post-Testing Questionnaire] 検査を受けに来られた外国人の方からのコメントより 
- Volunteer Staff provided good explanations. I was really relaxed. 
- Good reception and organization. 
- The processes are easy to see for the clients and very good. 
- The topics, which were taught to me in counseling were good lesson. 
- I was learnt very well. 
- I would recommend my friends to come to this center. 
- Every thing was GOOD & hospitality was NICE. 
- My image of AIDS was positively changed. I could take the testing at ease. 
 
制作した通訳教材を使ったカウンセリング訓練は、HIV/AIDS対策員として海外派遣されるボランティアにと
って、とても良い。 
Good counseling training using the visual tools for the volunteers who will be sent to overseas as HIV/AIDS 
program officer. 
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization 
name) 

ＮＰＯ法人風の会

活動内容 (Activity)

障害者施設の運営・障害者のホームヘルプサービス

事業所の運営
おもに重症心身障害者の日中活動の通所施設の運営とホームヘルプサービ

ス事業・年4回会報の発行・地域に根ざした活動として夏祭り、バザー、

地域の小学校と交流学習会など

Webサイト

(Website) http://homepage2.nifty.com/kazenokai/index.htm

団体代表

(Representative) 守田 澄子

担当 (Person in 
charge) 守田 澄子

 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of 

donation received) ２０万円

使途内容

(How the donation 
was used)

障害者通所施設の建設費用の一部

使途内訳 (Details)

建設費の前金 3,815,000円

ウォーカソン 200,000円

合 計 4,000,000円
 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 

障害者施設資金作りのためバザー物品を入れていた倉庫が、柱も

腐って危険な状態にあり、屋根も張りかえないと雨漏りのおそれが

あるため改修工事をしたい。倉庫の一部も撤去することで風通しも

良くなり、エアコンの要らない季節など、自然の風を取り込むこと

により障害者の健康にも良いと思う。国の基盤整備事業で2011年度

新築工事をしたが、古い建物が余計にみすぼらしく景観も大切にし

たいため、是非お願いします。

必要金額

(Required amount) 自己資金20万円（ 改修費予定額１００万円）

その他の必要な

支援内容

(Other requested 
assistance)

ボランティアにきてほしい、尽力など
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・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真）
 

 
 

施設が手狭になるため新築した建物と古い建物 
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・Message to the sponsors（メッセージその他）

国の基盤整備事業に応募したところ2000万円の補助金が下りることになりましたが、自己資金が

800万円以上いることがわかり少しでも足しになればと貴団体の寄付金を急きょ利用させて頂くこ

とにしました。

ふきのとうの通所施設の老朽化と旧法施設から新法施設に移行したことにより定員が10名から20

名になった。今の状況でも手狭で、特に帰りの時間になるとトイレ待ちで送迎車の出発が遅れ困っ

て困っていました。今回、事務所と物置小屋を壊し2階建てにし、トイレやおむつ交換専用部屋を

増やすことでトイレ待ちの解消ができ、活動もスムーズに行なえることになります。また、一人ひ

とりのニーズに合わせたカリキュラムにも取り組むことができます。

障害者の人間らしい生活をサポートしてくれる人材の育成と教育、一生の仕事としてこの職場に

骨をうずめてもよいという覚悟を持ってもらえるだけの職員報酬の確保が今不足していると考えて

います。行政もこの財政難の中、チャリティーウォーカソンの寄付金は私たち障害者の支援団体と

してはありがたいものです。

まだまだ障害者の一人暮らしを計画支援するためには、お金と人材確保が必要です。

改修工事をしたい倉庫のベランダ 
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・支援団体について

団体名  児童養護施設 金城六華園 

活動内容 

 

 保護者及び養育者が養育困難な状況にあるか、保護者及び養育者がい

ない児童や虐待等の家庭環境に恵まれない2歳~18歳までの児童が入所

し、将来的自立に向け、支援を実施しています。 

The situation that is hard to bring up a protector and a rearer 

includes it, or the child to underprivileged 2 years old - 18 years old 

enters home environment such as a protector and a child or the 

abuse that a rearer is not and, toward future independence, carries 

out support. 

Webサイト  無 

団体代表  施設長 馬場 専 

担当者  事務員 高山 淳 
 

・２０１１年のウォーカソンの寄付金について 

寄付金額  1,000,000円 

 

使途内容 

 

施設改築資金として積立させて頂きました。 
I did savings as an institution reconstruction fund. 

 

使途内訳 

 

2013年3月完成予定の園舎改築資金として、全額使用させて頂きます。 

 

I use it as a completion planned nursery school building reconstruction 

fund in full in March, 2013. 

 

・
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２０１２年のウォーカソンの寄付について 

予定している   

活動内容 
2013年3月に新園舎完成予定です。 

It is a new nursery school building completion plan in March, 2013. 

必要金額  

その他の必要な

支援内容 

 

2012年度においても、改築にご理解とご支援頂ければ幸いです。 

In 2012, I am happy if I have reconstruction support it with 

understanding. 

・写真（寄付によって購入した物品や行ったイベントなど） 
 

現在の工事進捗状況と完成予想図です。現在プレハブ宿舎の方に引越しが終了し、旧建物の解体をしており 

ます。 

It is current construction progress and completion forecast map. Moving is finished towards 

  the prefab house lodgings and dismantles the old building now. I have you support it, and  
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・メッセージその他 
 

子どもたちは、完成予想図をみて、「名古屋城より大きい施設ができるの？どんな色になるの？台所が各部

屋にあるよね？お菓子をつくりたい！料理がしたい！三階建て？東谷山あるし景色良いよね！三階に住みた

い！個室になるから嬉しい！部屋のインテリア決めていいの？グランドには、芝生を植えるの？芝生でサッ

カーしてみたい。」と笑顔と期待でいっぱいです。 

 職員からは、ユニット形式になることによって、「子どもたちがおちついて生活でき、心の安定につなが

る。個別に、対応できるので多様化する個性に対応しやすい。自立に向けての生活指導が向上する。」と子

どもの処遇向上に対する期待をしております。 
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Children will look at the rendering, cooking! Want to make you want to candy? I'll in each room is the 

kitchen? Become can facilities larger than Nagoya Castle? "Any color! tougokusan? Three-storey is 

filled with hope and smile? ground No it whatever interior of the room! happy, and. "I want to try to 

football on the lawn? planting a lawn from which private room! want to live on the third floor! I'll good 

scenery and some.  
 From staff, improved lifestyle guidance towards self-reliance. Easy to diversify in response to 

individuality by becoming a unit format, children can live calmly, "lead to the stabilization of the heart. 

Individually, so that can accommodate We have expectations for the treatment of children and 

improve. "to. 

毎年、ご支援頂きましてありがとうございます。 
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization name) 認定NPO法人CAPNA

活動内容 (Activity) 子どもの虐待防止

Webサイト

(Website) http://www.capna.jp/
団体代表

(Representative) 理事長 高橋 昌久

担当 (Person in 
charge) 事務局長 今西 洋子

 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of 

donation received) ２００，０００円

使途内容

(How the donation 
was used)

電話相談広報カード

使途内訳 (Details)
カード（３万枚）作成代金 ２２６，８００円

２６，８００円は団体負担

 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 親子の絆づくり講座の開催

必要金額

(Required amount) ２００，０００円

その他の必要な

支援内容

(Other requested 
assistance)

電話相談ボランティアの募集などに協力をおねが

いしたい。

また、翻訳のボランティアをしていただける方が

あれば紹介していただきたい。
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・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真）

・Message to the sponsors（メッセージその他）

寄附金で作成したカード３万枚は県内の子育て支援施設、相談窓

口に配布し、子育てに悩む親や子どもからの相談を促していま

す。また、過去の虐待の傷に悩む方からの相談電話も増えていま

す。一本の電話から、少し気持ちが楽になり、前向きになる方が

増えることを願っています。 
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization 
name) 

笹島キリスト教連絡会

Sasashima Christian Association

活動内容 (Activity)
野宿生活者する方々への炊き出し支援と広報活動。
Support for homeless people(by providing a Soup kitchen and

information).

Webサイト

(Web Site) 
団体代表

(Representative) 事務局長 野村 潔 General Secretary Kiyoshi Nomura

担当 (In charge) 近澤淑子 Yoshiko Chikazawa

 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount

of donation) \300,000

使途内容

(How the 
donation used)

野宿生活者への炊き出しの費用にあてています。
The cost of providing food(boiled rice) to homeless people in the

Chubu area.

使途内訳

(Details)

1回あたり30,000円×105回＝3,150,000円

―毎週月・木曜日と第5土曜日―

・食材費、水道光熱費、ガソリン代、消耗品など含む

・1回に平均250名、多い時で300名余の食事を用意

（マイナス分は献金・寄付・カンパ収入から支出）

1 cost \30,000×105times＝\3,150,000

-Every Monday and Thursday,and Fifth Saturday-

・ The cost of foods,water rates,electricity,gas,
gasoline detergent etc.

・Each time,we prepare on average 250meals. (sometimes up to 300

meals.)

（Any shortage paid out of donations.）

 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 
これまで同様、野宿生活する方々への炊き出しおよび広報活動を継続して

行います。
We will continue to provide the Soup Kitchen and information.

必要金額

(Amount of Donation 
You Need)

\400,000

（食材はじめ諸経費がかかり、資金が必要ですので、昨年より少しでも多

くご支援いただければ幸いです。）
（We need funds for the Soup Kitchen.）
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その他の必要な

支援内容

(Others)

炊き出しの準備や配食を一緒にしてくださる方を歓迎します。

We welcome any help(volunteers) for preparation and distribution

of meals.

・Pictures etc（写真（寄付によって購入した物品や行ったイベントなど））

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

炊き出しを行っているところ（この日のメニューは中華風親子丼でした。）

One day at the Soup Kitchen(Chinese style chicken and egg rice bowl)

・ Message（メッセージその他）

長引く不況のため、野宿生活する方々にとって、とても厳しい状況が続いています。

炊き出しの現場では、配食だけでなく、医療相談や生活保護申請の相談など、さま

ざまな支援活動、また情報交換が行われています。

ひとり一人の尊厳が守られるよう、これからも支援を続けていきたいと考えてい

ます。

また、炊き出しには、名古屋インターナショナルスクールの先生や生徒さん始め、

様々な人々が関わってくださっています。私たちは、皆さんのプログラムに対す

る情熱や動機などが、多くの名古屋市民、ひいては日本に住む人々に広がること

を期待しています。

引き続き皆さまのご支援をいただきますようお願いしたします。

（笹島キリスト教連絡会 事務局長 野村 潔）
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During this long recession,living conditions for the homeless have been

very difficult.

At the place where the Soup Kitchen is held,we have several activities and

probide information, medical advice,and advice about applying for

welfare,etc..

We will continue these activities for the homeless to help them, retain

their dignity.

Fortunately teachers and students from Nagoya International School,and

different people organized support groups for the Soup kitchen

activities.We hope that their devotion for the program will spread to all

people of Nagoya city and throughout Japan.

Thank you for your understanding of the purpose of our activities and your

continued support would be greatly appreciated.

(Sasashima Christian Association General Secretary Kiyoshi Nomura)
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization name) 社会福祉法人さふらん会 さふらん生活園

活動内容 (Activity)

知的障害者の方々の自立訓練の場として、生活

面や作業面でサポートしています。作業として

は、クッキー、手すきハガキ、マット・織物など

の製品を製造・販売するほか、アルミ缶や古紙回

収などのリサイクル事業を行い、地域の方々との

連携をはかっています。
Webサイト

(Website) Safuran-kai.com
団体代表

(Representative) 理事長 早乙女 哲自 Saotome Tetsuji

担当 (Person in 
charge) 施設長 船戸 章

 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of 

donation received) 150,000円

使途内容

(How the donation 
was used)

10月の知多半島日帰りバス旅行のために使わせ

ていただきました。

使途内訳 (Details)

貸切バス代 136,600円（添乗員費用含む）

有料道路代 15,000円

観光船代 35,360円（＠680ｘ52名）

昼食代（宴会） 273,000円（＠5,250ｘ52名）

カラオケ代 10,500円

合 計 470,460円

貸切バス代は家族会から援助いただきましたの

で、その他の費用に充てさせていただきました。

不足分は施設事業費より支出しました。
 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 

2012年度も年1度の日帰り旅行を皆さん楽しみにし

ていますので、計画したいと思います。その費用

の一部に貴団体の寄付金を使わせていただけれ

ば、大変ありがたく存じます。
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必要金額

(Required amount)
150,000～200,000円程を希望します。

その他の必要な

支援内容

(Other requested 
assistance)

・ ５月26日（土）にさふらんまつりを行いますの
で、当日ボランティアを募集しています。

・ 年３回（９月、11月、1月）土曜日の午前中を使
って、私達の施設の障害者と共に音楽ライブス

テージや各種エンタテインメントを提供いただ

ける個人、グループを募集しています。

 
・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Message to the sponsors（メッセージその他）

日帰り旅行の当日はとても良い天気に恵まれ、知多半島をバスで南下して、師崎から高速船で

日間賀島まで行き、島のホテルで大宴会。新鮮な魚介類の昼食をいただき、カラオケ大会も

盛り上がりました。今後も私どもの活動にご理解をいただき、引き続きご支援くださいます

お願い申し上げます。
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization name) 重度の人達の自立を支援する会 さぽーと２

活動内容 (Activity) 障がいの重い人達の地域生活を支援する

Webサイト

(Website) 
団体代表

(Representative) 安藤 京子

担当 (Person in 
charge) 近藤 すゑ子

 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of 

donation received) ４００，０００円

使途内容

(How the donation 
was used)

活動センターねーぶるの利用者45名と引率職員及び、ボランテ

ィアとともに一泊旅行をしました。

使途内訳 (Details)

（交通費） 2,400円×45名= 108,000円

（食事代） 1,300円×45名= 58,500円

（宿泊代） 11,000円×45名= 495,000円

（ﾚｸﾚｰｼｮﾝ･土産代）1,500円×45名= 67,500円

（下見代） 35,000円

計 764,000円（不足分は事業費より負担）

 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 

今までは、障がいが重い故に全員一緒に行くことができず2011年の

一泊旅行はグループ別になりました。

メンバー（障がい者）にとってみんなで行くことにとても大きな意

味があり、メンバー達のつながりも深くなり、表情が違います。

2012年はどんなに障がいが重くても（ミキサー食・胃ろう）一日一

日充実した生活を送らせたいし、当たり前の体験をさせてやりたい

との思いで企画(日帰り旅行・ディキャンプ・スキー等)しました。

毎日、命と向き合いながら暮らしているメンバーたちに家庭の中で

は味わえない喜びや明日への力を一つでも増やしていきたいと親や

支援者は願っています。

今年もご支援、ご協力頂きます様お願い申し上げます。

必要金額

(Required amount)
560,000円

（8,000円×70人＝560,000円）
その他の必要な

支援内容

(Other requested 
assistance)

障がい者でも利用しやすい施設の情報が欲しい

一緒に企画に参加してくれる方を探しています。
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・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Message to the sponsors（メッセージその他）

２０１１年は全員一緒に旅行に行くことができず、グループ別に出かけました。そ

の一つのグループの様子です。 
旅行に行く時期、メンバーの体調等を考慮しながら、旅行に行く決心をしました。

旅行のプレ企画として、メンバーがなかなか体験できない、うどん作り、紙すきを

したり、外食やお泊り体験をしたりして、メンバー、スタッフ共に気持ちを一つに

して準備をすすめてきました。 
旅行先では “本物” のうどん作りや紙すきの体験ができ、メンバーの様子から“本
物”の体験に勝るものはない！と思いました。そして、宿ではお風呂を貸し切りに
して頂いたり、料理に手を加え食べやすいように工夫して頂いたり、二日目の昼食

ではお店の畳の間を開放して頂いたり、ちぎり絵を教えて頂いたりと旅行先の方々

の心温まるお気遣いにこの旅行がどれほど楽しく、かつ、安心出来るものとなった

ことでしょう。感謝の気持ちでいっぱいです。今回の旅行を通して改めて旅行って

いいなと思いました。そんな旅行が出来たのもみなさんのご支援があったからこそ

です。本当にありがとうございました。 
 

ほくほくグループ 
全員集合！ 

豊橋総合動植物公園の、

乗り物に乗ったよ！ 

紙すきの体験を

している様子 
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization name) 社会福祉法人 永美福祉会 しらさぎ福祉園

活動内容 (Activity) 知的障害者の方達へ生活支援及び作業支援

Webサイト

(Website) http://www.shirasagi177.com/
団体代表

(Representative) 沢田 一郎

担当 (Person in 
charge) 小島 真津美

 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of 

donation received) \１５０，０００

使途内容

(How the donation 
was used)

食堂の地上デジタルテレビ及びレコーダーの購入

The donation used to buy TV and recorder.

使途内訳 (Details)

TV 42inch \98,000

Recorder \45,000

取付金具furniture \28,000

計 Total \171,000

Shortage of funds was paid out of operateing

Expense.
 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 
２０１１年度と同様の内容で、２階療育室用テレ

ビ、レコーダを希望します。

必要金額

(Required amount)
１００，０００円

その他の必要な

支援内容

(Other requested 
assistance)
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・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真）

 

 

・Message to the sponsors（メッセージその他）

使用中のテレビが古くなり、このたびの援助でテレビ及びレコーダーを購入

しました。テレビは食堂壁面に設置しましたので、見やすくなりました。 
利用者の方も休憩時間にはみんなで見て楽しんでいます。 
 
 
The TVset we had used for many years was gtting old. 
 Now thanks to your donation,we could buy a new TV set and recorder. 
We put the TV on the wall in the dining room. 
So it is easy for everone to wach TV and videos. 
During a break ,all of us enjoy watching together. 
 
Thank you very much. 
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization name) 
特別非営利活動法人チャイルドラインあいち

NPO Childline Aichi

活動内容 (Activity)

18歳までの子どもからかかってくるさまざまな電話を月・火・金・第4日曜日に

16：00̃21：00まで受けています。子ども専用電話相談をしている団体です

We run a telephone hotline for youth up to 18 years of age Mondays, 
Tuesdays, Fridays, and the 4th Sunday of the month from 4pm to 9pm.  

Webサイト

(Website) http://cl-aichi.net

団体代表

(Representative)
服部はつ代・高橋弘恵

Hattori Hatsuyo, Takahashi Hiroe
担当 (Person in 

charge) 河村育子 Kawamura Yasuko
 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of 

donation received) 200,000円

使途内容

(How the donation 
was used)

公開講座（性・人権・いのちのメッセージ）の開催
講師：がらくた座 木島 知草さん 於：名古屋市女性会館 視聴覚室 
2012年1月29日(日)

第1部10：30～12：30 （子ども・大人一般向け）

第2部13：30~16：00 （チャイルドラインの研修として）
Held a public lecture entitled “Sexuality Human Rights, and Life ”   Lecturer: Garakutaza , Shirikusa Kijima     
Venue: Nagoya City Women’s Hall   AV Room 
January 29th, 2012   1st session: 10:30-12:30 (open to all)   2nd session: 13:30-16:00 (Childline training) 

使途内訳 (Details)

講演料：150,000円 Lecturer’s fee 
講師宿泊費：11900円 Accommodations for lecturer 
講師交通費：23120円 Transportation for lecturer 
講師昼食代：2260円  Meals for lecturer 
会場費：2000円      Venue rental 
雑費：1636円（駐車場代、お茶菓子等 other costs (parking etc) 
合計 188656円 * 会場が安いところが取れましたので予算より安く開
催することができました。We were able to book an inexpensive venue, 
allowing us to hold the event under budget. 

 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 

①  公開講座の継続実施・・毎年開催することでチャイルドラインを知ら 
ない人たちに向けてチャイルドラインのボランティア活動を知ってもらう

こと。チャイルドラインとして大切にしているいのち・人権・生と性につ

いて一般の多くの子ども・大人に向けてのメッセージを込めた社会発信。

この2つを目的として公開講座を今年も開催したいです。 
Public Lecture ・・There are two purposes for holding an annual open seminar. 
Firstly, we can introduce our activities to more people. Secondly, we can 
communicate our message of the importance of life, human rights and sexuality to 
a larger audience of children and adults. 
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②パソコン1台・・ 昨年同様の公開講座の開催に加えて、電話の件数が

増えていてデータ入力も大変骨の折れる作業となってきました。データ入

力用パソコンは精度が悪く不自由しています。円滑にデータ入力が行える

ようにできれば新しいパソコンが1台欲しいです。
We would like to purchase a new computer. Coupled with last year’s public 
lecture, the number of phone inquiries has increased, making data entry a 
backbreaking task. Our old computer is difficult to work with, so we would 
like a new computer for the purpose of data entry.   
 
＊ チャイルドラインは全国の79団体が同じ番号0120‐99‐7777で月～土
（あいちは日曜日も）16：00̃21：00どこからでも無料でかけられるよ

うにネットワークして全国で年間約22万件の電話をとっています。これ

ほどの子どもの声を聴いている電話は他になく聴いた記録は貴重な社会

資源です。そのためデータ入力は必須なのです。
The Childlline’s 79 groups throughout Japan are accessible by the same 
number nationally, 0120‐99‐7777, free of charge from Monday 
through Saturday (Sundays too in Aichi) between 16:00 and 21:00. 
There are approximately 220,000 calls per year, the data for which is a 
precious resource for our society. For this purpose, data entry is an 
indispensible task. 

必要金額

(Required amount) 250,000円

その他の必要な

支援内容

(Other requested 
assistance)

チャイルドラインの応援サポーターを募集しています。
詳しくはチャイルドラインあいちホームページをご覧ください。

We are looking for support volunteers. Please check our website for 
more information.

http//cl-aichi.net

 
・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真）
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・Message to the sponsors（メッセージその他）

20万円という多額のご寄付をありがとうございました。

おかげ様で5年半ぶりにがらくた座の木島知草さんを講師に迎えての公開講座を実施することがで

きました。午前中は一般公開して75名の参加で会場が一杯になりました。人形劇に手遊び、紙芝居

にペープサート、からだ遊びをしながら自分を解放して、自分の中にある偏見や蔑視、性に対する

まちがって植え付けられた知識等から知らぬ間に解き放たれていく開放感と、自分は生きていてい

い存在だと自分を抱きしめられる自己肯定感を味わえる暖かいすばらしい会になりました。子ども

たちの豊かな感性にみちたリアクションは、大人たちへの大きな揺すぶりとなり、たくさんの気づ

きと感動をもたらしてくれました。

会場を去る子どもたちからは「（ちいおばさんと）今度いつあえるの？」「また来たい。」とい

う声も多く、また初めて木島さんに出会った大人たちからも次回を熱望する声が多くあがりました。

午後はクローズの会にして、チャイルドラインに係わる者たちが学ぶ場として設定しました。思春

期の子ども、特に男子からの性に関する電話が多くかかるのがチャイルドラインの特徴です。

しかし、受ける側の私たちは性教育を受けてこなかった世代が多いので、電話の現場で困難を極め

る受け手が多いのが現実です。正しい情報をはずかしがらずにきちんと科学的に伝える技術が足り

ません。そこをしっかりと木島さんに教えていただきました。木島さんのすばらしいところは、情

報を情報としてだけでなく、誰にも分け隔てない目線で、人権をふまえてお話してくださるところ

です。

午後の講座ももう1度のリクエストが多かったです。ひとりでも多くの人に出会っていただきた

い方です。特に子どもたちには性に目覚める前に出会ってほしいです。

今年も是非開催したいと願っております。ひきつづきのご寄付をお願い申し上げます。 
     

Thank you so much for the generous donation of 200,000 yen last year. Thanks to you, we could 
invite Garakutaza’s   Ms. Kijima to lecture for us after a 5 year absence. In the morning session, 75 
participants filled the hall. Using puppets, finger play, storytelling, etc, participants could feel freed 
from their prejudices, disdain, and misconceptions about sexuality. It was a heartwarming seminar 
whereby participants were able to discover a positive self-image and feel that their existence is 
important.  The children’s reactions, rich with emotion, also affected the adults, inspiring realization 
all around. 

 Upon leaving the hall, children’s voices saying, “when can we meet again?” and “I want to come 
back” could be heard. Many adults also expressed their yearning for the next meeting.  

 The afternoon session was a training seminar for people involved with the Childline. The Childline 
receives many calls from pubescent youth, especially boys, regarding sex. However, the reality is 
that many of the volunteers are of a generation that did not have sexual education, making it difficult 
to handle such phone calls. We lack the ability to give correct scientific information without 
embarrassment. That is what Ms. Kijima taught us. Her shining quality is that she gives the 
information without discrimination, treating all humans equally.   
   During the afternoon session, many requested that we hold another seminar with Ms. Kishima. 
She is a person that we hope many youth can meet, especially before they become aware of their 
sexuality. 

We hope that we can hold this seminar again. We would greatly appreciate your donation this year 
again.  
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization name)

特定非営利活動法人名古屋NGOセンター 
NPO Nagoya NGO Center 

活動内容 (Activity)

名古屋NGOセンターは、貧困・紛争・環境破壊などの地球規模の課題を
解決するために、市民が主体となり取り組む活動を支援しています。支

援をとおして、人権、平和、環境が守られる社会の創造を目指していま

す。 
The Nagoya NGO Center supports the activities of citizens taking an 
active role in solving regional problems like environmental destruction, 
civil war, and poverty.   

Webサイト

(Website)
http://www.nangoc.org

団体代表

(Representative)
西井和裕 Kazuhiro Nishii

担当 (Person in

charge)
村山佳江 Yoshie Murayama

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of

donation received) 150,000円

使途内容

(How the donation

was used)

「次世代のNGOを育てるコミュニティ・カレッジ2011」における高山研
修にかかる経費 Costs of the Takayama Training section of the  
[Raising the Next Generation of NGOs Community College 2011] 
 
 講師謝金 Lecturer’s fee 130,000円 
宿泊費  Accomodation   99,000円 
交通費 Transportation    54,700円 
会場費 Venue rental     2,650円 
事務局コーディネート費  
Coordination costs                               150,000円 

（合計）Total                      436,350円 
※ マイナス分は研修生の参加費と自己資金より充当 

Shortage of funds was paid out of trainee participation fees and 
private accounts 

※ カレッジの総事業費は350万円（見込み）
The total operating cost of the “College” program is approx. 
3,500,000 yen. 

使途内訳 (Details)

10名の参加者を得て、およそ半年間（9月～3月）の研修が行われまし

た。研修生の内訳は、会社員5名、学生3名、自営手伝い1名、無職1名で

す。

この研修は、講師から答えが与えられるものではなく、自分で答えを

見つけるというコンセプトで、講座・実践・フィールドワークという

様々な要素を盛り込んで企画されています。研修生は、NGOとは何か、な

ぜ自分がNGOに関心を持っているのか、NGOがプロジェクトを進める上で

大切な視点、目標に向かって人と協働する際の合意形成の大切さなど、

NGO活動の基本について学びました。

ウォーカソンで頂いたご寄付は、NPO法人ソムニードのご協力のもとで
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岐阜県高山市上宝町にて実施したフィールドワーク（高山研修）にかか

る経費として使わせて頂きました。この高山研修では、開発という課題

は途上国と呼ばれる海外だけにあるのではなく、私たちの身近にあるの

だということに気づき、都市と農村の関係性について、過疎化をたどる

上宝町を歩きながら村人へのインタビューを通して学んでいきました。
The training program lasted for approximately 6 months, from 

September to March. 10 participants from different sectors took part, 
including 5 company employees, 3 university students, 1 self-employed 
support staff, and 1 unemployed person. 

The training program was based on the concept of participation and 
self-discovery, involving lectures, practical work, and fieldwork. The 
trainees studied about the basics of NGOs, discussing topics like what an 
NGO is, why they’re interested in NGOs, the important points of carrying 
out a project, and the importance of consensus when working in a group.         

The donation that was received from the Walkathon funded the 
fieldwork part of the training program carried out in Kamitakara, 
Takayama City, with the cooperation of NPO Somneed.  Trainees 
became aware of the relationship between urban areas and farming 
villages by walking around the depopulated Kamitakara and interviewing 
townspeople, realizing that “development” is also a local problem, not 
only concerning so-called “developing countries”.  

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity)

「次世代のNGOを育てるコミュニティ・カレッジ2012」における高山研修にか

かる経費 および カレッジ10周年記念事業にかかる経費

The Takayama training section of the [Raising the Next Generation of 
NGOs Community College 2012] and the “College’s”  10th anniversary 
commemoration project

必要金額

(Required amount)

300,000円のご寄付をお願いします。

We would like to receive a 300,000 yen donation. 
① 高山研修にかかる予算はおよそ45万円です。事務局コーディネート費・講
師謝金・宿泊費・交通費・会場費にかかる費用の15万円分のご寄付をお願い

したいと思います。

The Takayama training program costs approx. 450,000 yen. We would 
like to receive 150,000 to cover the coordination, lecturer, accommodation, 
transportation, and venue rental fees.   
② また、2012年度は、カレッジ10期生を輩出します。1期生から9期生まで
134人の修了生が羽ばたき、およそ半数の人がNGO/NPOのスタッフとして活躍

しています。10年の節目を迎えるにあたり、研修を修了した卒業生の縦のネ

ットワークを再構築していくための企画を行います。修了生の有志に声をか

け、企画作りに参加していただきながらともに創り上げていくプロセスをた

どります。そのための費用として、15万円のご寄付をお願いしたいと思いま

す。

In addition, 2012 will welcome the 10th round of the “College” program 
trainees. 134 people have graduated over the past 9 years, with approximately 
half of them having gone on to work in the NGO/NPO sector. To mark the 10 
year milestone, we are planning a project to rebuild the longitudinal network of 
training program graduates. Employing volunteer graduates, we will work 
together planning the project while tracing the process. For this purpose, we 
would like to receive a 150,000 yen donation.  
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その他必要な支援内容 研修生募集にあたっての広報のご協力を頂ければと思います。

We would appreciate help with advertising to recruit trainees.

・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真）

・ Message to the sponsors（メッセージその他）
ご支援のおかげで、今年も高山市上宝町でのフィールドワークを実施することができました。過疎化をた

どる村の抱える問題を理解し、その村をどうにかしたいと奮闘する方々とも意見交換することができ、研修

生たちは多くの学びを得ることができました。振返りでは、「外部者が支援にはいるときに気をつけなくて

はならない姿勢について、実際に村人にインタビューした経験から学ぶことができた」「上宝町の街を歩い

てみて、町が持つ資源や歴史を理解した。上宝町のことは理解できたが、自分が住む町についてはほとんど

知らない。自分が住む町についてもっと学びたい」といった意見が出ました。

この研修は、NGO/NPOのスタッフを目指す人を対象とした研修です。NGO/NPOスタッフに求められる資質の

1つは、フィールドに出向き、課題を自分で発見する力です。この高山研修で得た学びは、今後NGO/NPOスタ

ッフとして旅立った後に必ず役立つものと確信しています。 

研修生10名にかわり、お礼申し上げます。ご支援、どうもありがとうございました。

  ※以下は、2010年度の修了生の石井良規さんの終了時レポートです（2011年3月）。彼は現在、レスキュー
ストックヤードの職員として宮城県七ヶ浜町に駐在し、東日本大震災の復興支援活動に取り組んでいます。

終了時のレポートには書かれていませんが、先日お会いしたときにNたまの高山市上宝町での体験が、現在

の復興支援活動に活きているとおっしゃっていました。研修の効果は、1～2年後に目に見える形で現れてき

ます。

岐阜県上宝町 
Kamitakara, Takayama City 

講師の竹内ゆみ子さん（ソムニード） 街歩きの振返り 休憩中のおばちゃんにインタビュー 

とうふ屋のおばちゃんにインタビュー 
Interviewing a tofu maker 

上宝町の街歩き 
Walking around Kamitakara 

「都市と農村の良い関係」について議論

を交わす参加者  
Participants discussing [A good city-farming 

village relationship] 
 

米を作る会社を立ち上げた社長さんの話

を聞く 
Listening to a talk given by the president of 
a self-started rice manufacturing company 

アレルギーの子どもたちが食べられるパ

ンを作るお母さん達の話を聞く 
Listening to a talk given by mothers who 

make bread that kids with allergies can eat 
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「私は、この「Nたま」研修に参加することにより、自分自身の想いや在り方、姿勢をクリアにすることが

できました。企業で勤めていたときに漠然と感じていたもどかしさが、講座を通して、知識、視点、手法を

学び、活動している方々の想いに触れることによって、具体性を持ち、より興味・関心を掘り下げることが

できたと感じています。 
   全体を通して確認できたことは、やはり行動のスタートは「何とかしたい」という想いからだということ。
そして、想いがなければ何も始まらないが、想いだけでは実現できないということ。また、いかに純粋な気

持ちからの行動でも自分と相手という対面の関係を見失えば全く相手の為にならず、むしろ、加害者になっ

てしまうことも有り得るということ。誰かの為に何かをしようと思えば、多かれ少なかれ影響を与える存在

になるということ。このようなとても当たり前なことを、多くの人と活動に触れることで、今まで以上に考

えるようになりました. 
特に強く感じたことは、「私」と「あなた」は全くの別物だということです。違う場所に生まれ、違う人

生を過ごし、違う考えを持っている。その違いは環境が近ければ、さほど気にならないこともあるが、生活

水準の違う国に行くとより顕著に感じ、私が思う幸せは、その人にとって幸せでなく、私が感じた悲惨さは、

その人にとっての日常。これだけの差があるのだから、お互いを理解するためにはどれだけの時間をかけて

も足りないほどだと。だからこそ、相手の心に寄り添う。顔の見える関係は、どれだけ支援を続けていった

としても忘れてはならないと思います。

技術の発展や、人と人とのつながり、社会の不透明化。様々な問題が複雑に絡み合った今の社会で、絡ま

った紐の一本でも解いていけるように、唯々諾々とではなく、実践躬行していけるよう、努めていきたいと

思います。そして、この研修の中で知り合った方々との出会いが、私にとっての一つの大きな成果であり、

この関係をどう深め、自分自身がコネクターとして広げ、つなげていくのかが今後の課題でもあります。

この研修では、高校、大学の頃にとっくに折り合いを付けていたはずの、生きていく上での疑問や葛藤を、

再び繰り返し反芻することになり、とても辛くもありました。が、参加できて本当に良かったと思っていま

す。

この「Nたま」研修を主催していた

だいた、名古屋NGOセンターの職員様、

加盟団体様、また、時間を割いていた

だいた全ての方に心より感謝いたしま

す。」

 
  

 Thanks to your support, we were able to carry out the fieldwork in Kamitakara, Takayama City again this year. 
Trainees were able to learn many lessons by exchanging ideas with townspeople who are struggling with what to do 
with their town, finally understanding the problems of a depopulated town. Reflecting upon their experiences, one 
commented “I learned so much from actually talking to local people that supporters who are always on the exterior 
can never learn.” Another participant wrote, “By walking around Kamitakara, I learned about the town’s resources 
and history. Now I know about Kamitakara, but I know almost nothing about the town I live in. I would like to learn 
more about my town.” 

The training program targets people interested in working in the NGO/NPO sector. One of the sought after 
qualities of an NGO/NPO staff member is the ability to go out into the field and discover problems. We are sure that 
the lessons learned at the Takayama training program will be of help once the trainees have become NGO/NPO 
staff members. 

 On behalf of the 10 participants, I would like to thank you the sponsors for your support.  
   
 
 Below is the completion report of the 2010 “College” graduate, Mr. Yoshinori Ishii (written in March 2011). 

Currently, as a staff member of the NPO Rescue Stock Yard, he is posted in Miyagi Prefecture involved with 
reconstruction support activities. Though he didn’t write it in his report, he told me when we met recently that his 
experiences at the “N-tama” training in Kamitakara have informed his current reconstruction work. The fruits of the 
training are materializing 1 to 2 years later.  

 
 Through my participation in the “N tama” training, I was able to clear my mind and reevaluate my thoughts and 

way of being. When I worked as a company employee, I felt a vague sense of frustration. Through the program, I 

2012年1月21日に東日本大震災の
支援活動の報告をする石井さん

（中央）。足湯体験をする報告会

の参加者。 
January 21, 2012 
Mr. Ishii (center) giving a report 
about Eastern Japan disaster aid 
activities. Participants at a debriefing 
session where they experience foot 
baths. 
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gained knowledge, perspective, and technical skills. I feel that I was able to give shape to and deepen my interests 
by exposure to the ideas of people active in this field. 

The program helped me confirm that all action starts from the idea “I want to do something”. Nothing starts 
without that idea, however nothing can be realized by ideas alone. Further, action brought forth by a simplistic desire 
to help could lead to losing sight of your relationship with the other party, not helping them at all, and even turning 
you into a victimizer. When you decide to do something to help somebody, you will have an influence on them, 
however big or small. Thanks to my exposure to a great number of people and activities, I have been able to think 
about this very basic concept more than ever before.    

I was especially struck by the fact that “I” and “You” are completely different entities. We were born in different 
places, lead different lives, and have different thoughts. The closer the environment, the more moderate the 
difference. In the case of countries with different living standards, the difference is remarkable; what I consider 
happiness is not so for the other person; what I consider tragedy is everyday life for him. Because there are so many 
differences, I feel like there is never enough time for us to get to understand each other. That’s why it’s important to 
get physically close to the other party. I believe that a real live relationship will never be forgotten, however long the 
aid continues.  
     Technical development, human relationships, the lack of transparency in society. In our current society entangled 
with complex problems, I will work hard so that I may be able to disentangle just one of the problems. Furthermore, I 
consider the encounters with various people during this training program to be one of my greatest accomplishments, 
and it will be my task from today to figure out how to deepen these relationships, whether or not I will be the 
connector and so on.         
     During the training, I once again ruminated over many of the questions and struggles of life, which I thought I had 
come to terms with back in my high school and university days. At times it was painful, but I am truly glad that I was 
able to participate.  
      I deeply appreciate the sponsors of the “N-tama” training, the Nagoya NGO Center, as well as the participating 
organizations, and all the people who spared their time for us. 
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization name) 
社会福祉法人名古屋キリスト教社会館 
Social Welfare Service Nagoya Christian Shakaikan 

活動内容 (Activity)
福祉事業を通じて、誰もが自己実現できるような福祉コミュニテ

ィづくりを推進します。A welfare program promoting a welfare 
community creation where everyone can express themselves  

Webサイト

(Website) http://shakaikan.com

団体代表

(Representative) 理事長 池田 義 Takayoshi Ikeda
担当 (Person in 

charge) 湯浅 登 Noboru Yuasa

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of 

donation received) ￥４００，０００円

使途内容

(How the donation 
was used)

障がいある人たちの地域生活をサポートする新しい５つ目のケアホーム

の生活備品の購入をました。 
We purchased appliances and goods for a new care home (the5th) to 

support the lifestyles of people with disabilities. 

使途内訳 (Details)

冷蔵庫refrigerator 140,000 ガステーブル    gas table   29,800 
炊飯器 rice cooker  50,000  電子レンジ  microwave   38,000 
電気ポットhot water pot  10,000  オーブン      oven           14,300 
液晶テレビ TV               70,000    洗濯機   washing machine    53,000 
乾燥機 dryer            65,000  ユニット台           shower     13,000 
掃除機 vacuum        26,800 ファンストーブ     heater    29,800 
ウオシュレット toilet       75,000  照明機器   lights           22,500 

値引き ‐17,200  
Total 計 ￥620,000 

マイナスは他の事業費から支出  
Shortage of funds was taken out of other accounts. 

 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 

ケアホームで暮らす障がいの重い人たちにとって自然の中で楽しむ機会が

少ないので自然の多いキャンプ地でバーべキュー等を楽しみたい。

（障がいのあるホームの人たちにとって、ホームの利用料を払うと年金の

ほとんどがなくなり、旅行等を計画する事も困難な状況なので援助いただ

けると、いろんな体験を広げることができる。）

We want to take the people with severe disabilities on a trip to a 
campsite out in the country so that they can experience nature.  
(For handicapped people living in a care home, their pension just 
about covers the care home expenses. With donations, there is a 
possibility for traveling and having many other enriching 
experiences.)

必要金額

(Requiredamount)
４００，０００円

（１０，０００×４０人＝４００，０００円）

その他の必要な

支援内容

(Other requested 
assistance)

車椅子の仲間でも気軽に利用できるキャンプ場との情報があったら教えて

ほしい。
We would like information about wheelchair accessible campsites. 
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・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真）

 

 

・Message to the sponsors（メッセージその他）
家での生活や施設の生活から新しくホームで地域での生活を始めた４人の仲間たちです。共有する

電化製品や生活備品の購入できるようになって個室の自分の部屋で自分らしい生活をするためにとても

助かっております。自分らしい生活を目標に努力していきたいと思っています。

今後ともよろしく応援して下さい。
  We are the four friends who started our new lives living in our new shared home. The shared 
appliances and everyday items that we purchased with the donation help us to live happily in our 
individual rooms.  We are making efforts to live on our own.  
  We hope that you will continue to support us in the future! 

ウオーカソンにホームの仲間も積極的に参加し今年は自分たちも楽しもうと意気込んで参加しまし

た。ちょっとの雨なら歩こうと思っていたのですが、予想以上の雨で途中で残念ながら引き返してき

ましたが、企画・催しを楽しむことができました。展示ブースでは自分たちの今のホームの生活等展

示しました。もっといろんなところに行き、いろんな体験や交流をしていきたいと思っています。
 Again this year, friends from the care home actively participated in the Walkathon. We decided to 

do the walk in the light rain, when an unexpected heavy rain made us go back midwalk. Still we 
enjoyed the events and attractions. We exhibited items from our care home at the exhibition booth. 
We would like to go to more places, having different experiences and meeting people.   
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization 
name) 

社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会

活動内容 (Activity) 知的障害児・者が「地域での普通の暮らし」を送れることをめざして、活動

しています。

Webサイト

(Web Site) www.nagoyaikusei.info/
団体代表

(Representative) 理事長 仁木 雅子

担当 (In charge) 広報啓発委員長 仁木 雅子
 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount

of donation) ¥200,000

使途内容

(How the 
donation used)

① 幼児・学齢児サマー事業（知的障害児向け夏休み余暇支援）
② ティー＆トーク(発達に遅れを持つ乳幼児の母親に対するピアカウンセリング事業)
③ 交流スポーツ大会(知的障害者のスポーツ体験とスポーツ振興)
④ フライングディスク教室（知的障害者向けフライングディスク教室）
⑤ 青年の会（知的障害を持つ青年の当事者活動）

使途内訳

(Details)

A total business expense Amount of donation

① \105,553 \90,000

② \10,000 \10,000

③ \45,000 \45,000

④ \41,580 \35,000

⑤ \50,000 \20,000

Total \252,133 \200,000

The details are attached sheets

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 

① 幼児・学齢児サマー事業（知的障害児向け夏休み余暇支援）
② ティー&トーク（知的障害児をもつお母さんたち向けピアカウンセリング）
③ 育成会交流スポーツ大会（参加者・550名）
④ フライングディスク教室（知的障害者向けﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ教室・17名×5回）
⑤ 青年の会（知的障害を持つ青年の当事者活動・50名×月1回）
⑥ 【新規】作品展 ｉ（知的障害児・者の）!

必要金額

(Amount of Donation 
You Need)

¥300,000

その他の必要な

支援内容

(Others)
知的障害児・者を支えてくださるボランティアを

必要としています。
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・Pictures etc（写真（寄付によって購入した物品や行ったイベントなど））

・Message（メッセージその他）

知的障害児・者に引き続き温かいご支援を願いします。
!

 

サマー事業

ティー&トーク

本人の会

おそろいの

Ｔシャツで

東日本大震

災の募金活

動♡

フライングディスク教

室

交流スポーツ大会

パンくい競争 
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別紙 
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会

平成24年度ウォーカソン助成対象希望事業

～知的な障害のある人のライフステージ・地域生活を支援する～ 
希望助成金額合計300,000円 

1. 幼児・学齢児サマー事業（生活支援センター事業）  
幼児期・学齢期の知的な障害のある子ども達を対象に「自立と社会参加への力を培う」

ことを目的として、ボランティアによる手厚い支援協力により夏休みの余暇活動を支え

ています。 
! 希望助成金；90,000円 （ボランティア旅費・経費を中心に） 
 

2. 「青年の会」（本人活動支援事業） 
平成10年に設立された知的な障害のある本人たちの会です。本人たちの自立に向けての
研修や余暇活動を生活支援センター「えん」本人活動支援事業として展開しています。 
! 希望助成金額；20,000円 （ユニフォームのTシャツ作成費として） 
 

3. 「フライングディスク教室」（余暇・スポーツレクリェーション支援事業）参加者50名
×月1回 
平成17年度から開講し、どのような障害のある方でも手軽に楽しめるスポーツとして
年々楽しむ方が増えており、本人の生涯スポーツの一つとして支援を展開しています。

フライングディスク大会を開催し、意欲・スキルを高める支援をしています。 
! 希望助成金額；35,000円 （フライングディスクのゴール１基購入の経費） 
 

4. 「ティー&トーク」  
育成会が経営するいこいの家を回り、障害のある小さな子どもを持つ母親の皆さんの悩

みや不安、福祉サービス利用のご質問、さまざまな支援に対するご意見などをお聞きし

て、ピアカウンセリングし、そのニーズを当事者団体の活動に活かします。 
! 希望助成金額；10,000円 （年2回×いこいの家3カ所のカウンセリング実施経費） 
 

5. 「交流スポーツ大会」  
育成会会員および本会運営施設の利用者、家族、職員が一堂に会し、親睦・交流を図り、

スポーツに親しみ、楽しく競技する喜びを体験する機会としています。フライングディ

スク競技会を併催し、知的障害者スポーツの振興もはかっています。 
! 希望助成金額；45,000円 （パン食い競争のあんぱん購入経費の一部） 

 
6. 「作品展i」【新規助成希望事業】 
会所属のご本人の皆さんの創作活動を応援するために、平成24年度に作品展iを創設する
ことになりました。（平成23年度は別添資料のプレ作品展を開催しております。） 
! 希望助成金額；100,000円 (ギャラリー借用費を中心とした、開催経費) 
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization 
name) 

Nanzanryo 南山寮 

活動内容 (Activity) Orphanage 児童養護施設 
Webサイト

(Web Site) http://www.nanzan-v.com/nanzan_r.html 
団体代表

(Representative) Katsumi Yamada 施設長 山田勝己 

担当 (In charge) Katsumi Yamada 同 上
 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount

of donation) ￥300,000 

使途内容

(How the 
donation used)

Fixing Walls and floors  
穴のあいた壁や床の補修工事 

使途内訳

(Details)
Repair walls and doors ￥352,380

 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 
We would like to fix the doors of children’s 
room 

必要金額

(Amount of Donation 
You Need)

￥350,000 

その他の必要な

支援内容

(Others)
Graduation trip for leaving children 
施設から自立する児童と担当職員の卒寮旅行を企

画したい
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・Pictures etc（写真（寄付によって購入した物品や行ったイベントなど））

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Message（メッセージその他）

 
These walls had many halls before. Now they have no halls. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A dirt and the tear have let the heart of children be in confusion. Thanks to your support, they became 

beautiful now. 
 
We would like to fix the walls and floors of girls’room and guarantee their privacy if you can support it 

on the next time. 
 
For children who cannot but live on domestic circumstances in Nanzanryo Orphanage, please cooperate 

 with warm support continuously. 
 
 
壁に汚れや穴があったため、子どもたちの心をさらに荒んだ気持ちになりがちでしたが、皆様

の支援のおかげで今はすっかりきれいになりました。 
 
もしも続けてご支援いただけるなら、次回は女子の部屋の壁や床を補修し、プライバシーへの

配慮をはかりたいと思います。 
 
家庭の様々な事情で南山寮で暮らさざるを得ない子どもたちのため、引き続き温かい支援をよ

ろしくお願いいたします。 
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＜来年度の修復希望箇所の写真＞

南山寮３Ｆ 女子フロア

↑ 上記のような壁の穴や壁紙の破れがいたるところに存在しています。

↑ 児童の居室のドアのあちこちに上記のような破損がみられます。
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization name) 
NPO法人 日本ハンディキャップテニス連盟 
NPO Japan Handicapped Tennis Federation 

活動内容 (Activity)

スポーツテニスの新分野開発と啓蒙  
スポーツテニス参加の条件や制約を外して誰でも楽しめるスポーツに  
スポーツテニスの魅力を様々な環境の中に活用  
Developing a new genre of tennis  
Making tennis a sport that anyone can enjoy, freed from conditions and 
restrictions 
Utilizing the appeal of tennis in a variety of environments 

Webサイト

(Website) www.jhtf.org 
団体代表

(Representative) 三宅孝夫 Takao Miyake  
担当 (Person in 

charge) 神崎裕基 Hiroki Kanzaki 
 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of 

donation received) 200,000円

使途内容

(How the donation 
was used)

・「スポンジスーパテニス魅力と楽しみ方」ＤＶＤ再編集   
「The Appeal of and Way to Enjoy Sponge Super Tennis」DVD editing 
・配布先リスト作成 Creation of a distribution list 
・配布用ＤＶＤ作成 Production of a DVD for distribution 
・ＬＤ・ＡＤＨＤ・アスペルガーの親子交流  

Interchange event for families of children with learning disabilities(LD)/ 
ADHD/Aspergers 

・ＬＤ・ＡＤＨＤ・アスペルガーの子供と健常者の子供たちの合同合宿開催 
Overnight camp for children with and those without LD/ADHD/Aspergers 

・スポンジスーパテニス（バリアフリースポーツを考える）体験会開催 
(Barrier free sports) Sponge Super Tennis event organization  

・ ４/13、指導者講習会＆ＤＶＤ教材撮影会を開催し、ＤＶＤを作成しました、 
何度も本部と合同で編集をしてきました。 
April 13th,held a seminar for instructors and filming of the instructional DVD. 
The DVD was produced and edited with the cooperation of the headquarters. 

・ 春からは、ＬＤ（学習障害）の子をもつ親の会に参加をきっかけにその子た
ちと、一緒に勉強会を何度も開催し、話し合い、小・中学校生を対象に2泊3
日の合宿を企画しました。一緒に学び、身体を動かしているうちに、自然な

つながりを持てるようになりました。様々な課題はありますが、テニスを通

じて身体と目を動かすことにより、集中してイスに座り、学習が継続できる

ことを学びました。 
Since the spring, we have held discussion groups and study groups with 
parents of children with LD. Based on these interactions we planned a 3 day, 2 
night camp for elementary and junior high school students. By studying and 
playing together, the participants naturally formed a bond. Though LD is a 
complicated issue, playing tennis gives children a chance to enjoy moving their 
eyes and bodies, helping them develop the ability to sit down, concentrate, 
and study. 

・ 昨年の体験情報を基に、小中高学校、特別支援学校、障害福祉関係に単なる 
軽スポーツではなく、ビジョントレーニングや心の改善にもつながること等

の情報をプラスして、配布する準備を進めています。 
本年度は、当プログラムに興味をもっていただいた、学校や団体に希望があ
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れば説明指導をしていくつもりです。 
今年は、岐阜県は清流国体で全国から人が集まる年なので、岐阜県を中心に

配布をしていく方針です。 
・ Based on the information from last year’s events, we are preparing to 

distribute information not only about tennis as a light sport, but adding the 
connection of sports with vision training and emotional betterment.  
This academic year, we plan to offer instructional advice to those 
organizations and schools interested in our program.  
This year, there will be a national event held in Gifu Prefecture, so we are 
targeting Gifu organizations for distribution.  

使途内訳 (Details)

ＤＶＤ編集費用 DVD Editing cost                           ¥110,000 
ＤＶＤ付属印刷費用 DVD printing  ＠200 200 ¥40,000 
（以下数量未定, the following amount has not been decided） 
ＤＶＤケース費用 DVD case cost 
ＤＶＤ                       ＠1500  200 ¥300,000 
ＤＶＤ送料 DVD Postage   ＠650 200 ¥130,000 
添付印刷物 Printing      ＠300 200 ¥60,000 
イベント企画費用 Event planning  ＠18000 20  ¥360,000 
旅費 Transportation cost  ＠6000   20  ¥120,000 
イベント会場費 Event venue fee ＠4000  20  ¥80,000 
現在、事業継続中のため、数量は調整中です。完了次第ご報告します。 
At the moment, our program is ongoing so we cannot give a definite 
amount. Once that information is available, we will report it. 
主な配布先 Main organizations to receive our DVD 
岐阜県教育委員会 スポーツ健康課  
Gifu Prefecture Board of Ed., Sports and Health Division 
岐阜県教育委員会 特別支援教育課  
Gifu Prefecture Board of Ed., Special Education Division 
岐阜県身体障害福祉協会 岐阜県障害者社会参加推進センター  
Gifu Prefecture Handicapped Welfare Association, Prefectural Center for the 
promotion of the social participation of handicapped people 
ワールドカフェ中部 World Café Chubu 
ＮＰＯ法人 福祉工房あいち NPO Welfare Craft Center Aichi 
予算に限りがあるため、不公平が出ないよう配慮し、主な配布先と連絡を取り

ながら、調整後、学校関係や福祉施設に配布と説明・指導を行う予定です。 
旅費の関係上、支局付近から調整しています。 
We are making sure that there is no inequality due to budget limitations. We plan 
to carry out instructional meetings as well as distribute DVDs to schools and 
welfare facilities after while also contacting the main organizations.   

 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 
ＤＶＤ配布先のフォローアップ活動  
Follow-up activities with organizations that received the DVD 

必要金額

(Required amount)
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その他の必要な

支援内容

(Other requested 
assistance)

会場費用、旅費、宿泊費、人件費、配布資料作成費用,消耗品費（ラ
インテープ、ボール） 
Venue cost, transportation and accommodation cost, personnel fee, 
creation of documents for distribution, supplies expense (line tape, 
balls) 

 
・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真）
指導者講習会＆ＤＶＤ教材撮影会を開催
Seminar for instructors and filming for the instructional DVD

岐阜メモリアルセンター第2体育館にて

ＪＨＴＦ代表三宅孝夫氏を東京から招いて当プログ

ラムに興味のある方々に平日の朝から夕方にかけて、

道具の準備、コートの設営、プログラムの説明と注

意、ゲームの進め方、ルールなどコートの撤収、す

べての撮影を1日がかりで行いました。
At the Gifu Memorial Center, 2nd Gymnasium. The 
JHTF representative came from Tokyo for a day of 
filming. From morning till evening, people interested 
in the program came to learn the rules and cautionary 
points, how to set up the court and take it down. 

設営やプログラムの中で、人に対して、優しくの細かな配慮に参加者たちは驚いていました。
The participants were pleasantly surprised by the kind and specific consideration they received during the 
program. 
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約3時間をかけて、設営講習を修了ルールの説明を開始。現役、プロコーチも納得の内容でした。

「とても勉強になりました。ゲームを楽しみ、技術の向上にも役立つ内容でした。」という感想をいただきま

した。
Instructing how to set up the court took three hours, then we were ready to explain the rules. We received this 
reflection from a pro-coach in the field, “I learned a lot about how to improve skills and other helpful 
information.”  

体調不良でスポーツから遠ざかっていた方も「これ

なら、お年寄りもできる」と言われていました。

「こんなスポーツがあるとは知らなかった」障害者

を家族にもった保護者さんからコメントをいただき

ました。 
People who had given up on sports because of their 
physical condition said, “Even the elderly can do this!” 
We also received a comment from the family member 
of a handicapped participant, “I didn’t know there was 
a sport like this!”

後半は、シッティングテニスでは、車椅子とイス、立っている人と座っている人,様々な組み合わせで、体験

していただきました。
We also had a chance to experience “Sitting Tennis”, whereby some people sit, some stand. There are a 
variety of possibilities.  
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ウオーカソンのキッズアクティビティで開催しているコートがこのサイズです。昨年は2面で延べ150名に楽し

んで頂きました。
This court is the same size as the one at the Walkathon Kids Activity Area. At last year’s event, 150 
participants enjoyed playing on 2 courts. 

スポンジ・スーパーテニスでは最大のコートで、

バトミントンコートに近いサイズです。運動量も十分

あり、様々な組み合わせが可能です。

The largest regulation size for a Sponge Super Tennis 
court is equivalent to that of a badminton court. It’s a 
good workout, and allows for a variety of ways to play. 

プレーをされる方も見ている方も自然に笑顔がこぼ

れます。
Players and onlookers naturally smile. 
  
今回、指導者講習を受講し、撮影にご協力していた

だいた方々と当団体の代表です。
Here are the participants of the instructors’ seminar, 
those who helped with filming, and our organization’s 
representative.  

早く、ＤＶＤを各団体に届け、使用していただけけるよう調整中です。

各地での指導をお手伝いして頂く予定です
We are in the process of sending out DVDs to each interested organization so that they can use it as soon as 
possible. We also plan to offer follow up guidance for instructors in each area. 

次は夏合宿の様子をご紹介します。

子供達は、テニスは初めてな子がほとんどです。ＬＤ，ＡＤＨＤ，アスペルガー、鬱の子が混ざっていますが、

皆と普通に楽しんでいます。スポーツとビジョントレーニングの組み合わせで、初めて、ラケットをにぎり、

ボールの当たらない子も最後はテニスでミニゲームができるようになりました。
Next, we will introduce the summer training camp. 
For most kids, it was there first time picking up a racket.  Among the group, there were children struggling with 
LD, ADHD, Aspergers, and depression. As you can see from the photos, all children enjoyed the camp. By 
combining sports with vision training, even kids that at first couldn’t hit the ball were able to play a mini game 
by the end. 
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通常、教室では5分とじっとできない子どもが120分間、座り学習をして3日間で30ページ程のテキストを仕

上げました。

迎えに来た保護者の方は、とても不思議そうにテキストを何度も見て「確かに自分の子の字だ、信じられな

い」と言って見えました。  
Kids that normally wouldn’t be able to sit still in the classroom for 5 minutes were able to sit and study for 

120 minutes, drafting a 30 page text. 
The guardians who came to pick up their children stared at the text in shock saying, “This surely is my child’s 

handwriting, I can’t believe it.” 
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厳しい合宿で、初体験ばかりで、疲れているはずの子供達です。元気に仲良く帰って行きました。

この施設は、岐阜市の小学校でよく使う施設ですが、「どの合宿よりも楽しかった」の一言に

疲れを忘れました。「次はいつ」と毎回聞かれます。
At the tough training camp, children were able to experience many things for the first time. They went home 
happy, having made many friends.  This facility is often used by Gifu City elementary schools. With the phrase, 
“This camp was more fun than any other!” my fatigue disappeared. I always hear “When is the next one?”. 
 

Message to the sponsors（メッセージその他）
２０１２の春休みにできればもう1回やろうと企画しています。このようなレポートを出せるのもウオーカソ

ンの寄付のお陰です。このような体験が各地でできるよう、できるだけ多くのＤＶＤを配布し、次のリーダー

にこのノウハウを伝えていけるよう２０１２は指導者一同で、フォローができるよう頑張りたいとおもいます。

また各団体の架け橋となれよう、活動を続けていきたいと思いました。 
If possible, we are planning to do another camp during spring vacation 2012. Thanks to the Walkathon 
donation, making a report like this one is also possible. We will make efforts to follow up with our DVD 
distribution, passing on know-how to the next generation of leaders so that kids all over the country can have 
this kind of experience. I hope to continue my activities, acting as a bridge between organizations. 

ありがとうございました。
Thank you very much. 

ＮＰＯ法人日本ハンディキャップテニス連盟中部支局 神崎 裕基
NPO Japan Handicapped Tennis Federation Chubu Branch      Hiroki Kanzaki 
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization 
name) 

社会福祉法人 日本介助犬協会

活動内容 (Activity)
人にも動物にもやさしい社会をめざして、介助犬を育成し、普及す

る活動を行っています。

介助犬を通して、障がい者の自立と社会参加を支援します。
Webサイト

(Web Site) http://www.s-dog.jp/
団体代表

(Representative) 理事長 木村哲彦

担当 (In charge) 事務局長 高柳友子
 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount

of donation) 400,000円

使途内容

(How the 
donation used)

日本国内での候補犬の確保は繁殖の現状から難しく、海外からの導

入が不可欠の中、2010ウォーカソンからのご支援の成果であるスウ

ェーデンとのネットワークを継続し、今回は2名の職員がスウェーデ

ンを訪問した。盲導犬を育成しているLeigh氏＆ Hans氏コーディネ
ートの元、良質なブリーダーをご紹介頂き、生後2カ月の黒のラブラ

ドールレトリバーのメス2頭を導入することができた。また、今回の

滞在中には、介助犬使用者との面会、パピーホーム宅訪問、ドッグ

スクール訪問などが実現し、より充実した内容となった。

この2頭のパピーには「イーダ」「イルマ」という名前がつき、現

在、元気にパピーウォーキング中。

使途内訳

(Details)

（交通費） 305,643円

（宿泊費） 19,260円

（犬購入費） 293,745円

合計 618,648円

＊上記は2名、2頭分の費用(マイナス分は自己資金より支出)

 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 

2012年より検疫制度が変わり、スウェーデンからのパピーの導入が

出来なくなってしまった。しかし、スウェーデンとの情報交換は引

き続き行い、犬種管理のデーターベースについてなど引き続き情報

を得たい。

また、新たな犬の導入先として、狂犬病清浄国であるニュージーラ

ンドへ職員を派遣し、良質なブリーダーを開拓し、パピーを導入し

介助犬として適性のある犬の繁殖に繋げたい。
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必要金額

(Amount of Donation 
You Need)

（交通費）2名 500,000円

（宿泊費）2名 20,000円

（犬購入費）1頭 130,000円

合計 650,000円

 
・Pictures etc（写真（寄付によって購入した物品や行ったイベントなど））

・Message（メッセージその他）
 

 
ご助成のお陰で、手足に障がいがあり、自立や社会参加が困難な障がい者をサポ

ートして楽しく生活出来るようにする介助犬育成につなげることが出来ます。ス

ウェーデンの盲導犬育成団体、スウェーデンケンネルクラブ、良質なブリーダー

さん達とも繋がることが出来る大きなきっかけとなり、介助犬を通した国際交流

が出来ていることも、とても感謝しています。 
この国際交流と連携を、これからもさらに広げて行きたいと思いますので、継

続的なご支援をよろしくお願い致します！ 
We will be able to raise the puppies from Sweden and train to be service dog for the 
people with physical disabilities by the fund from Walkathon. That helps not only service 
dog training, but also to make strong network and reliable relationship between our 
organization and the guide dog training group, breeders, and Sweden Kennel Club. We 
appreciate your continuous understanding and support very much! 
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization name) NPO Fureai Nagoya NPOふれ愛名古屋

活動内容 (Activity)
重度心身障がい児の笑顔と未来を創る(making the smiles and the

futures of the severely disabled children)

Webサイト

(Website) 
http://fureai-nagoya.jp/

団体代表

(Representative) The chairperson : Yoshio Suzuki

担当 (Person in 
charge) Aya Saito

 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of 

donation received) \150,000

使途内容

(How the donation 
was used)

座位保持が困難な子供がデイの中で、みんなと一緒に活動するためにクッショ

ンチェアを使っています。(It is difficult for them to keep sitting.So

they need “the cushion chairs” to play the games,make something and

so on in our day service center.)

使途内訳 (Details)

・クッション チェア (cushion chairs)

\71,000 ×2= \142,000

・お風呂用補助椅子 (an auxiliary chair of the bathroom)

\27,300

 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 

重度心身障がい児のためのアートやデザインを活用した学習支援。

定期的にこれらの活動を実施することで、地元のアーティストやデザイナーとの

多面的な交流を行い、重度心身障がい児の情操教育を図る。

(Learning to do art and design support for children with severe motor and

intellectual disabilities.

BY performing these activities on a regular basis,conduct a multifaceted

exchange of experience with local artists and desigmers , the promotion

of emotional education of children with severe physical and mental

disabilities.)

必要金額

(Required amount)

\300,000 \25,000×12 month
Lecturer generation (including travel expenses of lecturers, material

bills)

その他の必要な

支援内容

(Other requested 
assistance)

私たちのデイサービスでは、遊び道具はすべて手作りで、時にはその遊び道具も

子どもたちと一緒に作ります。例えば、すごろくや、サイコロ遊び、ひな人形な

ど。それら遊び道具を作るための色紙や折り紙、端切れやビーズ類などがある

と、また様々な遊び道具が作れると思います。≪参照（2）、reference(2)≫

(In our day service,all toys are handmade,you can create with their toys

and sometimes even children.For example,Pachisi,platdice,such as dolls.We

think that toys can make a variety of colored paper and origami to make a

playing of them, also if there is a scrap of cloth and beads and Louis.)
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・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Message to the sponsors（メッセージその他）
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T

 
＜手作りの遊び道具の例(the toys being handmade )＞

私たちの子どもたちは、重度の障がいがあるため、歩くことや一人で座ったりすることができま

せん。 
子どもたちも、“クッション チェア”に座っていると、座りながら遊んだり、食事をしたりす

ることができます。 
わたしたちは、そんな彼らを見ていると、とてもうれしいです。 
また、彼らをお風呂に入る時、今まではお風呂の淵に座って子どもを抱っこして洗う、という不

安定な態勢で行っていました。が、補助椅子を付けることで安定した状態で子どもを抱っこで

き、体や髪を洗うことができるようになりました。 
 
このように、わたしたち、子どもたちに援助をして下さった方々に心より感謝しています。 
 
Our children  , because  there is a severe disability , you  will not able to sit alone and walking. 
They can play ,  eat   when  they  sit on “the  cushion chairs”.   
We  are  so happy  to  see  them. 
Also , take a bath when they were done in an unstable posture that until now, to hug the children was sitting 
on the edge of the bath. 
However , we  will be able to hug a child can be in a stable condition you need to give auxiliary chair , body 
and hair wash. 
 
And  we  appreciate  all  the  help  you  gave us . 
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・About your Organization（支援団体について） 
団体   

(Organization name) Friends of the Sisters 

活動内容  (Activity) 
supports the Missionaries of Charity (Mother Teresa’s 
order)  

Webサイト  
(Website) none 

団体代表(Representativ
e)   

担当  (Person in 
charge) Liz Sato 

 
 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について) 
寄付金額  (Amount of 
donation received) ¥200,000 

使途内容  
(How the donation 

was used) 
all ¥200,000 was given directly to the Sisters 

使途内訳   (Details) 

The Sisters use the funds to help feed the 
homeless in Nagoya, help unwed mothers, and 
this year also helped the victims of the Tohoku 
tragedy. 

 
 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について) 
 

活動内容  
(Activity) 

 
We would like to continue as in the past. 

必要金額  
(Required amount) 

We would be grateful for the same amount: 
¥200,000. 

 
その他の必要な  
支援内容  

(Other requested 
assistance) 
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・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真） 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・Message to the sponsors（メッセージその他） 
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization name) 
NPO法人ボラみみより情報局 NPO Boramimi Intelligence Office

活動内容 (Activity)
ボランティア情報誌「月刊ボラみみ」の発行

Publishing monthly free magazine “Boramimi”to provide

information on volunteer activities

Webサイト

(Website) http://www.boramimi.com/ http://www.mimiline.jp/

団体代表

(Representative) 織田 元樹 Motoki Oda

担当 (Person in 
charge) 佐原 恵津子 Etsuko Sahara

 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of 

donation received) \300,000

使途内容

(How the donation 
was used)

「月刊ボラみみ」の3回分の印刷費

Printing cost of “Boramimi” for three months

使途内訳 (Details)

(印刷費) 115,500×3回＝346,500 円

計 346,500 円

(printing cost) 115,500 ×3 months＝\346,500

Total \346,500

マイナス分は他の事業費から支出

The shortfall will be covered by other operating cost.

 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 

「月刊ボラみみ」を発行し、ボランティアしたい個人と、ボランテ

ィアを必要とする団体をつなぎ、ボランティア活動を支援したい。

We’d like to connect people who want to do volunteer

activities and groups that need volunteers, and support them

by publishing“Boramimi”.

必要金額

(Required amount)

\300,000
・「月刊ボラみみ」印刷費3回分

・Printing cost of “Boramimi” for three months

その他の必要な

支援内容

(Other requested 
assistance)

ボランティア支援のための募金箱設置店舗や「ボラみみ」を配架し

てくれる店舗などの紹介をしてほしい。

We need shops or facilities that allow us to place our

donation box to support volunteers or “Boramimi”.
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・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Message to the sponsors（メッセージその他）

発送作業の様子 
A picture taken during dispatch work 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 「月刊ボラみみ」12月号 
校正作業の様子 “Boramimi” published in December 
A picture taken during proofreading 
 
 

 
誌面を発行、無料で配布することは資金的に大変ですが、「月刊ボラみみ」に掲載された団体の方から

様々な反響をいただいていることからその必要性を感じています。2011年のウォーカソンに参加したこ
とで「月刊ボラみみ」の発行費用3回分を賄うことができ感謝しています。 

 
We have received a lot of response from the groups that posted their ad on “Boramimi”. So we think it is necessary 
to publish “Boramimi” and distribute for free,though our funds are limited. 
We appreciate your support that we got fund for printing “Boramimi” for three months thanks to walkathon.  

 
・多く方に参加頂き、ボランティア参加の側も受け入れ側も楽しくイベントを進めることができました。 

After we posted our information on “Boramimi”, many people joined  in our event ,  both volunteers and us 
enjoy  it.  

 
・ボランティア募集やイベント主催側にとってはとても心強い味方です。 
   When we  need  volunteers or organize a event, we depend on “Boramimi” as  great  advertising medium. 
 
・今回7人もの素敵なボランティアに来て頂いて、とても助かり、また新たな出会いとなりました。 
ありがとうございました。 

    We appreciate that we were able to meet and work with nice seven volunteers who were very helpful.  
 
 
これからもボランティアしたい人とボランティアを求める団体とをつなぐことができるよう、ボランテ

ィア募集情報を提供していきたいと思います。 
 
We’d like to continue providing information on volunteer recruitment to connect people who wants to do a 
volunteer work and groups that need volunteers. 
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization name) 

一般財団法人メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン 名古屋

支部

Make-A-Wish of Japan® Nagoya Branch

活動内容 (Activity)
難病の子どもたちの夢をかなえるお手伝いをする

Helping to grant the wishes of children with

terminal or life-threatening illnesses.

Webサイト

(Website) www.mawj.org

団体代表

(Representative) 持田 義人 Yoshihito Mochida

担当 (Person in 
charge) 原 順子 Junko Hara

 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of 

donation received) \500,000

使途内容

(How the donation 
was used)

東京ディズニーランドに行った子どもたち8名とご家族の入園

パスポート

TDR Passport for 8Children and family

使途内訳 (Details)

大人\13,800×19名＝\262,200

高校生・中学生\12,300×7名＝\86,100

小学生\9,500×18名＝\171,000

合計\519,300（マイナス分は他の事業費から支出）

Adult\13,800×19peoples＝\262,200

High school students・Junior high school students

\12,300×7peoples＝\86,100

Children\9,500×18peoples＝\171,000

Total \519,300

（pay for shortage out of operating expense）

 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 

東京ディズニーランドに行く子どもたちとご家族の入園パスポ

ート

TDR Passport for 13Children and family

必要金額

(Required amount)

\500,000
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・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真） 
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・Message to the sponsors（メッセージその他）
ディズニーランドは、子どもたちにとって“夢の国”です。  
子どもたちがディズニーランドに行って、生きる力や病気と闘う勇気を持ってもらいた

い・・・それがメイク・ア・ウィッシュ  オブ  ジャパン（ＭＡＷＪ）の願いです。  
 
皆さまの多大なご支援に心より感謝しています。  
ＭＡＷＪの活動をご理解いただき、引き続きご支援いただきますよう、お願いいたしま

す。  
 

（ＭＡＷＪ名古屋支部 事務局 原 順子）  
 
 
Disney Resort is “Dream World” for Children. 
MAWJ hopes to empower afflicted children with the will to live and encourage them to fight their 
illnesses. 
 
Thank you for your understanding the purpose of our activity and your continued support will be 
greatly appreciated.  
 

（ＭＡＷＪ  Nagoya Branch Staff : Junko Hara）  
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization name) 社会福祉法人ゆたか福祉会

活動内容 (Activity) 障害者の就労支援・生活支援

Webサイト

(Website) www.yutakahonbu.com
団体代表

(Representative) 理事長 富田 偉津男

担当 (Person in 
charge) 法人本部 宇川賢彦

 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of 

donation received) ￥300,000

使途内容

(How the donation 
was used)

開設して20年を経過している、ゆたか通勤寮（障害の

ある方の生活訓練の施設）の古くなった浴槽の取替と水

回りの改修工事資金の一部として活用させてもらいまし

た。主に脱衣室の棚の整備と洗面台の取替の費用です。

使途内訳 (Details)

浴室脱衣場の棚（設置工事費含む） 男女各1

小計 148,400円

洗面台（設置工事費含む） 男女各1

小計 170,320円

合計 318,720円

＊差額の18,720円は施設で負担しています。
 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 

2012年、老朽化で耐震上問題のあるケアホーム（上脇ホ

ーム）の建替えを行う予定です。建替えた後には、新し

い家具や電気器具も購入することを考えています。その

費用にあてる予定です。

必要金額

(Required amount)
500,000円

その他の必要な

支援内容

(Other requested 
assistance)
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Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Message to the sponsors（メッセージその他）

開設して20年古くなって汚れていた浴槽、ボイラーも取替ました。タイルなどもすべ

てこの機に張り替えました。ご協力いただいたご寄付では、主に浴室の脱衣場部分の

棚の整備と洗面台と水回りの取替の為の費用として活用させていただきました。

上脇ホームは中川区にあり築33年の建物
です。現在、障害のある方達5人が住む
ケアホームとして運営しています。 
数年前に耐震上の問題がある事がわか

り、民間補助金を600万円ほどいただけ
ることになったことから、残りは借入金

をして2012年度に建替える計画をしてい
ます。元々が民家を改装して活用してい

る建物である為、階段も急で高齢の障害

者には使いにくい建物でもありました。

建替えでこれらの問題が解決することに

もなります。 
もしご協力をいただけるのであれば、

新しくなった建物に入れる家具や電気製

品の購入を考えています。 
引続きご協力をいただけますようよろ

しくお願い申し上げます。 
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization name) 特定非営利活動法人 四ツ葉の会

活動内容 (Activity) 障がい者の生活介護等福祉サービス事業所

Webサイト

(Website) http://www.yotubanokai.org/
団体代表

(Representative) 理事長 京美喜子

担当 (Person in 
charge) 山田寿美香 中澤恵

 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of 

donation received) ２００，０００円

使途内容

(How the donation 
was used)

重度障がい者が楽しく１日を過ごせるように、

事業所で使用する液晶テレビの購入

使途内訳 (Details)

パナソニックＶＩＥＲＡ ＴＨ‐Ｌ３７ＲＢ３

１０４，８００円×２台

＝２０９，６００円

足りない部分は事業費より支出

 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 

今夏建築、来春開始する岡崎初の重度障がい者

が職員の介護を受け、共同で地域生活をするケア

ホームに設置する５５インチの大型液晶テレビを

購入したいです。

必要金額

(Required amount)
２５０，０００円

その他の必要な

支援内容

(Other requested 
assistance)

大型テレビの購入に際して、安く購入できる情報

を提供して欲しいです。
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・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Message to the sponsors（メッセージその他）

ご寄付を頂き、本当に有り難うございました。昨年７月よりテレビが

地上デジタル放送になってしまってから、テレビが観ることが出来ず

に、大変困っていました。

利用者の中には、テレビが好きな方が多く、なかなかコミュニケー

ションが取れない利用者でも、テレビを観ているとじーっと集中して

いたり、たまに笑っているような表情をする方もいます。

食事を食べた後の休憩時間や、午後のビデオ鑑賞の時間には、テレ

ビの前に、利用者が集まり、ほっと和やかな時間を過ごすしています。

利用者の保護者の方のお話では、自宅に帰ってきてから、テレビの

話が出るようになり、家族の会話も増えたと言ってくれる方もおり、

職員をはじめ、関係者一同喜んでいます。
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization name) プティ・ヴィラージュ（児童養護施設）

活動内容 (Activity) 表現療法の運営と充実

Webサイト

(Website) http://yoneyamasekirei.com
団体代表

(Representative) 施設長 高島 徹

担当 (Person in 
charge) 事務 伊藤 真智子

 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of 

donation received) ￥300,000

使途内容

(How the donation 
was used)

子ども達の多くは言語表現が未発達です。 

そこで言葉以外での表現の方法（陶芸・絵画･遊戯･粘土・写真など）により自らを露

にし、こころを癒し過去の情緒的体験をできるだけ自由に表現することで「自分が自分

に語りかける」という作業をとおして心的緊張を解きほぐすための活動。

使途内訳 (Details)

 材料費（絵具、画用紙、粘土、ｻｲﾝ

ﾍﾟﾝ、墨汁等） 40,674 

プリンターインク   68,920 

ｶｰﾍﾟｯﾄﾏｯﾄ×2枚   9,980 

ｸｲｯｸﾃﾝﾄ×2   7,608 

イス×2     1,760 

小道具（ｺﾝﾊﾟｽ、定規、ｽｹｯﾁﾌﾞｯｸ） 5,600 

写真用紙（ﾎﾟﾟｹｯﾄｱﾙﾊﾞﾑ含む） 6,471 

写真現像費   8,263 

収納ＢＯＸ ２個   9,240 

専門書     8,925 

掃除機     14,490 

電動鉛筆削り   1,980 

時計     8,500 

ドライヤー*2   7,374 

プランター     3,444 

無地パズル   9,089 

乾電池   1,061 

テプラ、ファイル等   19,325 

ＰＣ（dell)     142,800 

ソフト     12,157 

    合計 387,661 

マイナス分は他の事業費より支出。
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・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 

小冊子、（仮）「米山寮のこどもたち」の作成

施設で暮らすこどもたちの微笑ましい言葉などを編集、職員ととも

に生活するこどもたちの日常を支援者などに紹介し、施設への一層の

理解を求める。（詳細別紙参照）

必要金額

(Required amount) ￥300,000(1,000円 × 300冊)

英文への翻訳作業（HP）

・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真）

 

 

 
                                  顔いっぱい大きなスライム

とても嬉しそうです  
                  

  モールで何を表現したのでしょうネ  
 床いっぱい使っての大作ですね  

（＾‐＾）

壊れ易い焼き物

無事に完成しました

光る黒・光り泥団子

が作りたい！！

カラフル粘土で・・・虹が見えます

Message to the sponsors（メッセージその他）

みんな一生懸命。自分なりの能力の範囲で、自分の理想に近い形を作って、満足している様子

がうかがえます。
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・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization name) ワークセンター フレンズ星崎

活動内容 (Activity)
通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある方たちに対し

て生産活動の機会を提供するなど自立にむけた支援をしていま

す。

Webサイト

(Website) http://www.yutakahonbu.com/
団体代表

(Representative) 山崎利浩

担当 (Person in 
charge) 山崎利浩

 

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of 

donation received) 20万円

使途内容

(How the donation 
was used)

作業所には各部屋、中古の業務用エアコンを設置してい

ますが、3階の食堂のものが動かなくなってしまったため

更新しました。ご寄付はこの工事費の一部にあてさせて

いただきました。

使途内訳 (Details)

3階空調更新工事････････････1,176,000円

（マイナス分は事業費より支出）

 

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity) 

昨年に引き続いて1、2階の業務用エアコンの更新工事を予

定しています。1階のものもついに先日、動かなくなって

しまいました。12年度の課題です。

必要金額

(Required amount) 40万円

その他の必要な

支援内容

(Other requested 
assistance)

作業をご依頼ください。

ダイレクトメールの発送代行、小物商品の箱詰め作業など

承ります。多量、短工期のものでも対応します。障害をも

っていても働くなかで成長し、自立することをめざしてい

ます。
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・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Message to the sponsors（メッセージその他）

 
食堂に新たに省エネタイプのエアコンを設置しました。とても快適に食事ができるようになりま

した。ありがとうございました。 

 
 

 
フレンズの1階では20名の知的障害者が働いています。簡単な繰り返し動作が中心となるダイレ
クトメールの封入作業は知的障害をもつ方たちに適しています。一般企業では就職できなかった

彼らでも自信をもって取り組める仕事です。でもここで働いて得ることのできる工賃は月1～2万
円程度です。障害年金と合わせても月の収入は10万円にとどきません。自立ができるような工賃
の額にすることが目標です。機器をそろえて、売上を増やして、たくさん工賃を支払えるように

工夫していきます。 
また、当事業所では上記の課題に対して09年度に工賃の引上げ計画を始動し13年度までに段階的
に工賃を向上させ平均2万5千円の支払（全国平均の倍）を達成することを目標としています。5
年で3割増しという設定です。ここ数年、重度の障害のある方たちが入所され、生産性に課題が
ある条件のもとで作業を確保しようとすることも特別な困難がでています。一進一退といったと

ころですが少しでも多く工賃を支払うことを大切にしています。営業活動にとにかく関係者で工

夫し努力しているところです。 引き続きご支援よろしくお願いします。 



2011 Walkathon Report 
 

・About your Organization（支援団体について）
団体

(Organization name)

社会福祉法人 和進奉仕会 和進館児童ホーム
Social welfare corporation  Meeting service Washin  
Washin –kan Children’s  Home

活動内容 (Activity)
虐待を受けた子ども達に対して、楽しい思い出を提供する。
For abused children, to provide pleasant memories 

Webサイト

(Website)
http://www.washin.or.jp/

団体代表

(Representative)

施設長 篭橋 芳孝（かごはし よしたか）

Facility Director Yoshitaka Kagohashi

担当 (Person in

charge)

小島 和人

Kazuhito Kojima

・About Donation 2011(2011年のウォーカソンの寄付金について)
寄付金額 (Amount of

donation received)
￥500,000

使途内容

(How the donation

was used)

小学生と中高生に分けて、子ども達と職員の総勢41人をひるがの高原スキ

ー場、白馬八方・アルピコへ連れて行き、スキー旅行を楽しみました。
We took a total of 41 people, children and staff, to Hakuba Happo-Alpico 
Hirugano ski resort. The group was divided into 2 groups of elementary 
school children and teenagers. Everyone enjoyed the ski trip. 

使途内訳 (Details)

旅行宿泊費

Travel accommodation ￥10,000!41人・People＝￥410,000 
バス・高速代    Expressway toll・Bus fare                 180,000 
食費（3食）     Lunch                    3,000!41                    23,000 
リフト券代      Lift Ticket               2,900!41                  116,000 
スキーレンタル    Ski rental          3,800!41                    83,600 

 
計  Total                                                                     ￥912,600 
（マイナス分は、施設の事業費から支出）  
（Shortage of funds was paid out of operating expenses）

・About Donation 2012(2012年のウォーカソンの寄付内容について)

活動内容

(Activity)

毎年恒例の行事で子ども達も楽しみにしており、また毎年同じ旅館

でお世話になることで、子ども達の故郷づくりとしてあげたいと思

います。

今後とも継続的に変わらぬご支援をよろしくお願い致します。
As an annual event, the children look forward to the ski trip. We also want 
the children to feel like they are at home by staying at the same inn year 
after year. 
We look forward to your generous support to continue in the future.

必要金額

(Required amount)
￥500,000

その他の必要な

支援内容

(Other requested

assistance)

・スキー用品の中古品を募集できたらと思っています。
We would appreciate help looking for used ski gear.  
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・Pictures （寄付によって購入した物品や行ったイベントなどの写真）

2012.2.11（土）～12日（日） ひるがの高原スキー場にて

February 11th to 12th,2012. Hirugano Ski Resort

・Message to the sponsors（メッセージその他）

平素より、ご支援ご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。

2月11日（土）～１２日（日）に『ひるがの高原スキー場』へ小学生スキー旅行に行ってき

ました。天候にも恵まれ、頂上から見える景色はとても雄大で、子ども達もとても喜んでい

ました。年々上達する子ども達の姿に成長を感じつつ、普段にも増してたくさんの笑顔に囲

まれながらスキーを満喫しました。参加した小学生にとって楽しい思い出となったと思いま

す。

今後とも何卒変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い致します。

平成24年2月吉日

和進館児童ホーム
Thank you always for your cooperation and understanding for the children. 
On February 11th to 12th, we went on a ski trip to Hirugano Ski Resort. The weather was great, and 
we were able to see the beautiful view from top of the mountain. Therefore, our children and staff 
looked very happy. Our staff enjoyed the trip because they watched children’s improved skiing ability 
and smiling faces. All the happenings became great memories for us. 
Thank you for your continued support. 

2012.2 Washin-kan Children’s Home  


