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ボートレーサーの皆さまから頂いたご寄付は、ハンセン病回復者およびその子女に対する教育支援

に使われています。 

 

<2003年度から 2013年度まで> 

インド・ミャンマー・ネパール・中国・フィリピン・インドネシア・ベトナムの 7カ国で、 

延べ 5,204 人の小学生から大学生までの子ども達が学校に通うことが出来ました。 

国 人数 実施年次 支援額 

インド 2,590 2003-2005, 2009-2013 \19,413,808 

ミャンマー 777 2003-2005 \2,739,200  

ネパール 450 2003-2005, 2007-2009 \2,589,465 

中国 923 2003-2005, 2010-2012 \5,609,876 

フィリピン 423 2009-2013 \5,102,513 

インドネシア 31 2010, 2013 \1,401,161 

ベトナム 10 2011-2012 \376,663 

計 5,204  \37,232,686 

 

<2014年度> 

インドネシア・ネパール・フィリピン・ベトナムの高等教育（1. 大学、2. 就職に結びつく資格の

取れる高等専門学校）を中心とした教育支援「日本ボートレーサー奨学金」もスタートし、総計 83

人が高等教育を受けることが出来ました。将来確実に就職ができ、回復者とその子女が一般社会で

力をつけることが可能な支援を目指し、2015 年度も引き続きこの 4か国の高等教育支援を実施して

います。 

国 人数 支援額 

インドネシア 19人   \1,523,532 

ネパール 10人 \1,096,102 

フィリピン 39人 \2,466,081 

ベトナム 15人 \770,347 

計 83人 \5,856,062 

選手会口 ～ボートレーサーの皆さまからのご寄附～ 
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<2014年度 支援詳細> 

インドネシア  

・東ジャワ州、東ヌサ・トゥンガラ州、スラウェシ州の大学生 7人、専門学校生 8人、看護学生 4人、

合計 19人の回復者とその子女への高等教育を支援しました。 

第 4次教育支援 （2014年 10月承認） 

支援実施予定年度 2014-2017 

2014年度支援額 \1,523,532 

2015-2017年度支援予定額 \3,000,000 

 

ネパール 

・ダヌシャ郡、マホタリ郡、サラヒ郡、シンドゥリ郡のハンセン病回復者及びその子女で医療補助

師養成コース（15 カ月）、補助看護助産師養成コース（18 か月）医療研究技術者養成コースに通う

合計 10人を支援しました。 

第 4次教育支援 （2014年 10月承認） 

支援実施予定年度 2014-2017 

2014年度支援額 ￥1,096,102 

2015-2017年度支援予定額 \2,500,000 

 

フィリピン 

・イロコス、タラ療養所周辺の大学生 3人の教育支援を行いました。 

 

 

 

 

 

 

・8 療養

所（クリオン療養所、Dr ホセ・ロドリゲス記念病院、エバースレイ・

チャイルズ療養所、ビコール療養所、西ヴィサヤ療養所、ミンダナオ中

央療養所、スールー療養所、コタバト療養所）周辺で暮らす回復者なら

びにその子女に対して、特に大学の学費が高くなり中退率が上昇する

3 年生以降と、資格取得後に就職に結びつきやすい 1～2年の職業技能

訓練を中心とした支援を行っています。2014 年度は合計 36 人の支援

を行いました。 

 

 

 

 

 

第 3次教育支援 （2010年 9月承認） 

支援実施年度 高等教育: 2011-2014 

職業訓練: 2011-2012（完

了） 

2011-2013年度支援額 \1,359,685 

2014年度支援額 \330,392 

第 4次教育支援 （2014年 10月承認） 

支援実施予定年度 2014-2015 

2014年度支援額 \2,135,689 

2015年度支援予定額 \2,800,000 
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ベトナム 

・定着村に住む回復者の子どもたち 15人に対する高等教育支援（ビジネス経営、情報テクノロジー、

医学、理学療法など）を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Yadavさん（ロバート ヤダヴ・ネパール） 

 

ロバートさんは 19 歳です。彼はネパール南西部のインドとの国境が

あるハンセン病患者・回復者の多い地域、サラヒ郡に住んでいます。彼

の父親はハンセン病回復者であり雇われ農家で、家族を養う十分な所得

はありません。どうにか高校卒業試験に合格しましたが父親には多くの

借金があり、それ以上学業を続けることを諦めかけていた時、サラヒ郡

政府事務所を通して日本ボートレーサー奨学金制度があることを知り、

申し込みをしました。 

そして、ロバートさんは、ジャナクプールにあるコミュニティ医療補助

士養成コースのある専門学校に入ることができたのです。 

ロバートさんは、あらゆる挑戦に立ち向かう決意と志を持っています。その結果、1回目の学期末

試験で大変素晴らしい成績を修めることができました。以前は将来に失望していたのですが、現在

では確実な未来のある自分に自信がもてるようになりました。 

現在ではロバートさんの家族や近隣の人々は、血圧も測れて注射もできるし、感染症の診断や健

康教育等も提供できるロバートさんを、半分医者のようだと尊敬するようになってきています。 

学校の先生もロバートさんはとても勉強熱心で良い成績を修めていると大変褒めており、彼自身

も明るい未来に幸せを感じ、この新しい未来を切り開くことができた教育支援（日本ボートレーサ

ー奨学金）制度に大変感謝しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4次教育支援 （2014年 10月承認） 

支援実施予定年度 2014-2017 

2014年度支援額 \770,347 

2015-2017年度支援予定額 \2,400,000 
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<2002年度～2014年度 選手会口 収支報告書> 

 ご寄付額 支出額 支出予定額 残額 

（支出予定を除

く） 

第 1次支援分（2002年) 

+ネパール追加 3年支援

分 

\15,310,000 \14,952,585 - \357,415 

第 2次支援分（2008年） \12,585,965 \11,947,129 - \638,836 

第 3次支援分（2010年） \11,908,005 \10,663,364 - \1,244,641 

第 4次支援分（2013年） \15,000,000 \5,525,670 \10,700,000 -1,225,670* 

合計 \54,803,970 ¥ 43,088,748 ¥10,700,000 ¥1,015,222 

*第 4次支援分は、円安の影響により、支出額がご寄付額を上回る見込みがあります。 
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<2002年度から 2013年度> 

中国、インド、ネパール、ミャンマー、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ガーナ、ナイジェ

リアで、ハンセン病制圧活動、生活環境改善、回復者の経済的・社会的自立をめざした活動、教育

の支援をすることができました。 

 

<2014年度>   支援総額 ￥14,865,894 

インド、インドネシア、ネパール、中国、フィリピン、ベトナムの 6カ国で、ワークキャンプへの

支援を含む生活環境向上のための支援や、経済自立支援・台風被害への支援を行いました。 

 

＊生活環境向上支援＊  \ 857,945 

ベトナム クイホア療養所周辺の家屋建築 1軒 

インド ワークキャンプ 1回（家屋修繕・ごみ箱整備など） 

インドネシア  ワークキャンプ 1回（トイレ・家屋修繕など） 

 

＊経済自立支援＊  \ 5,720,505 

中国 広東省と雲南省の回復者村に住む 260人対象の蜂蜜生産・販売支援 

ネパール ポカラ県での少額融資 3人と職業訓練 15人 

ベトナム    クイホア療養所周辺の人々30人への少額融資 

インドネシア  82人への少額支援（2013年度からの延長支援） 

 

＊その他＊  \8,287,444 

フィリピン     2013年超大型台風被害復興支援 中高学校水道施設整備 

         救急船の供与  

 

 

チャリティオークション他口 



6 

 

<2014年度 支援詳細> 

＊生活環境向上支援＊  2014年度支援総額 \ 857,945  

ベトナム 

第 6回委員会（2012年 11月承認） 

支援詳細 クイホア療養所周辺の家屋建築 1軒 

支援額 \597,225  

 

インド 

第 6回委員会（2012年 11月承認） 

支援詳細 ウェストベンガル州マニプールハンセン病コロニーにて、インドワークキャンプ団体”

Namaste!”によるワークキャンプ実施（9/7-9/21） 

家屋修繕、机や本棚の制作、等のワークと共に、スポーツ大会や独居老人パーティ、フ

ェアウェルパーティなどのエンターテイメントプロジェクトを行った。 

支援額 \200,000 

 

 ⇒  

机制作             完成した机 

 

    
村人たちとゲームをしている様子     村民たちとのパーティの様子  
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インドネシア 

第 6回委員会（2012年 11月承認）  

支援詳細 東ジャワ州ンガンゲットハンセン病回復者定着村にて、インドネシアワークキャ

ンプ団体 Leprosy Care Communityによるワークキャンプ実施（8/11-8/23） 

歩道整備やトイレ・浴室の修繕、等を行った。 

支援額 \ 60,720 

  

 ⇒     ⇒     

 以前のトイレ     修繕トイレ       以前の浴室       修繕浴室 

 

 

＊経済自立支援＊   2014年度支援総額 \ 5,720,505   

中国 

第 6回委員会（2012年 11月承認） 

支援詳細 広東省と雲南省の回復者村に住む 260人対象の蜂蜜生産・販売支援 

支援額 \2,600,583 

  

  

 

 

 

 

    

 完成した蜂蜜              蜂蜜生産農家の様子 

ネパール 

第 6回委員会（2012年 11月承認） 

支援詳細 ポカラ県での少額融資と職業訓練  

支援額 \2,589,737 
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ベトナム 

 

 

インドネシア 

第 6 回委員会（2012 年 11月承認） 

支援詳細 2013年度に実施した東ヌサ・トゥンガラ州 4県 82人の回復者への養豚や養鶏などの

小規模起業資金の支援延長 

支援額 \82,267 

 

＊その他支援＊  2014年度支援総額 \ 8,287,444  

フィリピン 

第 6回委員会（2013年 12月変更承認） 

支援詳細 2013年超大型台風被害復興支援 中高学校水道施設整備 

支援額 \1,480,983  

  完成したトイレ用貯水タンク 

 

第 6回委員会（2013年 12月変更承認） 

支援詳細 救急船の供与 

支援額 \6,806,461（第 1回目送金） 

 

 

 

 

 

        完成間近の救急船 

 

 

         

第 6回委員会（2012年 11月承認） 

支援詳細 クイホア療養所周辺の人々30人への少額融資 

支援額 ￥447,918 
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<2015年度チャリティオークション他口 事業実施状況> 

2015年度は、2012年度と 2014年度の委員会でご承認頂きました資金から、以下の支援を実施して

います。 

<第 7回委員会承認 回復者支援（1,100万円） 

実施国 事業概要 予算 

インド ワークキャンプによる家屋修繕など ¥200,000  

インドネシア ワークキャンプによる温泉や道路修繕など ¥150,000  

中国 回復者支援組織の持続可能性を高めるための支援 ¥2,500,000  

ネパール 大地震緊急支援 ¥1,830,000  

 合計支出予定額 ￥4,680,000 

 

<第 6回委員会承認（2013年 12月変更承認）フィリピン台風被害支援（2,000万円）> 

救急船への支援を引き続き行っています。 

 

フィリピン 救急船の供与（第 2・3回目送金）      

支出予定額 

 

\7,200,000 

 

 

＊ネパール大地震緊急支援詳細＊ 

2015 年 4 月 25 日にネパール東部で M7.4 規模の大地震が起きました。この地震による死者は約

8800人、負傷者は 2万人以上でした。 

この地震直後にハンセン病回復者団体である IDEAネパールは被災地を巡回し、ハンセン病患者・

回復者やその家族がこの地震により生活に困難を窮しているという状況を確認しました。彼/彼女ら

は、もともと差別のために、少人数でかたまって村や町から離れた非常に不便な場所で暮らしてい

るために地震直後に各地で被災者支援が始められていても支援は届いていなかったのです。よって、

IDEAネパールは、彼/彼女らのために当財団へ緊急支援を要請してきました。 

この要請を受けて、被害の大きかった震源地近辺 5 郡のハンセン病患者・回復者とその家族 100

世帯に対してボートレースチャリティ基金から 1世帯当たり 16,000円程の支援金供与をさせて頂き

ました。 

IDEAネパールは早速この支援金を届けに各地を回り、支援金を受け取った人々の感謝の気持ちを

伝えてきました。この支援金供与は、復興期に入るまでの緊急支援であったので、家屋や家財等を

失った人たちが当面必要な食糧や飲料水等を買ったり、風雨をしのぐための仮設小屋を建てたり、

子どもの教育費に充てるなど、様々な用途に使われました。  
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<2002年度～2014年度 チャリティオークション他口 支出報告> 

2001年～2015年 9月末までに、総額 99,917,224円 のご寄付を頂きました。 

2015年 3月末時点での支出額（81,052,903円）と支出予定/検討額（￥11,880,000）の合計は、 

92,932,903円で、支出予定額を除いた残額は 6,984,321円となります。 

 

＜支出状況＞ 

承認委員会と承認額 実施年度 支出額 支出予定 

第 1回委員会（1000万円） 2002～03年（完了） \10,208,114 - 

第 2回委員会（1600万円） 2004～10年（完了） \15,006,966 - 

第 3回委員会（1000万円） 2006～10年（完了） \8,829,808 - 

第 4回委員会（1600万円） 2008～13年（完了） \14,289,907 - 

第 5回委員会（1400万円） 2010～13年（完了） \12,436,871 - 

第 6回委員会（3000万円） 2012～14年（継続） \ 20,281,237 \7,200,000 

第 7回委員会（1100万

円） 

2014～ - \ 4,680,000 

合計  ￥81,052,903 \ 11,880,000 

 


