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ボートレースチャリティ基金委員会 
  



 

 

 

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 2012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 5,155 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 
2,558 

2003-2005, 

2009-2012 

¥18,709,808 

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 420 2009-2012 ¥4,851,773 

インドネシア 17 2010 ¥839,940 

ベトナム 10 2011-2012 ¥376,663 

計 5,155  ¥35,716,725 

 

<2013年度> 

インド・インドネシア・フィリピンの 49 人の学生が新たに学校に通うことが出来まし

た。 

国 人数 支援額 

インド 32人 ¥704,000 

インドネシア 14人 ¥561,221  

フィリピン 3人 ¥250,740 

計 49人 ¥1,515,961 

 

<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を中心とした教育支援を「日

本ボートレーサー奨学金」として実施しています。 

 

 

選手会口 ～ボートレーサーの皆さまからのご寄附～ 

 



2 

 

<2013年度 支援詳細> 

インド  

・ビハール州とマディヤ・プラデシュ州各 16名、計 32

名の回復者とその子女の高等教育を支援しました。 

第 3次教育支援 （2010年 9月承認） 

支援実施予定年度 2011-2013 

2011-2012年度支援額 ¥1,134,508 

2013年度支援額 ¥704,000 

 

 

インドネシア 

・東ジャワ、南スウェラシ、東ヌサ・トゥンガラ

の大学生 6名、専門学校生 3名、看護学生 5名

への教育支援を行いました。 

第 2次教育支援 （2008年 9月承認） 

支援実施年度 2010, 2013 

2010年度支援額 ￥839,940 

2013年度支援額 ¥561,221 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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） 

2011-2012年度支援額 ¥1,108,945 

2013年度支援額 ¥250,740 

2014年度支援予定総

額 

約¥300,000 

ヴァニサさん 

～お父さんと一緒に 

団らん風景 

大学 3年生になりました 
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<2014年度～2017年度 第 4次教育支援> 

2013年10月に日本財団を通して、選手会の皆さまから頂戴したご寄付では、ベトナム、

フィリピン、インドネシア、ネパールでの教育支援を実施します。 

今期から「日本ボートレーサー奨学金」として、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）への就学支援に重点を置き実施いたします。従来よりも

支援できる人数は少なくなりますが、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ます。 

 

第 4次教育支援 実施予定表 

国 年間支援人数 支援実施期

間 

支援額 一人あたりの年間支援

額 

ベトナム 約 15人/年 2014-2017 330万円 5万円/年 

フィリピン 約 20人/年 2014-2015 390万円 10～20万円/年 

インドネシア 約 12人/年 2014-2017 450万円 8~10万円/年 

ネパール 約 10人/年 2014-2017 330万円 10~40万円/年 

 約 57人/年  1,500万円  

 

 

<2002年度~2013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 ¥10,332,972 ¥300,000 ¥1,275,033 

第 4次支援分（2013

年） 

¥15,000,000 - ¥15,000,000 - 

合計 ¥54,803,970 ¥37,232,686 ¥15,300,000 ¥2,271,284 
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<2002年度から 2012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。 

 

<2013年度>   支援総額 ￥7,261,063 

インド、インドネシア、ネパール、中国、フィリピン、ベトナム、ミャンマーの 7 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、高等教育、

台風被害への支援を行いました。 

 

＊生活環境向上支援＊  ¥ 3,286,002 

ベトナム 1 軒の家屋建築 

ネパール 20 軒の家屋修繕、20 ヶ所への井戸ポンプ設置 

インド ワークキャンプ 1 回（家屋修繕など） 

インドネシア ワークキャンプ 1 回（歩道整備など） 

 

＊経済自立支援＊  ¥ 1,217,173 

インドネシア 82 人への少額支援（2014/08 まで延長実施） 

ミャンマー 14 人と 2 つの回復者村への少額支援 

ベトナム 15 人への少額支援 

 

＊教育支援＊  ¥1,336,008 

中国  7 人の高等教育支援 

フィリピン 1 人の高等教育支援 

ベトナム 15 人の高等教育支援 

 

＊その他＊  ¥1,421,880 

フィリピン 台風被害支援（教育施設修繕） 

 

 

 

 

チャリティオークション他口 
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<2013年度 支援詳細> 

＊生活環境向上支援＊  2013 年度支援総額 ¥ 3,286,002  

ベトナム 

第 5回委員会（2010年 9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 ¥279,207  

ネパール 

第 6回委員会（2012年 11月承認） 

支援詳細 ジャナクプール県の家屋修繕 20軒、 

井戸ポンプ設置 20 ヶ所 

支援額 ¥2,708,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インド 

第 5回委員会（2010年 9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（9/6-9/23） 

家屋修繕、井戸の修繕、水路の設置、本棚の設置などのワークと共に、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 

 

 

 

  

ベトナム クイホアの住宅 

待ちに待った井戸の完成 完成した家屋の前で 

スポーツ大会 ふれあいのひととき 
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インドネシア 

第 5回委員会（2010年 9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

（8/14-8/26） 

歩道整備やトイレの修繕を行った。 

支援額 ¥ 98,295 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊経済自立支援＊   2013 年度支援総額 ¥ 905,817 

インドネシア 

第 5回委員会（2010年 9月承認） 

支援詳細 東ヌサ・トゥンガラ州 4県で、82人の回復

者への養豚や養鶏などの小規模起業資

金の支援と指導を行った。 

支援額 ¥696,923 

ミャンマー 

 

 

 

ベトナム 

第 5回委員会（2010年 9月承認） 

支援詳細 クイホアの患者自治会に所属する 15人

への少額支援 

支援額 ¥418,810 

第 6回委員会（2010年 9月承認） 

支援詳細 2名への経済援助的少額支援、12名への

豚やヤギなど家畜購入のための少額支

援、また 2つの回復者村では養鶏施設の

ための少額支援 

支援額 ¥101,440 

力を合わせて歩道を修繕 歩道が完成しました 

家畜購入を支援 

クイホアの住民たち 

クイホアの住民たち 
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＊教育支援＊  2013年度支援総額 ¥1,336,008 

中国  

第 6回委員会（2012年 9月承認）  

支援詳細 雲南省の 7人の大学生への教育

支援 

支援額 ¥572,557 

 

 

フィリピン  

第 4回委員会 （2008年 9月承認） 

支援詳細 タラ療養所付近に暮らす回復者の

子女１人の高等教育支援 

支援実施年度 2011-2013 

2011-12年度支

援額 

¥170,895 

2013年度支援額 ¥51,045 

 

ベトナム 

第 6回委員会（2012年 11月承認） 

支援詳細 定着村出身の 15人の高等教育

支援 

支援額 ¥712,406 

 

 

 

 

  

大学に行くのは長年の夢でした 

ベトナムの奨学生 

ボートレーサー奨学金の卒業生 中国のタオさんは、自分が皆さんから受けた高等教

育という御恩を、いつか社会に返したいと願って来ました。 

大学卒業後の 2012年の 11月から、念願かな

って、故郷のハンセン病回復村で子ども達に無

料で勉強を教えています。 

自分が大学で学んだことを教えることで、子ど

も達に少しでも良い教育を与えられればと語り

ます。 
教壇に立つ 

フィリピンタラ療養所付近の大学生 

～家族と一緒に 
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＊その他＊ 2013年度支援総額 ¥1,421,880 

フィリピン台風被害支援 

第 6回委員会（2013年 12月変更承認） 

支援詳細 2013年 11月 8日にフィリピンを襲った超大型台風により被害を受

けた、北パラワン州クリオン島の小学校２校と中高学校１校の修繕

を行った。 

2013年度支援額 ¥1,421,880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

完成した小学校 

 

建設中の様子 

Ta Thi Nhu さん （ベトナム ベンサン療養所） 

 

Nhu さんは短大で会計の勉強をし、この秋、卒業予定です。 

両親ともに回復者の家庭の末っ子として生まれましたが、勉強熱心で、学業優秀、非常に

礼儀正しく近隣からも評判の良い女性です。 

父親は四肢欠損と手指が丸まってしまうという重度の後遺障がいのため定職に就くことが

難しく、母親も病弱で外で働くことが出来ず、自宅での養鶏や庭仕事がやっとの状態のた

め、一家の経済状況は非常に厳しく、Nhu さんの兄は高校を出てすぐに働きに出ました。 

障がいがあるものの、父親は非常に働き者で、自立した

生活を送っており、両親ともに Nhu さんを学校に通わせ

るために、懸命に働いてきました。そんな両親の苦労に

報いようと、Nhu さんも一生懸命に勉強しました。学校に

通っていた 12年間、彼女は常に成績面でも品行面でも

非常に優秀な学生でした。 

この秋の卒業後は、まずは一旦、インターンとして会計

の経験をつんでから就職をし、業務経験と経済的基盤を

築き、さらに大学への進学を考えています。大学に進学

し 2年半勉強を終え、学士号を取れば、より高い収入を

得ることが可能になります。 

勉強以外にも、彼女は積極的に社会や地域の活動に参

加しています。人々の助けになれることが彼女の喜びな

のです。 

Ta Thi Nhu さん 
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<2014年度チャリティオークション他口 事業実施状況> 

2014 年度は、2012 年度の委員会でご承認頂きました回復者支援とフィリピン台風被害

のための資金から、以下の支援を実施しています。 

<第 6 回委員会承認 回復者支援（1,000 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トイレや家屋修繕など ¥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 家屋建築、職業訓練、牧畜や縫製などを始めるための少額支

援など 

¥2,500,000  

ベトナム 家屋建築と療養所患者会所属の住民への少額支援 ¥850,000  

 合計支出予定額 ￥6,200,000 

 

<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）> 

学校施設の補修や救急船への支援を検討しています。 

 

学校施設の補修 ¥1,300,000 

救急船 ¥11,500,000 

合計 ¥12,800,000 

 

 

<2002年度～2013年度 チャリティオークション他口 支出報告> 

2001 年～2014 年 8 月末までに、総額 96,128,411 円 のご寄付を頂きました。 

2014 年 3 月末時点での支出額（66,187,009 円）と支出予定/検討額（￥19,000,000）の

合計は 85,187,009 円で、支出予定額を除いた残額は、10,941,402 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/検討額 

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） 

201年～13年（完

了 

¥12,436,871 - 

第 6回委員会（3000万 2013年～ ¥5,415,343 ¥19,000,000 
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円） 

-回復者支援（1000万

円） 

 （¥3,993,463） （¥6,200,000） 

-台風被害支援（2000万

円） 

 （¥1,421,880） （¥12,800,000） 

合計  ￥66,187,009 ¥19,000,000 

 


