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ボートレーサーの皆さまから頂いたご寄付は、教育支援に使われています。 

 

<2003 年度から年度から年度から年度から 2010 年度まで年度まで年度まで年度まで> 
インド・ミャンマー・ネパール・中国・フィリピン・インドネシアの 6 カ国で、延べ 4036 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 1924 人 2003-2005, 2009-2011 ¥11,896,800 

ミャンマー 777 人 2003-2005 ¥2,739,200 

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

中国 641 人 2003-2005, 2010（-2012） ¥3,594,761 

フィリピン 227 人 2009-2010 ¥1,698,868 

インドネシア 17 人 2010 ¥839,940 

計 4,036 人  ¥23,539,034 

 

<2011 年度年度年度年度> 
インド・中国・フィリピン・ベトナムの 549 人の小学生から大学生までの子ども達が新たに学校に

通うことが出来ました。 

国 人数 支援額 

インド 232 人 ¥3,133,600 

中国 154 人 ¥1,161,295 

フィリピン 158 人 ¥1,848,060 

ベトナム 5 人 ¥186,458 

計 549 人 ¥6,329,413 

※ インドネシアの教育支援は 2010 年度～2012 年度に予定されていましたが、2010 年度単年支援と

なりました。 

 

<2012 年年年年度度度度> 
2011 年と同様、インド・中国・フィリピン・ベトナムの子ども達の教育支援を継続しています。 

フィリピン ミンダナオ中央の小学生 

選手会口選手会口選手会口選手会口    ～ボートレーサーの皆さまからのご寄附～～ボートレーサーの皆さまからのご寄附～～ボートレーサーの皆さまからのご寄附～～ボートレーサーの皆さまからのご寄附～    
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<2011 年度年度年度年度    支援詳細支援詳細支援詳細支援詳細> 

インドインドインドインド  

・タルミナドゥ州、ケララ州の定着村や一般コミュニティに

住む中・高校生 200 人の教育支援は、2011 年度で完了しま

した。 

第第第第 2 次教育支援次教育支援次教育支援次教育支援 (2008 年 9 月承認) 

支援実施年度 2009-2011(完了) 

2011 年度支援額年度支援額年度支援額年度支援額 ¥2,500,000 

2009~2011 年度 

3 年間総支援額 

¥7,500,000 

 

・ビハール州とマディヤ・プラデシュ州の大学生 32 人の教育 

を支援をしました。 

第第第第 3 次教育支援次教育支援次教育支援次教育支援 （2010 年 9 月承認） 

支援実施予定年度 2011-2014 

2011 年度支援額年度支援額年度支援額年度支援額 ¥633,600 

2012 年度以降支援予定総額 

 (含タミルナドゥ州、ケララ州) 

約¥5,150,000 

 

中国中国中国中国 

・広東、湖北、江西、広西省の小中学生 154 人の 

教育を支援しました。 

第第第第 3 次教育支援次教育支援次教育支援次教育支援 （2010 年 9 月承認） 

支援実施年度 2010-2012 

2010 年度支援額 ¥867,641 

2011 年度支援額年度支援額年度支援額年度支援額 ¥1,161,295 

2012 年度支援予定額 約¥900,000 

 

フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン 

・ビコール、西ヴィサヤス、ミンダナオ中央療養所周辺の小

中学生 120 人の教育を支援しました。 

第第第第 2 次教育支援次教育支援次教育支援次教育支援 （2008 年 9 月承認） 

支援実施年度 2009-2011(完了) 

2009~2010 年度支援合計額 ¥998,557 

2011 年度支援額年度支援額年度支援額年度支援額 ¥978,100 

2009~2011 年度 

3 年間総支援額 

¥1,949,657 

フィリピン西ヴィサヤスの子ども達 

ビハール、マディヤ・プラデシュ州の大学生 

中国広西省南丹村の子ども達 

ダミルナドゥ、ケララ州の高校生 
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・クリオン周辺の中学生 40 人の教育を支援しました。 

第第第第 2 次教育支援次教育支援次教育支援次教育支援 （2008 年 9 月承認） 

支援実施年度 2009-2011(完了) 

2009~2010 年度支援合計額 ¥ 727,311 

2011 年度支援額年度支援額年度支援額年度支援額 ¥369,000 

2009~2011 年度 

3 年間総支援額 

¥1,096,311 

 

・イロコス、タラ、セブ療養所周辺の大学生 3 人の教育と 5 人の

職業訓練を支援しました。 

第第第第 3 次教育支援次教育支援次教育支援次教育支援 （2010 年 9 月承認） 

支援実施年度 高等教育:2011-2014, 

職業訓練:2011-2012 

2011 年度支援額年度支援額年度支援額年度支援額 ¥500,960 

2012 年度以降支援予定額 約¥1,300,000 

 

ベトナムベトナムベトナムベトナム 

・定着村で暮らす大学生 5 人の教育を支援しました。 

第第第第 3 次教育支援次教育支援次教育支援次教育支援 （2010 年 9 月承認） 

支援実施年度 2011-2012 

2011 年度支援額年度支援額年度支援額年度支援額 ¥186,458 

2012 年度支援予定額  約¥150,000 

 

 

 

 

 

<2002 年度年度年度年度~2011 年度年度年度年度    選手会口選手会口選手会口選手会口    収支報告書収支報告書収支報告書収支報告書>                     

 収入 支出 

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（残額¥357,415） 

第 2 次支援分（2008 年） ¥12,585,965 ¥11,385,908(残額¥1,200,057) 

第 3 次支援分（2010 年）  

                 

¥11,908,005 2011 年度末時点 ¥3,349,954 

(2012 年度～完了 2014 年度：約¥8,000,000 支援予定) 

合計合計合計合計 ¥39,803,970 2011 年度末時点総支出額年度末時点総支出額年度末時点総支出額年度末時点総支出額    ¥29,688,447 

2011 年度末時点残額年度末時点残額年度末時点残額年度末時点残額  ¥10,115,523 

 

 

ベトナムの奨学生 

フィリピン イロコスの大学生 

フィリピンの小学生たち 
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<2002 年度から年度から年度から年度から 2010 年度年度年度年度> 
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、高等

教育の支援をすることができました。 

 

<2011 年度年度年度年度> 
インド、ネパール、フィリピン、ベトナムの 4 カ国で、生活環境向上のための支援や、高等教育支

援を行いました。 

＊生活環境向上支援＊ 

インド   8 世帯の家屋修繕 

ネパール  18 世帯の家屋修繕/建築・10 箇所への井戸ポンプ設置 

ベトナム  1 世帯の家屋修繕 

＊教育支援＊ 

インド   216 人の高等教育 

フィリピン 2 人の高等教育 

 

<2011 年度年度年度年度    支援詳細支援詳細支援詳細支援詳細> 

＊＊＊＊生活環境向上支援生活環境向上支援生活環境向上支援生活環境向上支援＊＊＊＊  2011年度支援総額 ¥2,733,153 

インドインドインドインド 

第第第第 5 回委員会回委員会回委員会回委員会 （2010 年 9 月承認） 

支援詳細 ウェストベンガル州クーチベハールの定着村の家屋修繕 8 軒 

支援額 ¥800,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クーチベハール家屋修繕 

チャリティオークション他口チャリティオークション他口チャリティオークション他口チャリティオークション他口 
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ネパールネパールネパールネパール 

第第第第 5 回委員会回委員会回委員会回委員会 （2010 年 9 月承認） 

支援詳細 ジャナクプール県ダヌシャ郡、マホタリ郡、シンドゥリ郡、サラヒ郡の 家屋建築 10

軒、井戸ポンプ設置 10 箇所 

支援額 ¥1,440,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第 5 回委員会回委員会回委員会回委員会 （2010 年 9 月承認） 

支援詳細 ネパール西部テライ地域の家屋建築 4 軒、 

家屋修繕 4 軒 

支援額 ¥493,153 

 

 

 

 

ベトナムベトナムベトナムベトナム 

区分 第 5 期（2010 年 9 月承認） 

支援詳細 クイホア療養所周辺の家屋修繕 1 軒 

支援額 ¥200,000 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

ネパール西部テライ地域の家屋 

マホタリ郡のポンプ サラヒ郡の家屋 

ベトナム家屋修繕 
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＊＊＊＊教育支援教育支援教育支援教育支援＊＊＊＊  2011 年度支援総額 ¥1,662,540 

インドインドインドインド 

タルミナドゥ州とケララ州の回復者の子女 216 人の高等教育の支援をしました 

第第第第 4 回委員会回委員会回委員会回委員会 （2008 年 9 月承認） 

支援実施年度 2010-2011（完了） 

2011 年度支援額年度支援額年度支援額年度支援額 ¥1,533,260 

2010~2011 年度総支援額 ¥3,433,260 

 

フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン     

タラ療養所の近辺に住む、回復者の子女 2 人の高等教育の支援をしました 

第第第第 4 回委員会回委員会回委員会回委員会 （2008 年 9 月承認） 

支援実施年度 2010-2013 

2010 年度支援額 ¥74,556 

2011 年度支援額年度支援額年度支援額年度支援額 ¥129,280 

2012 年度以降支援予定額 約¥100,000 

 

 

 

<2002 年度～年度～年度～年度～2011 年度年度年度年度    チャリティチャリティチャリティチャリティオークション他口オークション他口オークション他口オークション他口    支出支出支出支出報告報告報告報告> 
2001 年～2012 年 3 月末までに、総額 69,301,118 円 のご寄附を頂きました。 

支出状況 

第 1 回委員会（1000 万円承認） 2002 年～2003 年（完了） ¥10,208,114 

第 2 回委員会（1600 万円承認） 2004 年～2010 年（完了） ¥15,006,966 

第 3 回委員会（1000 万円承認） 2006 年～2010 年（完了） ¥8,829,808 

第 4 回委員会（1600 万円承認） 2008 年～現在 

(完了予定 2013 年度) 

2011 年度末時点 ¥12,638,315 

(2012~2013 年度末までの支出予定額約¥1,000,000) 

第 5 期（1400 万円承認） 2010 年～現在 2011 年度末時点 ¥3,350,351 

第第第第 1 回委員会～第回委員会～第回委員会～第回委員会～第 5 回委員会合計回委員会合計回委員会合計回委員会合計  2011 年度末時点年度末時点年度末時点年度末時点    ¥50,033,554 

2011 年度末時点での残額年度末時点での残額年度末時点での残額年度末時点での残額  ¥19,267,564 

 

 


