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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 2011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 4585
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 2156人 2003-2005, 2009-2011 ¥15,030,400

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 795人 2003-2005, 2010-2011 ¥4,756,056

フィリピン 385人 2009-2011  ¥3,546,928

インドネシア 17人 2010 ¥839,940

ベトナム 6人 2011 ¥186,458

計 4,585人 ¥29,688,447

<2012年度> 
インド・中国・フィリピン・ベトナムの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 344人 ¥3,679,408

中国 141人 ¥853,820 

フィリピン 65人 ¥1,304,845

ベトナム 6人 ¥190,205 

計 556人 ¥6,028,278

<2013年度> 
インド・中国・フィリピンの子ども達の教育支援を継続しています。

選手会口 ～ボートレーサーの皆さまからのご寄附～ 
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<2012年度 支援詳細> 

インド

・タミルナドゥ州、ケララ州の定着村や一般コミュニティに住む中・高・大学生 312人の教育支援
をしました。

第 3次教育支援 （2010年 9月承認）

支援実施年度 2012(完了)

2012年度支援額 ¥3,178,500

・ビハール州とマディヤ・プラデシュ州の大学生 32人の
教育支援をしました。

第 3次教育支援 （2010年 9月承認）

支援実施予定年度 2011-2014

2011年度支援額 ¥633,600

2012年度支援額 ¥500,908
2013年度以降支援予定総額 約¥1,200,000

中国

・広東、湖北、江西、広西省の小学生 51人・中学生 50人・
高校生 40人の教育支援 をしました。
第 3次教育支援 （2010年 9月承認）

支援実施年度 2010-2012(完了)

2010~2011年度支援額 ¥2,028,936

2012年度支援額 ¥853,820
2010~2012年度支援総額 ¥2,882,756

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中学生・高校生 27 人の教育を支援しま
した。

第 3次教育支援 （2010年 9月承認）

支援実施年度 2012(完了)

2012年度支援額 ¥287,000

・クリオン周辺の中学生・高校生 30人の教育を支援しました。
第 3次教育支援 （2010年 9月承認）

支援実施年度 2012(完了)

2012年度支援額 ¥409,860

ビハール州の大学生 

中国の子ども達 

フィリピンの奨学生 
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・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 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年度支援額 ¥500,960

2012年度支援額 ¥607,985

2013年度以降支援予定額 約¥400,000

ベトナム

・定着村で暮らす大学生 5人の教育と１人の職業訓練を支援
しました。

第 3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 ¥186,458

2012年度支援額 ¥190,205

<2002年度~2012年度 選手会口 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

¥15,31,0000 ¥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 2012年度末時点 ¥9,378,232
(2013年度～完了 2014年度：約¥1,600,000支援予定)

合計 ¥39,803,970 2012年度末時点総支出額 ¥35,716,725

2012年度末時点残額 ¥4,087,245

ベトナムの奨学生 

フィリピン イロコスの大学生 
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<2002年度から 2011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。

<2012年度> 
インド、ネパール、フィリピン、ベトナム、ミャンマーの 5カ国で、生活環境向上のための支援や、
経済自立支援、高等教育支援、ワークキャンプへの支援を行いました。

＊生活環境向上・経済自立支援＊

インド   8世帯の家屋修繕、90人への少額融資
ネパール  26世帯の家屋修繕、10箇所への井戸ポンプ設置

15人への少額融資、39人への職業訓練
ベトナム  1世帯の家屋建築
ミャンマー 46人への少額融資、10人への職業訓練
＊教育支援＊

フィリピン 2人の高等教育
＊ワークキャンプへの支援＊

インド ワークキャンプ 1回

<2012年度 支援詳細> 

＊生活環境向上・経済自立支援＊ 2012年度支援総額 ¥6,731,845 

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クーチベハール

の定着村の家屋修繕 8軒

支援額 ¥188,368 (完了時送金分) 

第 5回委員会 （2010年 9月承認）

支援詳細 インド南部の回復者 90人への少額

融資

支援額 ¥1,680,000 

インド南部回復者家族 

チャリティオークション他口
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ネパール

第 5回委員会 （2010年 9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 10箇所

支援額 ¥1,947,845 

第 5回委員会 （2010年 9月承認）

支援詳細 ポカラ県の家屋修繕 6軒、少額融資 15人、

職業訓練 39人

支援額 ¥2,275,058 

ベトナム

区分 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 ¥389,222 

ミャンマー

区分 第 5回委員会（2010年 9月承認）

支援詳細 ミンブ県、パコック県、サリン県、マグウェイ県、チャウクパダング県、ヤメティン県、ピェイ

県、マヤンチャウング県の少額融資 46名、ヤンゴン県の職業訓練 10名 

支援額 ¥251,352 

シャナクプール家屋修繕前 シャナクプール家屋修繕後

援助で建てた鶏舎 
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＊教育支援＊ 2012年度支援総額 ¥41,615 

フィリピン 

タラ療養所の近辺に住む、回復者の子女 1人の高等教育の支援をしました。
第 4回委員会 （2008年 9月承認）

支援実施年度 2010-2013

2010-11年度支援額 ¥203,836

2012年度支援額 ¥41,615

2013年度支援予定額 約¥50,000

＊ワークキャンプへの支援＊ 2012年度支援総額 ¥200,000 

インド

区分 第 5回委員会（2010年 9月承認）

支援詳細 ビシュナ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（9/15～9/29）

支援額 ¥200,000 

<2002年度～2012年度 チャリティオークション他口 支出報告> 
2001年～2013年 3月末までに、総額 92,511,267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) 

2013年 3月末時点 ¥14,238,862
(2013年度支出予定額約¥50,000)

第 5回委員会（1400万円承認） 2010年～現在

(完了予定 2013年度) 

2013年 3月末時点 ¥10,282,196
(2013年度支出予定額約¥3,100,000)

第 6回委員会（3000万円承認） 2013年～ 協力先選定協議中

第 1回委員会～第 5回委員会合計 2013年 3月末時点 ¥58,565,946

2013年 3月末時点での残額 ¥33,945,321

コロニー住民とのふれあいの時間家屋修繕作業の様子 


