
（第７回自由都市・堺 平和貢献賞 授賞団体）



使われなくなった車いすは
どうなるのでしょうか？

80

８０% は捨てられる



もったいない！

世界の7000万人が車いすを待っています（WHO2015年）

ミャンマーのテットさん

ネパールのカンナさん



NPO法人「飛んでけ!車いす」の会

1998年５月設立。今、２３歳です。

バングラデシュのスラムの障がい者訪問が始まり



「飛んでけ!車いす」の活動

・国内で使われなくなった車いすを
収集

・ボランティアが整備・清掃

・旅行者が国外の利用者へ届ける

“Go! Fly! Wheelchairs”



車いすが小さくなり体にあわなくなっ
た「モモちゃん」

お母さんが「飛んでけ」へ電
話して、引き取りを依頼



引き取り
ボランティアです



100台在庫、部品もできる
だけ再利用。整理・整頓！



（ちょっと）シニアが多い



整備を終え自分
の名前を書いた
シールを貼る

整備した車いすを
持って高校の修学
旅行へ



「運びますよ～」という「ついでの」
旅行者（本来の目的は別。気軽
に参加してほしいので「ついで」

これまで外へ出たことのない
「スー」ちゃん



「手から手へ」飛んだ車いすは…

（２０２１年8月末現在）



私はファティマ6歳。
フィリピンに住んでます。勉強大好き。



学校へ行ける！
ワヤンくん

（インドネシア）



初めての車いす、共有で使います
（ケニア・シロアム園）



教会へ行けます
リタさん

（フィリピン）



この子の世話が楽になる！
チュンヤトンさん

（タイ）



仕事に出ます！
P3スライドで車いすを
待っていたテットさん

（ミャンマー）



手から手へ
「あなた」への車いすです！

もらった人は

・自分の体にぴったり（使いやすい、

安全に乗れる）

・生活の幅が広がる

（外出、家族と一緒にごはん、新しい
ことにチャレンジ・・・・）



1 Name

2 Adult or Children (Age?)

3 Gender

4
What is his/her disease or disorder? (If you

know)

5 Height: (cm)

6 Weight: (kg)

7 (a) Sitting height (cm)

8 (b) Arm-pit height, sitting (cm)

9 (c) Elbow height, sitting (cm)

10 (d) Lower leg length, sitting (cm)

11 (e) Buttock-calf length, sitting (cm)

12 (f) Hip breadth, sitting (cm)

13 Can he/she keep sitting without any support?

14
Can he/she move him/herself using their

upper body/arms in sitting position?

15
Can he/she use both arms? (ex. eating or

writing)

16 Can he/she lift a large object (3kg weight)?

17
Can he/she can drive a wheelchair by

him/herself?

18 Other Special Remarks of his/her body

19 Indoor and/or Outdoor use?

21
How will the wheelchair change or affect

his/her life? (ex. He can go to school, etc.)

22
Where should the bearer(s) hand over the

wheelchair?  (office or home?)

  Please give us following information.

To Select the Most Suitable Wheelchair

  You may find the following form very precise, but it is necessary for us to choose a

suitable wheelchair for the recipient(s) of your organization. Your cooperation and

patience will be much appreciated when you fill in the form.  It is advisable to refer to the

sizing chart when you fulfill question no. 7-12.  Even if your information is limited, please

respond to the best of your knowledge. Thank you.

Special requirements for the wheelchair (If

any)
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各自の体の情報をもらい車いすを選ぶ



海外でも整備

インドネシア・バリ島で

ネパール・カトマンドゥで





片足でもパワーあります！



体に合うように「フィッティング講座」



整理・整頓 Seiri Seiton
<工具箱 Kotak Alat>

Setelah dipakai kembalikan ke tempat semula

(使ったら元の場所に戻しましょう)



真剣に点検中



終了証書贈呈





コロナ禍でも工夫できたこと

・ 船便のコンテナーの中に入れて車いすを

60台送ることができた（泳げ！車いす）

・ 世界165カ国を車いすで旅した木島さんの

お話をエルプラザホールで聞けた

・ 手作りの「飛んでけ！マスク」

・ カレンダー市はネット販売で

・ メルマガを始めた



配送協力ボランティア
（コンテナに入れて）

◼ 萠運輸さん モノココさん

萠運輸さんはカンボジア、モノココさんはタイにリサイクルショップあり
無料でコンテナに入れて運んでいただいている。

コロナ禍でも・・



カンボジア到着

タイに到着

泳げ！車いす



以前のものは、
古く、車輪も壊
れていたので、
助かりました！



家の中の移動
や出かけるの
が楽になりまし
た！



飛んでけ！マスク

コロナ禍でもできる活動って何だろう？

・途上国ではマスクが足りない
・自宅からできる国際協力
・「飛んでけ」の車いすの送り先
情報を活用。
・メッセージで気持ちをこめた

2020年6月～8月末まで「手作りマスク」を募集



マスクの募集

◼ チラシ1,000枚

◼ 区役所・社協・学校など

◼ ホームページ・SNSでも

◼ 北海道新聞に3回掲載

◼ 目標枚数は1500枚



7000枚以上・・・





左上 インドネシアの障がい者
右上 タイの幼稚園
左下 マレーシアの障がい者



左上 レバノンの子どもたち
右上 フィリピンのポリス
下 ケニアの貧しい女性

9カ国
17団体へ



飛んでけ！のビジョン

私たちは障がいや国境の垣根を越え、
誰もがその人らしく生きる社会の実現

を目指します。
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モンコンさん（水頭症）
©NPO法人飛んでけ！車いすの会

後から質問をします。タイの障がい
者2人に車いすを届けましたが・・。



2年後のモンコンさん



アンパワンさん（水頭症）



2年後のアンパワンさん



皆さん、考えてください

◼ 2年後のアンパワンさんは車いすを利用して
いません。理由を想像してみてください。

◼ ここで10分間の休憩です。

◼ 休憩後に回答をお見せします。


