
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 岩手県社会福祉協議会 
 

 

 

  

この活動は赤い羽根共同募金の助成を受けて実施しています 
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1 いわて車いすフレンズとは  

 

（１）活動概要及び実績 
     「いわて車いすフレンズ」は、県内の工業高校・大学の生徒たちが、破損等のために使われな

くなった車いすを修理・整備し、車いすを必要としている国内外の方 （々主にアジアを中心とし

た海外の方々）に寄贈する活動で、平成 15 年度から取り組んでいます。 

各参加校による修理活動のほか、多くの関係者の協力によるボランティアリレーに支えられ

ています。 

≪これまでの車いす寄贈実績≫ 

平成 15年度（2003年度）＝ 43 台    

平成 16年度（2004年度）＝106 台  

平成 17年度（2005年度）＝ 52 台    

平成 18年度（2006年度）＝ 38 台 

平成 19年度（2007年度）＝ 48 台    

平成 20年度（2008年度）＝123 台 

平成 21年度（2009年度）＝ 67 台   

平成 22年度（2010年度）＝ 36 台 

    平成 23年度（2011 年度）＝ 50 台  

平成 24年度（2012年度）＝ 35 台     

平成 25年度（2013年度）＝ 49 台 

平成 26年度（2014年度）＝ 36 台 

 

平成 27 年度寄贈実績 

寄贈月 寄贈先 台数 修理校 

Ｈ27.7 月 タイ 12 台 いわて車いすフレンズ整備技術講習会 

盛岡工業高校、黒沢尻工業高校、水沢工業高校、 

 一関工業高校 

Ｈ28.2 月 スリランカ 35 台 盛岡工業高校、黒沢尻工業高校、水沢工業高校 

一関工業高校、宮古工業高校、釜石商工高校 

計 47 台  

※ 平成 15 年度～平成 27 年度の累計寄贈台数 730 台  

 

（2）後援及び活動のコーディネート  
「公益財団法人日本社会福祉弘済会（東京都）」 

全国的な工業高校生たちによる車いす修理活動「空飛ぶ車いす」の支援団体であり、いわ

て車いすフレンズも空飛ぶ車いすの参加団体の一つになっています。 
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（3）車いすフレンズ活動の流れ 
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（4）活動参加学校・大学（平成 27 年度） 

1 岩手県立盛岡工業高等学校 盛岡市羽場 18-11-1 

2 岩手県立黒沢尻工業高等学校 北上市村崎野 24-19 

3 岩手県立水沢工業高等学校 奥州市水沢区佐倉河字道下 100-1 

4 岩手県立一関工業高等学校 一関市萩荘字釜ケ渕 50 

5 岩手県立大船渡東高等学校（平成 27 年度は活動休止） 大船渡市立根町字冷清水 1-1 

6 岩手県立釜石商工高等学校 釜石市大平町 3-2-1 

7 岩手県立宮古工業高等学校 宮古市赤前 1-81 

8 岩手県立久慈工業高等学校 野田村野田 26-62-17 

9 岩手県立福岡工業高等学校（平成 27 年度は活動休止） 二戸市石切所字火行塚 2-1 

10 岩手大学工学部社会環境工学科 盛岡市上田 4-3-5 

【各校支援の社会福祉協議会】 

盛岡工業高等学校 盛岡市社会福祉協議会 

岩手大学工学部社会環境工学科 岩手県社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター 

黒沢尻工業高等学校 北上市社会福祉協議会  

水沢工業高等学校 奥州市社会福祉協議会  

一関工業高等学校 一関市社会福祉協議会  

大船渡東高等学校 大船渡市社会福祉協議会  

釜石商工高等学校 釜石市社会福祉協議会  

宮古工業高等学校 宮古市社会福祉協議会  

久慈工業高等学校 久慈市社会福祉協議会  

福岡工業高等学校 二戸市社会福祉協議会  

【支援団体・協力企業及び全国の参加学校】 

1 (公財) 日本社会福祉弘済会 6 (株) メガネの松田 

2 「空飛ぶ車いすを応援する会」 7 (有）東日本福祉機器商会盛岡営業所 

3 （財）岩手県国際交流協会 8 盛岡ユネスコ協会事務局 

4 (株) 日通航空盛岡航空支店 9 社会福祉法人韓国福祉財団 

5 岩手県青年海外協力隊を育てる会 10 ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構） 
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2 空飛ぶ車いすネットワーク＊印は輸送ボランティア実施 数字は参加年（平成）   

＜北海道・東北ブロック＞  

北海道 旭川藤女子高校＊17   青森県 青森工業高校 17  

 

 

 

 

 

 

秋田県 秋田工業高校 17  秋田県 大舘工業高校 17    秋田県 能代工業高校 17    
秋田県 能代西高校 18   秋田県 男鹿工業高校 17    秋田県 由利工業高校 17 
秋田県 大曲工業高校 17  秋田県 横手清陵学院高校 17 秋田県 湯沢翔北高校 17  
秋田県 明桜高校 17    福島県 小高工業高校 16  福島県 福島工業高校 21   
福島県 白河実業高校 22   福島県 清陵情報高校 23 
 
＜関東ブロック＞  
栃木県 栃木工業高校＊5      栃木県 真岡工業高校 16      群馬県 渋川工業高校 17 
千葉県 京葉工業高校 18         千葉県 筑波大学付属聴覚特別支援学校 25 
千葉県 茂原樟陽高校 21      東京都 荒川工業高校 15 
東京都 大森学園高校＊13          東京都 蔵前工業高校＊16   東京都 世田谷泉高校 17   
東京都 新宿区立新宿中学校 17    東京都 北豊島工業高校＊ 23  
神奈川県 小田原城北工業高校 15  神奈川県 神奈川総合産業高校 16  
神奈川県 向の岡工業高校 16     神奈川県 神奈川工科大学＊ 16       
 
＜北陸・信越ブロック＞  
新潟県 新潟工業高校＊16       新潟県 新潟医療福祉大学＊18   新潟県 新津工業高校 24 
長野県 武蔵工大第二高校 16    長野県 長野工業高校 16      山梨県 甲府工業高校 24 
 
＜東海ブロック＞  
愛知県 名古屋工業高校 24  岐阜県 大垣工業高校＊15   岐阜県 中津川工業高校 16   
静岡県 御殿場高校 17       静岡県 伊豆総合高校 21   静岡県 掛川工業高校 20  
静岡県 島田工業高校 23   
 
＜近畿ブロック＞  
京都府 伏見工業高校 22  京都府 洛陽工業高校 24  京都府 田辺高校 24 
大阪府 生野工業高校 24  大阪府 堺工科高校 19     大阪府 今宮工科高校 26 
兵庫県 東播工業高校 16   兵庫県 相生産業高校 19   兵庫県 神戸科学技術高校 16 
滋賀県 八幡工業高校 22  滋賀県 安曇川高校 24   滋賀県 瀬田工業高校 26 
滋賀県 瀬田高校 19 
＜中国・四国ブロック＞  
鳥取県 倉吉総合産業高校＊17     鳥取県 米子工業高校＊17         島根県 益田翔陽高校 23         
愛媛県 新居浜工業高校＊12      愛媛県 新居浜工業高等専門学校＊20 
愛媛県 伊方中学校 18           広島県 宮島工業高校 24 
 
＜九州・沖縄ブロック＞  
福岡県 浮羽工業高校 ＊17  福岡県 福岡工業高校 18  佐賀県 唐津工業高校 18   
長崎県 長崎工業高校 19  長崎県 佐世保工業高校 21  沖縄県 美来工科高校 15   
沖縄県 那覇工業高校 16 沖縄県 美里工業高校 16    沖縄県 宮古工業高校 16  
 
＜その他＞  
 栃工ウエルフェア会（栃木工OB）＊9  森工車椅子会（東京大森 OB）＊15   
空飛ぶ車いす IN 神栖 22 

 

岩手県 盛岡工業高校＊15    岩手県 黒沢尻工業高校＊15  

岩手県 水沢工業高校＊15    岩手県 一関工業高校＊15  

岩手県 宮古工業高校＊15    岩手県 大船渡東高校＊15  

岩手県 福岡工業高校＊15    岩手県 久慈工業高校＊15  

岩手県 釜石商工高校＊15    岩手県 岩手大学工学部社会環境工学科＊15 



5 

 

≪海外寄贈の様子≫   
２０１５年タイ訪問レポート 

 

                                神奈川工科大学 KWR 

Ⅰ 活動概要 

活動時期   ２０１５年８月２５日―３１日 

活動地    タイ・サコンナコン市 

修理会場   サコンナコン病院 

参加メンバー 新潟医療福祉大学ＦＷＳ、神奈川工科大学ＫＷＲ 

 寄贈内容   約 130 台（家庭訪問 4 台・サコンナコン病院 20 台・別の病院 24 台・サコンナコン市

以外の村の施設に十数台、それ以外の個人の方々他） 

 

Ⅱ 車いすを受け取った人たち 

１．訪問して寄贈した方々 

サコンナコン病院より 20km 離れた 2人の男女(男性 A,女性A)と病院近くに住む 2人の男女(男性B,女

性 B)の家庭を訪問し車いすを寄付した。 

 身体の状態等 車いすの使用内容 

男性 A（78 歳） 3 年程前から歩行が困難にな
った。加齢による下肢の筋力低
下だと思われる。 

車いすに乗って公園に行きたいと本人は話し
てくれた。 

男性 B（44 歳） ポリオによる下肢麻痺で歩
けない。 

寺院に行くために車いすを使用する予定。 

女性 A（77 歳） 3 年ほど前から病気により歩
行が困難になった。 

病院に行く際に車いすを使用する予定。 

女性 B（77 歳） 糖尿病を患っている。 病院に行く際に車いすを使用する予定。 

２．病院で寄贈した方々 

病院では 20 台の車いすを寄付した。病院には多くの人が車いすを受け取りに来た。 

受け取りに来た方の多くが、車いすを使用する本人ではなく家族だった。 

これは、本人が遠くから長時間かけて受け取りにくるのが困難だったためと考えられる。 

そのため、引き渡しについては、家族から本人の特徴(年齢・性別・身長・体重・疾患・体型など)

を聞き、そこから本人に合うと思われる車いすを家族に選んでもらうという形式をとった。この際、

事前準備で作成したタイ語の車いす取り扱い説明書を配布し、現地コーディネーターと一緒に車いす

使用者の家族に説明した。 

車いす寄付のセレモニーを行ってから車いすの寄付を開始した。 

  

  

 
セレモニーの様子 シーティングの様子 
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病院には家族で車いすを受け取りに来る人だけではなく、遠くにある病院や障害者施設、村から代

表として十数台の車いすをトラック 1 台で受け取りに来る人もいた。そういった人々のために車いす

を梱包しトラックに積み込む作業も手伝った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．今回のプロジェクトを手伝ってくれた人たち 

今回の活動ではたくさんの現地の方々に協力いただいた。 

１．コーディネーター3 人 

パンニーさん 年齢：６２歳 

本職：お兄さんの貿易会社 

 

スパワディさん 年齢：４０歳 

本職：社会福祉士(児童福祉) 

２００４年に福祉の勉強のため来日した
経歴がある。今回で活動の参加回数は４回
目。 

サイワルーンさん 年齢：５８歳 

本職：社会福祉士 

最初は日本の研修でお世話になった方々
への恩返しをしたいと思い活動に参加して
いたが、やっていく内に、この活動が自分
の故郷にとってとても良いことだと知り、
より活動に積極的に参加するようになっ
た。 

 

２．現地の高校生たちのサポート 

本活動において車いすを約 130 台修理した。コーディネーターの方々は，この量は二日間でこなす

ことができないと判断して、現地の工業高校に連絡し今回の活動にいたった． 

日本や韓国の知識、技術を高校生に伝えることで技術の向上や異なる国の友人ができるきっかけに

なってほしいと考えた。活動にはサコンナコンの工業高校生６人と先生が 1 人参加してくれた。高校

生たちはみんな熱心に車いすの修理に参加してくれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車いすをトラックに乗せる様子 

現地の高校生による活動 
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３．病院のソーシャルワーカーたち 

約 130 台を修理するということでサイワルーンさんが病院側と連携をとった。目的は一緒なのでお

互いに上手く協力することができた。 

また、修理の際にＫＷＲの方がタグを使ってスムーズに活動できるように工夫したり、グループ分け

をしてくださったので助かった。また、サコンナコンでの活動は初めてであり、病院の方々はみんな

大歓迎であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．感想 

今回の活動でも約 130 台の車いすを届けたが、まだまだ需要が足りてないと感じ、もっと多くの車

いすを届けたいと思った。 

サコンナコンよりも遠くの街や村では車いすの数が圧倒的に足りていないことが多く、どこの地域

でも平等に車いすを届けたいと思った。 

言葉が通じない状況ではあったが、共有の目的を持っているためどんな時でも心は繋がっていると

感じた。ボランティア側の社会勉強にもなり、視野が広がったと思う。 

今回は４件家庭訪問して直接車いすを渡すことができた。 

しかし、車いすをもらえないまま亡くなった方もいる。少しでも多くの人に車いすを届けたいと思っ

た。 

（写真提供：KWR 神奈川工科大学） 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

（日本・韓国チーム、現地高校生、コーディネーター、病院スタッフみんなで） 
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3 今年度のいわて車いすフレンズ活動 

≪整備技術講習会≫ 

日 時：平成 27 年 6月 23 日（火）10:00～15:30 

会 場：ふれあいランド岩手「ふれあいホール」 

  参加者：県内参加校 5 校（生徒及び教諭 22 名）・岩手大学 

公益財団法人日本社会福祉弘済会 森井常務理事・近石広報部長 

1 開会 

2 講習会 

（1）活動報告「私たちの想いを届ける車いす」 

               神奈川工科大学ＫＷＲ 梅原 直人さん 

（2）「車いすを整備・再生しよう！part1・part2」 

     技術指導 有限会社東日本福祉機器商会盛岡営業所 福祉用具専門相談員 

                       工藤 彰一さん・赤坂 裕樹さん 

     アドバイザー 神奈川工科大学ＫＷＲ 梅原 直人さん 

（3）「整備した車いすを確実に届ける梱包のワザ！」 

     アドバイザー 神奈川工科大学ＫＷＲ 梅原 直人さん 

3 トラック積み込み・見送り 

4 閉会 

 

【活動報告：私たちの想いを届ける車いす】（神奈川工科大学ＫＷＲ 梅原 直人さん） 

昨年度、全国の高校生が整備し、海外に贈られた車いすの“その後”について、梅原さん自

身が輸送ボランティアとして訪れたネパールでの活動や現地の様子について報告がありまし

た。 

その中で現地では、日本のように道路の整備がされているところがわずかで、道路事情の悪

い中で車いすが使われる場合が多いことや、車いすが高価なため、購入を断念せざるを得ない

状況もあって、大変喜ばれていることが話されました。 

また、日本から運ぶ際に使用する梱包材も現地では貴重品であること、この活動が修理・整

備の他にも輸送や現地での受け取りなどの様々な場面で多くのボランティアのつながりで成

り立っていることなどのお話がありました。 
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車いす整備技術講習会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講習では、学校ごとにグループになり、東日本福祉機器商会の佐々木さん、赤坂さん、工藤さん、

神奈川工科大学の梅原さんから、アドバイスを受けながら作業を進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車いすの状態を確認しながら、ノーパンクタイヤの取り付け、部品の交換、錆取り等行いまし

た。ノーパンクタイヤの取り付けでは、コツを掴むまでに時間を要し、講師のアドバイスを受け

ながら作業を進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車いす修理・整備中 
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整備が完了した車いすは丁寧に磨き、梱包作業に入りました。初めて行う生徒が多く、神奈川 

工科大学の梅原さんのアドバイスを受けながら真剣に取り組んでいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梱包まで完成した車いすは 12 台でした。完成した 12 台は参加した生徒が協力しながら

トラックへ積み込みを行い、7 月にタイへ届くように移送されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで集合写真 

トラックに積み込み 

梱包作業 
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整備技術講習会の様子が新聞で紹介されました 

      ○盛岡タイムス（平成 27 年 6 月 26 日） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ○岩手日報（平成 27 年 6 月 27 日） 
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いわて車いすフレンズ 車いす修理技術講習会参加者アンケート 集計結果 

１ 今回の修理技術講習会について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 車いす修理に関して難しいと感じていること等 

○ 車輪を外してタイヤを外し、ノーパンクタイヤをつけるのが大変である。 

○ タイヤを取り付ける時に結構力が必要なので、なかなか入らないときがあって難しい。 

○ キャスターのベアリングが落ちやすいのでベアリングを落とさずに取り外すのが難しい。 

○ タイヤ交換が一人ではできない。 

○ 修理に時間がかかる。 

○ 細かい、狭い部分のサビ落としに毎回困っている。 

○ ネジなどの隙間をやるのが難しいと感じた。 

○ ノーパンクタイヤに替える作業が難しく、大変だった。 

○ ノーパンクタイヤに付け替えること、タイヤの交換。 

○ 車イスのゆがみを直す際にどうすればよいのか分からず困った。また、ベアリングの締め付け調整等が難しかった。 

（先生・講師） 

○ 海外に寄贈するのに、どの程度まで手を加え、整備すればよいのかの判断が難しい。 

○ レザー等の破損は修理より交換が望ましいのか、修理したほうがよいかの判断が難しい。 

3 車いすフレンズ事業について疑問や要望等  

（先生・講師） 

○ 修理用消耗品は揃っているが、修理すべき車いすが不足がち。 

4 講習会に参加してみて 

  ○ 色々と参考になりました。他の学校と講習を受けることで団結する事ができました。 

○ 今回、車いす整備技術講習会に参加してみて、普段の学習とは違って、数をこなしていかなければいけなかったの

で、スピードと正確さを両立させるのが大変だった。 

○ 車イスを修理して 27か国にも送られていることを初めて知りました。そして、修理したものが使われているので、修

理したかいがあり、また、どんどん修理していきたいと思います。 

○ 学校でやっている中では、全て取り外しての作業だったが、今日はタイヤやキャスターなど大部分だけのスピード勝

負だったので、スピードアップの参考になった。 

○ とても参考になりました。今後の作業で、もっと良いものができるようにします。 

○ 今回の講習では、学校では使わない技術が学べました。とても楽しくできたのでよかったです。 

○ とても緊張したが、しっかり車いすを磨いたり直したりできたのでよかった。 

○ 時間までに終わるか心配だったが、しっかり終わったのでよかったです。 

○ 初めて講習会に参加して、いろいろな技術を吸収することができたので良かった。 

○ 周りの方々に教えられ、分からないところを修理できたのでよかった。 

○ 初めて参加してみて、車イスの修理がこんなにハードだとは思いませんでした。もう少し時間が欲しかったです。 

  （先生・講師） 

○ 今まで分からなかったことを今回の講習会で理解し、実際に作業できてよかった。 

○ 移動の費用が難しくなってきました。よろしくお願いいたします。 

ア　参考になった 13人（68.4％）

イ　どちらかというと参考になった 4人（21.1％）

ウ　あまり参考にならなかった 0人（0.0％）

エ　参考にならなかった 0人（0.0％）

オ　無回答 2人（10.5％）

ア 参考

になった

68.4%

イ どちらかというと参

考になった 21.1%

0.0%

0.0% オ 無回

答 10.5%
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 いわて車いすフレンズ活動参加校生徒から  

 

車いすを受け取る方へ メッセージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直した車いすを大事に使ってほ

しい。 

車いすを使って今まで行けなか

った所やできなかったことに挑

戦してほしい。 

車いすを使っていただき誠にあ

りがとうございます。自分たち

の能力を最大限生かし、修理し

ました。長く使っていただける

と幸いです。 

大切に直したので、大切に使っ

てもらいたい。 

大切に使ってくれたらそれだけ

で嬉しいです！ 

全て手作業で直して、丁寧に作

業にあたったのですが、またい

つかは壊れると思うので、その

時にまた僕らにお任せくださ

い！ 

僕たちが心を込めて作ったもの

なので、愛用してくださるとう

れしいです。 

自分たちが頑張って修理したの

で大事に使ってほしい。 

私たちのできる限りの範囲では

ありますが、一生懸命整備しま

した。ぜひ大切にお使いになっ

てください。 

僕たちが一生懸命直したもので

す。大切に使ってくれるとうれ

しいです。 

私たちの修理した車いすに乗る

ことで、生活が少しでも楽にな

ってもらえればうれしいです。 

一生懸命、みんなで力を合わせて

修理しました。大切に使ってくだ

さい。 

心を込めて修理しました！まだ

まだ十分使えます。大切に使っ

てあげてください。 

素人が修理したので、よくない

ところがたくさんあると思いま

すが、大事に使用してくれたら

嬉しいです。 

私たちは、一つ一つの車いすを

一生懸命に修理しました。細か

い部分まで掃除をして安心して

利用できるよう仕上げました。

大切に使っていただければ大変

うれしいです。 

細かい部分まで真剣に取り組ん

だので大事に使っていただけれ

ばうれしいです。 

私たちが修理した車いすを気持

ちよく、また一日でも長く利用

してもらえればうれしいです。 

私たちが一生懸命に修理した車

いすが、大切に使っていただけ

ればと思います。 

足が不自由な人たちの代わりの

足になれるように心をこめて修

理しました。 

慣れない作業もありましたが、

一生懸命修理したので大事に使

ってください。 

車いす修理は初めてでしたが、

しっかり直したので大切に使っ

てほしいです。 

時間はかかりましたが、きれい

になるよう丁寧に磨きました。 

大切に使ってほしいと思いま

す。 
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４ 使用済み切手・書き損じハガキ等の提供  

修理・整備された車いすは「空飛ぶ車いす」に登録している輸送ボランティアやコンテナ船が各

国まで運びます。現地では車いすの寄贈先をコーディネートする現地ボランティアが、施設等に寄

贈する調整を行います。 

修理した車いすを海外に輸送する場合、国内の空港や船着き場まで車いすを運ぶ「国内輸送費」

がかかります。そのため、使用済み切手や書き損じハガキ等を収集し、輸送費用の一部に充ててい

ます。 

いわて車いすフレンズでも、今年度も多くの方々から使用済み切手、書き損じはがき、プリペイ

ドカードを寄付いただきました。 

当活動が広く認知されていることを実感するとともに、県内外から支援・協力をしてくださる

方々へ心より感謝申し上げます。寄付いただいた切手・はがき・カードは、公益財団法人日本社会

福祉弘済会を通じて活動に役立てています。 

なお、近年使用済みプリペイドカードの需要が縮小しているため、今後は使用済み切手や書き損

じハガキを中心に収集していきます。 

＊ 車いすを届けてくれる現地コーディネーターがいる国 
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平成 26年度・27年度使用済み切手等の収集ボランティア協力者の紹介 

○平成 26 年度 

№ 寄贈日 寄贈者名 寄贈品 

140 1/23 ふれあいランドいわて利用者 書き損じハガキ 

141 1/23 特別養護老人ホーム第二松園ハイツ 使用済み切手 

142 1/26 岩手県立博物館 使用済み切手 

143 1/26 北沢産業（株） 盛岡営業所 使用済み切手 

144 1/27 澤口 進さん 
使用済み切手 
プリペイドカード 

145 1/28 寺岡ファシリティーズ岩手株式会社 使用済み切手 

146 1/28 東見前保育園 使用済み切手 

147 1/30 一般社団法人 岩手県畜産協会 使用済み切手 

148 2/2 株式会社 平金商店 使用済み切手 

149 2/3 盛岡広域振興局 県税部 使用済み切手 

150 2/4 盛岡市立渋民小学校 JRC 委員会 使用済み切手 

151 2/9 澤口 進さん 使用済み切手 

152 2/16 盛岡広域振興局土木部 使用済み切手 

153 2/17 宮古市社会福祉協議会 
使用済み切手 
プリペイドカード 
書き損じハガキ 

154 2/19 岩手県ゴルフ連盟 使用済み切手 

155 2/19 簗田さん（岩手いすず） 使用済み切手 

156 2/20 株式会社 千葉匠建設 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

157 2/22 泉 桂子さん 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

158 2/23 菅原 貞子さん 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

159 2/23 澤口 進さん 
使用済み切手 
プリペイドカード 
書き損じハガキ 

160 2/24 県南広域振興局総務部花巻総務センター 使用済み切手 

161 2/25 盛岡市社会福祉協議会 使用済み切手 

162 2/25 釜石市社会福祉協議会 使用済み切手 

163 2/26 岩手銀行労働組合 書き損じハガキ 

164 2/26 身体障害者福祉協会 使用済み切手 

165 3/2 盛岡市立見前南中学校 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

166 3/4 ナカイ株式会社 盛岡支社 使用済み切手 

167 3/6 県北広域振興局経営企画部総務課 
使用済み切手 
プリペイドカード 
書き損じハガキ 

168 3/6 町田 イチ子さん 
使用済み切手 
書き損じハガキ 
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№ 寄贈日 寄贈者名 寄贈品 

169 3/6 久慈市社会福祉協議会 
使用済み切手 
プリペイドカード 
書き損じハガキ 

170 3/6 北上市社会福祉協議会 
使用済み切手 
プリペイドカード 
書き損じハガキ 

171 3/6 北上市社会福祉協議会黒沢尻東支部 使用済み切手 

172 3/6 遠野 久子さん 使用済み切手 

173 3/6 トヨタ紡織東北株式会社 使用済み切手 

174 3/6 及川 義信さん プリペイドカード 

175 3/9 岩手県身体障害者福祉協会 
使用済み切手 
プリペイドカード 
書き損じハガキ 

176 3/9 太陽生命保険株式会社 盛岡支社 使用済み切手 

177 3/11 医療法人岡谷会 小泉診療所 
使用済み切手 
プリペイドカード 
書き損じハガキ 

178 3/13 和以美 株式会社 使用済み切手 

179 3/13 吉田 洋子さん 使用済み切手 

180 3/17 宮古市社会福祉協議会 
使用済み切手 
プリペイドカード 

181 3/17 協働組合日専連盛岡 プリペイドカード 

182 3/18 紫波町立第一中学校 書き損じハガキ 

183 3/19 岩手県立福岡高校定時制 書き損じハガキ 

184 3/20 損害保険ジャパン日本興亜損害保険株式会社 使用済み切手 

185 3/22 西岡 浩二さん プリペイドカード 

186 3/25 又野 勝彦さん 使用済み切手 

187 3/25 盛岡市立手代森小学校 書き損じハガキ 

188 3/26 盛岡広域振興局保健福祉環境部児童障がい福祉課 使用済み切手 

189 3/27 岩手県立美術館 使用済み切手 

190 3/27 岩手県社会福祉協議会 使用済み切手 

191 3/27 岩手県総務部総合防災室 使用済み切手 

192 3/30 岩手県県土整備部 
使用済み切手 
プリペイドカード 
書き損じハガキ 

193 3/31 （株）日本ハウスホールディングス盛岡支店 
使用済み切手 
プリペイドカード 

194 3/31 損害保険ジャパン日本興亜損害保険株式会社岩手支店 
使用済み切手 
プリペイドカード 

195 3/31 JSA 中核会岩手支部 
使用済み切手 
プリペイドカード 

196 3/31 AIR オートクラブ岩手支部 
使用済み切手 
プリペイドカード 
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○平成 27 年度 

№ 寄贈日 寄贈者名 寄贈品 

1 4/2 岩手県人事委員会 使用済み切手 

2 4/3 新田町 吉田様 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

3 4/17 岩手県一関児童相談所 使用済み切手 

4 5/7 盛岡市社会福祉協議会 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

5 5/7 すばる書店 四街道店 プリペイドカード 

6 5/7 文教堂書店 行徳店 プリペイドカード 

7 5/7 にこトピア一戸 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

8 5/11 澤口  進さん 使用済み切手 

9 5/11 復興ボランティア支援センターやまがた 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

10 5/11 岩手県林業技術センター 使用済み切手 

11 5/13 県南広域振興局総務部花巻総務センター総務課 使用済み切手 

12 5/14 関口 勝郎さん 使用済み切手 

13 5/18 小笠原正喜事務所 使用済み切手 

14 5/18 株式会社 技電工業 使用済み切手 

15 5/19 澤口  進さん 使用済み切手 

16 5/25 岩手県政策地域部政策推進室 
使用済み切手 
プリペイドカード 
書き損じハガキ 

17 5/25 岩手県立美術館 使用済み切手 

18 5/26 盛岡市都南図書館 プリペイドカード 

19 5/27 太陽生命保険株式会社 盛岡支社 使用済み切手 

20 5/29 下山 みどりさん プリペイドカード 

21 5/31 もなみの会 原田睦子 使用済み切手 

22 6/1 株式会社 日本ハウス事業部 盛岡支店 使用済み切手 

23 6/19 奥州市社会福祉協議会 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

24 6/20 岩手県県土整備部県土整備企画室 
使用済み切手 
プリペイドカード 

25 6/20 鈴木 貞子さん 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

26 6/20 山田 勢津子さん 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

27 6/20 新川 芳江 さん 
使用済み切手 
プリペイドカード 
書き損じハガキ 

28 6/23 北上市社会福祉協議会 使用済み切手 

29 6/25 盛岡タイムス 使用済み切手 

30 6/25 大船渡市社会福祉協議会 使用済み切手 

31 6/26 釜石市社会福祉協議会 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

31 6/26 釜石市社会福祉協議会 
使用済み切手 
書き損じハガキ 
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№ 寄贈日 寄贈者名 寄贈品 

32 6/26 洋野町社会福祉協議会 使用済み切手 

33 6/26 和以美㈱ 使用済み切手 

34 6/29 岩手県奥州保健所 使用済み切手 

35 6/30 盛岡市社会福祉協議会 使用済み切手 

36 6/30 北日本銀行 
使用済み切手 
プリペイドカード 
書き損じハガキ 

37 7/2 澤口  進さん 使用済み切手 

38 7/2 佐藤 ミヨ 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

39 7/3 匿名 使用済み切手 

40 7/6 株式会社 日本ハウス事業部 盛岡支店 使用済み切手 

41 7/9 関口 勝郎さん 使用済み切手 

42 7/9 匿名（平野千晶さん） 使用済み切手 

43 7/22 株式会社 日本ハウス事業部 盛岡支店 使用済み切手 

44 7/22 岩手県畜産協会 使用済み切手 

45 7/23 有限会社 オートセンター梅沢 使用済み切手 

46 7/24 遠野市立達曽部小学校 使用済み切手 

47 7/28 太陽生命保険株式会社盛岡支社 使用済み切手 

48 7/28 岩手銀行労働組合 
使用済み切手 
プリペイドカード 

49 7/31 普代小学校 使用済み切手 

50 7/31 普代村社会福祉協議会 使用済み切手 

51 7/31 匿名 使用済み切手 

52 7/31 盛岡市社会福祉協議会 使用済み切手 

53 7/31 岩手県医師国民健康保険組合 使用済み切手 

54 8/3 岩手県県土整備部県土整備企画室 
使用済み切手 
プリペイドカード 

55 8/4 小笠原正喜事務所 使用済み切手 

56 8/5 盛岡広域振興局県税部管理課 使用済み切手 

57 8/6 株式会社 千葉匠建設 使用済み切手 

58 8/7 佐藤 昌子さん 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

59 8/7 株式会社 メディアクルー 使用済み切手 

60 8/10 澤口  進さん 
使用済み切手 
プリペイドカード 

61 8/17 医療法人岡谷会 小泉診療所 使用済み切手 

62 8/19 開成建設株式会社 使用済み切手 

63 8/24 岩手県県土整備部県土整備企画室 
使用済み切手 
プリペイドカード 

64 8/26 盛岡広域振興局土木部岩手土木センター 
使用済み切手 
プリペイドカード 

65 8/27 遠野市社会福祉協議会 使用済み切手 
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№ 寄贈日 寄贈者名 寄贈品 

66 8/30 田野畑村立田野畑小学校 書き損じハガキ 

67 8/31 山崎 ひとみ さん 使用済み切手 

68 9/3 奥州市社会福祉協議会 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

69 9/3 水沢ボランティア連絡協議会 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

70 9/3 紫波町社会福祉協議会 書き損じハガキ 

71 9/6 匿名 使用済み切手 

72 9/8 又野 勝彦さん 
使用済み切手 
プリペイドカード 

73 9/10 CIL もりおか 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

74 9/11 岩手県立美術館 使用済み切手 

75 9/14 岩手県県土整備部県土整備企画室 
使用済み切手 
プリペイドカード 

76 9/24 株式会社 日本ハウス事業部 盛岡支店 使用済み切手 

77 9/25 澤口  進さん 使用済み切手 

78 9/25 小田中 トモ 使用済み切手 

79 9/28 岩手県国民健康保険団体連合会労働組合 
使用済み切手 
プリペイドカード 

80 9/29 和以美㈱ 使用済み切手 

81 9/29 吉田 勇孝 使用済み切手 

82 10/2 岩手県県土整備部県土整備企画室 
使用済み切手 
プリペイドカード 

83 10/6 上中 雅文さん 使用済み切手 

84 10/6 いわてこどもケアセンター 使用済み切手 

85 10/9 岩手県自動車車体整備協同組合 使用済み切手 

86 10/13 公益財団法人盛岡市文化振興事業団 石川啄木記念館 使用済み切手 

87 10/14 滝沢市社会福祉協議会 使用済み切手 

88 10/15 株式会社 盛岡タイムス社 使用済み切手 

89 10/16 盛岡広域振興局県税部管理課 使用済み切手 

90 10/26 株式会社 いわて食品 使用済み切手 

91 10/27 関口 勝郎さん 使用済み切手 

92 10/28 県南広域振興局総務部 使用済み切手 

93 11/4 釜石市社会福祉協議会 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

94 11/11 匿名 使用済み切手 

95 11/11 澤口  進さん 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

96 11/11 岩手県県土整備部県土整備企画室 
使用済み切手 
プリペイドカード 

97 11/13 岩手県産業技術短期大学校 使用済み切手 

98 11/15 盛岡広域振興局保健福祉環境部 使用済み切手 

99 11/16 匿名 使用済み切手 
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№ 寄贈日 寄贈者名 寄贈品 

100 11/18 盛岡市社会福祉協議会 使用済み切手 

101 11/25 田野畑村社会福祉協議会 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

102 11/25 株式会社 日本ハウス事業部 盛岡支店 使用済み切手 

103 11/26 滝沢市社会福祉協議会 使用済み切手 

104 11/26 矢巾町社会福祉協議会 使用済み切手 

105 11/27 清水建設㈱盛岡営業所 使用済み切手 

106 12/2 苅谷動物病院三ツ目通り病院 使用済み切手 

107 12/3 岩手県県土整備部県土整備企画室 
使用済み切手 
プリペイドカード 

108 12/3 岩手県立美術館 使用済み切手 

109 12/5 小野寺 幸子さん 使用済み切手 

110 12/7 岩崎 安男 さん 使用済み切手 

111 12/7 小笠原正喜事務所 使用済み切手 

112 12/8 特別養護老人ホーム第二松園ハイツ 使用済み切手 

113 12/8 澤口  進さん 
使用済み切手 
プリペイドカード 

114 12/11 泉 桂子さん 使用済み切手 

115 12/11 株式会社 大林組 盛岡営業所 使用済み切手 

116 12/11 北上市立和賀西中学校 使用済み切手 

117 12/11 ブリジストンタイヤ岩手販売株式会社 使用済み切手 

118 12/14 文化企業株式会社 使用済み切手 

119 12/15 日本赤十字社岩手県支部北上市地区 プリペイドカード 

120 12/15 桑垣 信子さん 使用済み切手 

121 12/16 奥州市社会福祉協議会 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

122 12/18 吉田 勇孝さん 使用済み切手 

123 12/21 澤口  進さん 使用済み切手 

124 12/22 開成建設株式会社 使用済み切手 

125 1/4 関口 勝郎さん 使用済み切手 

126 1/6 匿名 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

127 1/9 外舘 久美子さん プリペイドカード 

128 1/12 岩手県県土整備部県土整備企画室 
使用済み切手 
プリペイドカード 

129 1/12 佐々木 勝子さん 使用済み切手 

130 1/13 株式会社 日本ハウス事業部 盛岡支店 使用済み切手 

131 1/13 株式会社 日本ハウス事業部 盛岡支店 使用済み切手 

132 1/15 岩手町社会福祉協議会 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

133 1/15 米内 和彦さん 使用済み切手 

134 1/18 一般社団法人 岩手県建築士会 盛岡支部 使用済み切手 
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№ 寄贈日 寄贈者名 寄贈品 

135 1/18 盛岡市社会福祉協議会 使用済み切手 

136 1/22 滝沢ライオンズクラブ 使用済み切手 

137 1/26 株式会社 東北油化 使用済み切手 

138 1/27 岩手県保健福祉部地域福祉課 
使用済み切手 
プリペイドカード 

139 1/29 トヨタ紡織東北株式会社 管理部 
使用済み切手 
プリペイドカード 

140 1/29 株式会社ミスズ工業岩手工場 使用済み切手 

141 1/29 北上市社会福祉協議会飯豊支部 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

142 1/29 北上市社会福祉協議会黒沢尻東支部 使用済み切手 

143 1/29 北上市社会福祉協議会黒沢尻西支部 使用済み切手 

144 1/29 北上市社会福祉協議会 
使用済み切手 
プリペイドカード 
書き損じハガキ 

145 1/29 匿名 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

146 2/3 岩手県県土整備部県土整備企画室 
使用済み切手 
プリペイドカード 

147 2/5 大沢保育園 
使用済み切手 
プリペイドカード 

148 2/5 滝沢市社会福祉協議会 使用済み切手 

149 2/15 小笠原正喜事務所 使用済み切手 

150 2/16 インクリメント P 株式会社 プリペイドカード 

151 2/17 大船渡市社会福祉協議会 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

152 2/19 住友生命保険相互会社盛岡支社 使用済み切手 

153 2/23 トヨタ紡織東北株式会社 管理部 
使用済み切手 
プリペイドカード 

154 2/23 奥州市社会福祉協議会 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

155 2/23 一関市社会福祉協議会 
使用済み切手 
書き損じハガキ 

156 2/23 二戸市社会福祉協議会 使用済み切手 

157 2/23 遠野市社会福祉協議会 使用済み切手 

158 2/23 盛岡広域振興局県税部管理課 使用済み切手 

159 2/24 岩手県立美術館 使用済み切手 

160 2/25 岩手銀行労働組合 書き損じハガキ 

161 2/25 西岡 浩二さん プリペイドカード 

162 2/25 岩手県身体障害者福祉協会 使用済み切手 

163 2/26 普代小学校 使用済み切手 

164 2/26 小山 綾子さん 
使用済み切手 
プリペイドカード 

165 3/1 株式会社 千葉匠建設 使用済み切手 

166 3/2 澤口  進さん 使用済み切手 

167 3/3 盛岡保護観察所 使用済み切手 
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№ 寄贈日 寄贈者名 寄贈品 

168 3/8 岩手県県土整備部県土整備企画室 
使用済み切手 
プリペイドカード 

169 3/8 盛岡市社会福祉協議会 使用済み切手 

170 3/9 三井生命保険株式会社 使用済み切手 

                       （平成 28 年 3 月 10日現在） 

 

使用済み切手等贈呈式紹介 ご支援・ご協力ありがとうございました 

 

 

 

                                 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

岩手銀行労働組合 

寄贈日：平成 27 年 7 月 28 日(火) 

寄贈品：使用済み切手 3,590 グラム 

    使用済みプリペイドカード 233 枚 

平成15年から寄贈いただき本年13回目となります。 

（写真右：井上桂吾執行委員長） 

岩手銀行労働組合 

寄贈日：平成 28 年 2 月 25 日(木) 

寄贈品：書き損じハガキ 293 枚 

平成15年から寄贈いただき本年13回目となります。 

（写真右：鈴木拓也執行委員長） 

住友生命保険相互会社 

寄贈日：平成 28 年 2 月 19 日(金) 

寄贈品：使用済み切手 

（写真左から：営業担当鈴木悟様、サブマネージャー熊

谷美智子様、総合マーケット推進部加藤達志様） 

三井生命保険株式会社岩手支社  

寄贈日：平成 28 年 3 月 9 日(水) 

寄贈品：使用済み切手 

（写真左から：中央会推進担当課長平木場隆様、盛岡営

業部育成リーダー松川尚子様、盛岡営業部営業部長山

口大輔様） 
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      ６ 各校今年度の活動紹介 

（平成 28年 2月 1日現在） 
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岩手県立盛岡工業高等学校 

【住所】 〒020-0863 盛岡市羽場 18-1-1 

【TEL番号】 019-638-3141    【FAX番号】 019-638-8134 

 

項   目 内       容 

1 活 動 形 態 授業 

2 活 動 日 毎週木曜日（12時 45分～15時 35分） 

3 活動 している生徒数 計 ３ 名（男子 ３ 名／女子 0 名） 

4 活動している生徒の内訳 

（学年・所属学科） 
１年生 0 名 ２年生 0 名 ３年生 ３ 名 

5 修 理 ・整 備 台 数  
平成 27年度 25 台(2月 1日現在) 

そのうち 整備完了車いす 25 台 ＜未梱包 8 台 梱包済 17 台＞ 

6 修理・整備に関して  

(１) 助成金で購入している消耗品等 

○ ピカール、グリース、布やすり、工具類（スパナ） 

(２) 活動への地域の支援者について 

特になし 

(３) 地域でのボランティア活動への波及 

○ 南昌病院での訪問修理 

(４) 今後取り組んでみたいボランティア活動 

○ 老人ホームなどへの訪問修理 

7 当活動に参加している生徒の

様子や気づいたこと 

○ 車いすの分解修理を通して工具の使い方、部品管理の大切さを身につけて

きたと思います。 

○ 修理した車いすを必要としている人々に気持ちよく使っていただけるよう、丁

寧に整備、調整していました。 

8 当活動を継続していく上での

課題・要望など 

○ 学校での活動以外にも地域とのつながりのある活動ができれば今以上に強

い意識を持った活動になると思う。 

9 生徒からのコメント 

〈1 年間の活動を振り返り感じ

たことや、気が付いたこと、修理

作業の難しかったことなど〉 

○ 錆取りの作業が大変だった。 

○ ブレーキの調整が難しかった。 

○ ダブルナットの調整が難しかった 

○ 修理は簡単そうに見えたが、調整するパーツが多く難しかった。 

○ ノーパンクタイヤの取り付けが大変だった。 

 

 

 
 

 

 

 

 

修理作業の様子 
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岩手県立黒沢尻工業高等学校 

【住所】 〒024-8518 北上市村崎野 24-19 

【TEL番号】0197(66)4115  【FAX番号】0197(66)4117  

 

項   目 内       容 

1 活 動 形 態 部活動 

2 活 動 日 毎週月・木曜日（15時 45分～17時 00分） 

3 活動 している生徒数 計 14名（男子 14名） 

4 活動している生徒の内訳 

（学年・所属学科） 

3 年生 7 名（機械科 1 名 電気科 1 名 電子機械科 2 名 土木科１名・

材料技術科 2名） 

2年生 7名 (電気科 1名・材料技術科 6名) 

5 修 理 ・整 備 台 数  
平成 27年度 26 台(2月 1日現在) 

そのうち 整備完了車いす 21 台  

6 修理・整備に関して  

(１) 助成金で購入している消耗品等 

○ 防錆剤、研磨剤、軍手、ウェス、紙やすり 

(２) 活動への地域の支援者について 

(３) 地域でのボランティア活動への波及 

○ 北上和賀ロータリークラブより活動の支援をいただいている。 

    （インターアクトとして一緒に福祉施設でボランティア活動も行っている） 

(４) 今後取り組んでみたいボランティア活動 

○ 現在行っている車いすのメンテナンスを継続しつつ、募金活動等様々

な活動を行っていきたい。 

7 当活動に参加している生徒の

様子や気付いたこと 

○ あまり目立たない活動ではあるが、人の役に立っている活動をしているという

意識・自覚が芽生えた。 

8 当活動を継続していく上での

課題・要望など 
○ 修理可能な車いすの確保 

9 生徒からのコメント 

〈1 年間の活動を振り返り感じ

たことや、気が付いたこと、修

理作業の難しかったことなど〉 

○ ゴミが詰まっていたり、ネジ山がなくなっているなどしていて、なかなかナットが回

らず大変でした。今年度は部員も多くなり、活動の効率が大幅に上昇してとて

も良かったです。現時点の状態では、3 年生だけになってしまうので、後輩を増

やすことができるように頑張ってほしいです。 

    

 

 

                          

                       

 

修理作業の様子 
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岩手県立水沢工業高等学校 

【住所】 〒023-0003 奥州市水沢区佐倉河字道下 100-1 

【TEL番号】0197-24-5155  【FAX番号】0197-24-5156  

 

項   目 内       容 

1 活 動 形 態 授業 

2 活 動 日 毎週 金 曜日（12時 35分～15時 25分） 

3 活動 している生徒数 計 6 名（男子 6 名／女子 ０ 名） 

4 活動している生徒の内訳 

（学年・所属学科） 
１年生 ０ 名 ２年生 ０ 名 ３年生 6 名 

5 修 理 ・整 備 台 数  

平成 27年度 14 台(2月 1日現在) 

そのうち 整備完了車いす 9 台 

 ＜未梱包  1台 梱包済  6台 ※奥州市社協納入 2台＞ 

6 修理・整備に関して  

(１) 助成金で購入している消耗品等 

○ 防錆剤、研磨剤、軍手、ウェス、紙やすり 

(２) 活動への地域の支援者について 

    ○ 奥州市社会福祉協議会、社会福祉法人友愛会、一般の方からの

車いすの提供 

(３) 地域でのボランティア活動への波及 

○ 奥州市社会福祉協議会を窓口に車いすの整備・修理の実施 

(４) 今後取り組んでみたいボランティア活動 

○ 市内の車いすを配置してある施設での整備 

7 当活動に参加している生徒の

様子や気づいたこと 

 ○ 今年度は6名での活動となった。本校生徒は、ほとんどの生徒が自転車で

登下校しており、パンク修理など自ら行う者が多い。アジア各国の皆さんの

役に立ちたいという気持ちから参加した生徒もおり、分解・組み立て作

業を好む生徒が多いためか、６月の講習会から作業がスムーズであっ

た。更なる技術の習得と仲間との交流の機会が自信となり学校に戻って

からも、活発に活動を展開していた。 

8 当活動を継続していく上での

課題・要望など 

○ 錆を落とした後のメッキ部の保護の方法が何かあれば教えていただきたい。 

○ フレーム等の溶接やシートの縫製が必要な修理車両が困難な状況である。 
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項   目 内       容 

9 生徒からのコメント 

〈1 年間の活動を振り返り感じ

たことや、気が付いたこと、修理

作業の難しかったことなど〉 

○ 1年間車いすを修理する活動をしてきて、サビを落とす大変さやタイヤを交換

する大変さを実際に作業をしていく中で知ることができました。しかし、自分が

担当する車いすが綺麗になるにつれて楽しく思えてきて、それに何より達成感

があり、とてもいい活動となりました。 

○ ブレーキ部分を直す時、タイヤの大きさが合っておらず、ブレーキが使えなかったり

間違いなどもあったり、タイヤをホイールに入れるのが難しかったが、楽しくできた。 

○ 最初はタイヤの取り付け・取り外しが難しかったけど、慣れてくると簡単にでき

るようになって面白かった。サビ取りから組み立て、梱包まで手作業でやるから

重労働だなと思った。 

○ 最初はわからないことが多かったが、ボランティア活動に参加し、多くの車いす

を修理することができました。 

○ 車いすの修理を実際に行ってみると、ノーパンクタイヤの交換の方法がとても

体力のいるもので、新しい発見がありました。ブレーキ、ハンドルの交換の際に

は、自分で穴をあける位置を計算するのがいい経験になりました。就職してか

らも、この活動を生かして頑張っていきたい。 

○ ホイールにノーパンクタイヤを入れるのが大変難しかった。1 年間、車いすを修

理することによって工具の使い方や車いすの構造や直し方を理解できた。 

 

 奥州市水沢区ボランティアフェスティバルにて修理作業                   
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岩手県立一関工業高等学校 

【住所】 〒021-0902 一関市萩荘字釜ヶ渕 50番地 

【TEL番号】0191-24-2331  【FAX番号】0191-24-4540 

 

項   目 内       容 

1 活 動 形 態 授業 

2 活 動 日 毎週 木 曜日（１３時３０分～１５時２０分） 

3 活動 している生徒数 計 ５ 名（男子 ５ 名／女子 ０ 名） 

4 活動している生徒の内訳 

（学年・所属学科） 
１年生 ０ 名 ２年生 ０ 名 ３年生 ５ 名 

5 修 理 ・整 備 台 数  
平成 27年度 3 台(2月 1日現在) 

そのうち 整備完了車いす 3 台 ＜未梱包  1台 梱包済  3台＞ 

6 修理・整備に関して  

(1) 助成金で購入している消耗品等 

○ 研磨剤等 

(2) 活動への地域の支援者について 

特になし 

(3) 地域でのボランティア活動への波及 

   特になし 

(4) 今後取り組んでみたいボランティア活動 

   ○ 市内に設置されているバリアフリー対応 

施設のマップ作製 

 

 

 

7 当活動に参加している生徒の

様子や気づいたこと 

○ 車いすの整備を通じて、生徒が工業高校生として「ものづくり」の大切さを改

めて勉強できている様子が伺えました。元通りに整備することはもちろんです

が、状況に応じて加工を施し、整備するうえで生徒のアイデアを見ることができ

たことが、本当に良かったと感じております。 

8 当活動を継続していく上での

課題・要望など 

○ 今年度から本校に勤務しておりますが、車いすフレンズの取り組みそのもの

の、簡単な流れを把握できるようなマニュアルがあると非常に助かります。転勤

された先生方との間で、引き継ぎ作業を確実に行うことが難しいため、今年度

も、部品の購入先がどこにあるのかなど、分からないことが多々あったために、整

備の方もスムーズに行いきれないでしまったのがとても心残りでした。可能であ

れば、社会福祉協議会様の方で、簡易マニュアルを作成、もしくはホームペー

ジ等 Q＆A を掲載していただければありがたいです。 

9 生徒からのコメント 

〈1 年間の活動を振り返り感じ

たことや、気が付いたこと、修理

作業の難しかったことなど〉 

○ 普通のタイヤをノーパンクタイヤにする際、2 人がかりで行う必要があったりし

て、技術的にだけではなく、筋力的にも大変な作業でした。 

○ 結果として、私たち高校生でも、世界中で困っている方々のためにボランティ

アをすることができていることに驚いたのと同時に、やりがいを感じることができま

した。 

○私たちが整備した車いすが、1日でも長く使われてほしいと思いました。 
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岩手県立釜石商工高等学校 

【住所】〒026-0002 釜石市大平町 3-2-1 

【TEL番号】0193-22-3029 【FAX番号】0193-31-1533 

 

項   目 内       容 

1 活 動 形 態 授業 

2 活 動 日 毎週 金 曜日（12時 00分～15時 25分） 

3 活動 している生徒数 計 5 名（男子 4 名／女子 1 名） 

4 活動している生徒の内訳 

（学年・所属学科） 
1年生   名 ２年生   名 ３年生 ５ 名 

5 修 理 ・整 備 台 数  
平成 27年度 4 台(2月 1日現在) 

そのうち 整備完了車いす 4 台 ＜未梱包  0台 梱包済  4台＞ 

6 修理・整備に関して  

(1) 助成金で購入している消耗品等 

○ 錆取り・研磨剤・梱包用具・工具等 

(2) 活動への地域の支援者について 

○ 釜石市社会福祉協議会より車いすの提供を受けている。 

(3) 地域でのボランティア活動への波及 

○ 福祉施設より釜石市社会福祉協議会を通じて車いすの提供を受けた。 

(4) 今後取り組んでみたいボランティア活動 

   ○ 生徒が関心を持った活動に取り組ませてみたい。 

7 当活動に参加している生徒の

様子や気づいたこと 

○ 活動に参加した生徒自身もだが、校内の発表会にて発表した時に、1 年生

や 2年生にも関心を持ってもらうことができた。 

○ 発表会を聞いた 1年生感想文で書いていた「商工ブランドの発信につながっ

ていると思った。商工のものが日本だけでなく世界に出ることがすごいと思っ

た。」という言葉が印象的であった。 

8 当活動を継続していく上での

課題・要望など 

○ 課題研究の授業でやっていくという関係上、実施する学年が 3年生になって

しまい、作業に慣れてきた頃に卒業してしまう。私は転勤前も携わってきたた

め、ある程度の作業はできるが、場合によっては生徒も職員も取り組みが初め

てであるという場合も出てくると思われる。これからも講習会を継続して欲しい。 
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項   目 内       容 

9 生徒からのコメント 

〈1 年間の活動を振り返り感じ

たことや、気が付いたこと、修理

作業の難しかったことなど〉 

○ 車いすの直しはとても難しかったです。分解するまでは楽だったけれど、タイヤ

をノーパンクタイヤに交換するのも、思った以上に疲れました。でも、充実した 1

年間でした。 

○ 自分が思っていた以上に複雑で難しかった。みんなで力を合わせて作業でき

てよかった。タイヤの取り付けもフレームの汚れを取るのもチームワークが必要に

なるので、力を合わせる大切さも学べたので良かったです。 

○ いろいろと大変な作業でした。 

○ 初めて車いす修理を行うので、うまくいかないところがありましたが、メンバーと

協力して何台か修理できました。ノーパンクタイヤにするのと、ひたすら磨く作業

が苦労しました。 

○ 車いすの部品がどれくらいあるのか分かっておらず、いろいろ慌てた部分があり

ました。難しいことも多かったですが、楽しいことの方が多かったです。 

○ 修理するときに難しいところがあったが楽しく活動することができたので良かっ

た。来年、修理をする後輩も頑張ってほしいと思います。 

○ ノーパンクタイヤに変えるときなど難しいところもあったけど、楽しくできたので良

かった。 

 

 

 

 

                  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修理作業の様子 
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岩手県立宮古工業高等学校 

【住所】 〒027-0202 宮古市赤前第 1地割８１番地 

【TEL番号】0193-67-2201 【FAX番号】 0193-67-2215 

 

項   目 内       容 

1 活 動 形 態 授業 

2 活 動 日 毎週 金 曜日（ 12時 40分～15時 30分 ） 

3 活動 している生徒数 計 4 名（男子 4 名／女子  名） 

4 活動している生徒の内訳 

（学年・所属学科） 
１年生   名 2年生   名 3年生 4 名 （建築設備課） 

5 修 理 ・整 備 台 数  

平成 27年度 10 台(2月 1日現在) 

そのうち 整備完了車いす 10 台 ＜未梱包  1台 梱包済  0台＞ 

（内 4台は管内の小中学校へ） 

6 修理・整備に関して  

(1) 助成金で購入している消耗品等 

○ 錆取り剤・研磨剤・潤滑剤 

(2) 活動への地域の支援者について 

○ 地域の支援者ではなかったが、今年度は愛知県のトヨタ合成様から修

理講習をしていただきました。 

(3) 地域でのボランティア活動への波及 

○ 担当生徒の母校（小中学校）へ 4台寄贈させていただきました。 

(4) 今後取り組んでみたいボランティア活動 

   ○ 福祉施設への訪問修理活動 

   ○ 管内小中学校への車いす寄贈の継続 

7 当活動に参加している生徒の

様子や気づいたこと 

○ 今年度は外部から講習を受けたこともあり、より丁寧な作業が行われた様子

でした。母校への寄贈の際は、お世話になった恩師が在籍していた学校もあ

り、懐かしい雰囲気の中でお渡しすることができました。 

8 当活動を継続していく上での

課題・要望など 

○ 背面シート部分や肘掛けなどの破れや極端な汚れの際は予備から交換する

など対応してきましたが限りがあり、部品をとった骨組みばかりがが残っており、ど

のように処分してもしくは再利用できるのか困っております。 

○ 特にも肘掛部分は交換できる予備が底をついており、メーカーにより固定用

のボルト位置も違うため、かといって敗れた状態のものを「修理が終わりました」

と送付することも憚られ、活動の存続自体も危ぶまれております。 
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項   目 内       容 

9 生徒からのコメント 

〈1 年間の活動を振り返り感じた

ことや、気が付いたこと、修理作

業の難しかったことなど〉 

○ チューブタイヤをノーパンクタイヤに交換するのが難しかったが、班員と協力し

て無事つけられた。 

○ 車いすを送り出す際、自分たちが修理した車いすが誰かの足になるんだと

感じたときは感動した。 

○ 様々な工具を使うことで、工具にも詳しくなれたのでよかった。 

○ サビの多いのと少ないのがあり、使われた年数が読み取れるようだった。 

○ 1台直すのに時間が予想以上にかかることを 1年間やってきて気づきました。 

  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修理作業の様子 
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岩手県立久慈工業高等学校 

【住所】 〒028-8201 岩手県九戸郡野田村大字野田 26-62-17 

【TEL番号】0194-78-2123 【FAX番号】0194-78-4190  

 

項   目 内       容 

1 活 動 形 態 授業 

2 活 動 日 毎週 金 曜日（  12 時 35分～ 15 時 25 分 ） 

3 活動 している生徒数 計 4 名（男子 4 名／女子  名） 

4 活動している生徒の内訳 

（学年・所属学科） 
1年生   名 2年生   名 3年生 4 名 

5 修 理 ・整 備 台 数  
平成 27年度 7 台(2月 1日現在) 

そのうち 整備完了車いす 7 台 ＜未梱包  1台 梱包済  0台＞ 

6 修理・整備に関して  

(1) 助成金で購入している消耗品等 

○ 肘掛け交換用レザー・スポンジ・グリス 

(2) 活動への地域の支援者について 

○ 村内の自転車店から技術指導の協力あり 

(3) 地域でのボランティア活動への波及 

特になし 

(4) 今後取り組んでみたいボランティア活動 

   ○ 課題研究という授業の中で取り組んでいるものです。年度初めのアンケ

ート結果を基にボランティア活動を希望する生徒があれば施設設備の関

係で可能な限り実施していますので、今後どのようなものを取り組みたいと

は答えられません。 

7 当活動に参加している生徒の

様子や気づいたこと 

○ 今回は久慈市社会福祉協議会を通じて、山形町の特養施設の車いすを

修理して引き渡してあります。取り組んだ生徒たちは安全・安心して使ってもら

えるよう頑張って行ってくれました。 

8 当活動を継続していく上での

課題・要望など 
特になし 

9 生徒からのコメント 

〈1 年間の活動を振り返り感じた

ことや、気が付いたこと、修理作

業の難しかったことなど〉 

○ タイヤの交換はとても難しく、なかなかタイヤをホイールに入れられなくて苦労し

ました。肘掛け部分は、元の状態に近づけるよう頑張って取り組みました。車い

す修理を通して多くのことを学び経験できてとてもよかったです。 

○ 最初のころは、ただ直せばいいと思っていましたが、利用する方の気持ちを考

えて修理しなければいけないことを気づきました。 

○ 初めて車いすを修理しましたが、意外とタイヤ交換が難しく多少時間がかかり

ました。その他の作業は班員の協力でスムーズに行えました。 

○ 私たちが普段利用することのない車いすを修理したことによって、車いすの構

造等について知識を得ることができました。 

 

                   

                     

              

 

 

修理作業の様子 
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後輩に向けてメッセージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡工業高等学校 

○ 修理に出かけたり、講習会などと 1年間でイベントが多く、たくさんの人とふれあえるのでやりがいが

あります。 

○ 車いすを修理し終えたときの達成感がすごい。 

 

 

水沢工業高等学校 

○ 車いすを修理する活動はとても大変ですが、やりがいがある作業ですので頑張ってください。 
○ 難しいこともあるかもしれませんが、大切に直していってください。 

○ ボランティア活動に参加でき、やりがいのあるいい取り組みです。責任を持って取り組みましょう。 

○ 大変な作業が多いですが頑張ってください。 

○ 見た目とは裏腹に、結構つらい作業もありますが、それ以上に自分たちで修理した車いすが大勢の人の

役に立つというのはすごく嬉しいので、皆さんも是非、活動してみてください。 

○ 車いすを必要としている人のために修理を頑張ってほしい。 

釜石商工高等学校 

○ 来年はもっとたくさんの車いすを直してほしいです。 

○ 何も知らないところから始まるので、大変なことも多いですが楽しいこともあります。 

○ がんばってほしいです。 

○ 自分たちが使用するための車いすではないので、他の人のところにいっても支障がないようにお願いし

ます。 

○ 分からないことがたくさんあるけど大丈夫！なんとかなるさ FIGHT！！ 

久慈工業高等学校 

○ 私たちが修理できなかった残りの車いすを修理してほしいです。最初は大変だと思うけど頑張ってほし

いです。 

○ 自分のための作業ではないので、常に相手の気持ちを考えながら活動を続けていってほしいです。 

○ 全ての車いすを修理できなかったので、残りの車いすを後輩に是非直してほしいです。 

○ 全ての車いすの修理ができなかったので、来年は直してもらいたい。 

 

宮古工業高等学校 

○ 細かい作業が多いですが、修理を終えると達成感が大きいのでめげずに頑張ってください。 

○ 車いす修理は初めて経験する人がほとんどだと思いますが、ひとりで作業するのではなく、みんなで協力

して作業すれば、いい車いすができると思うので頑張ってください。 

○ 車いす修理は大変ですが、誰かの役に立つんだと実感できると思いますので頑張ってください。 

 

黒沢尻工業高等学校 

○ 来年度は今年よりも多くの車いすを修理できるように頑張ってください。 

 

 

 

一関工業高等学校 

○ 車いすの必要性は、視点を変えて考えることで分かってくると思います。普段車いすに乗っているわけ

ではない私たちにも、「誰かのために役にたちたい」という奉仕する気持ちを持つことで、車いすフレン

ズへの参加がきっと皆さんにとって大切なことを教えてくれると思います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車いすの寄贈を通じてアジア諸国との国際交流 

いわて車いすフレンズ 

岩手県社会福祉協議会 

 
 


	表紙27
	H27　原稿（本体）
	裏表紙27

