
NPO法人アクセプションズ
平成24年度 活動報告会



アジェンダ

13:30 受付開始
14:00 理事長挨拶
14:10 事業報告、決算報告
15:00 質疑応答、ディスカッション　
　　  休憩
15:30 意見交換会
16:30 終了



２０１２年度
活動概要



2012年度活動
２０１２年

７月
NPO設立

11月
バディウォーク 12月

第一回勉強会

2月
第二回勉強会

3月
M.O.D.S(音楽イベント)

4月
第三回勉強会

５月
野外勉強会
ココ・ファーム・
ワイナリー

２０１３年



内 容：アメリカで多数開催されているダウン症のある人と歩くチャリティー・ウォ
ーキングイベント「バディウォーク」の開催

実施日：２０１２年１１月１８日（日）

場 所：渋谷区　代々木公園

従事者の人数：１０ 名

受益対象者の範囲：不特定

受益対象者の人数：３５０名

支出額：355,361円

2012年度活動
バディウォーク事業



2012年度活動
音楽イベント「M.O.D.S」事業
内 容：ダウン症のある人々が音楽を感じてアーティストと交流できる音楽イベント
の開催

実施日：２０１３年３月２３日（土）

場 所：千代田区大手町　パソナグループ本社

従事者の人数：１２ 名

受益対象者の範囲：不特定

受益対象者の人数：１４９名

支出額： 255,917円



2012年度活動
勉強会「ダウンズ・イノベーション」事業
内 容：障がい者を取り巻く環境について市民とのオープンな勉強会を実施

実施日：２０１２年１２月９日（日）、２０１２年２月２日（土）

　　　２０１３年４月１４日(日)、２０１３年６月１６日（日）

場 所：都内会議室

従事者の人数：２ 名

受益対象者の範囲：不特定

受益対象者の人数：70名

支出額： ０円



メディア掲載
媒体 媒体名 日付 備考
新聞 毎日新聞 2013/2/21 朝刊　MODS
新聞 朝日新聞 2012/12/19 朝刊　教育欄
新聞 毎日新聞 2012/12/14
テレビ NHK 2013/3/23 首都圏ニュース
テレビ NHK 2012/11/28 Eテレ　ハートネット

TVテレビ NHK 2012/11/18 首都圏ニュース
テレビ テレビ朝日 2012/11/18 スーパーJチャンネル
テレビ TBS

STS
2012/11/18 TBSニュース

テレビ 日本テレビ 2012/11/8 ニュースゼロ
雑誌 クーヨン 2013年1月号
雑誌 アエラ 2012年11月26日号
新聞 毎日新聞 2012/11/19 朝刊　社会面
新聞 朝日新聞 2012/11/14 夕刊
新聞 読売新聞 012/9/16 朝刊　顔
新聞 読売新聞 2012/9/14 夕刊　社会面

2012年度活動



2012年度活動

正会員数：14名
賛助会員数：49名
※2012年度末実績



活動収支

2012年度活動

経常収益 1,352,654円
経常費用 859,835円
管理費 148,067円
当期正味財産 344,752円

※2012年度末実績



経常収益内訳

2012年度活動

￥713,857

￥454,244

￥147,000
￥37,500

正会員会費
賛助会員会費
寄付金
イベント参加費

1,352,654円



経常費用内訳

2012年度活動

￥24,766
￥100,120

￥47,692

￥9,700

￥271,880
￥86,600

￥66,577

￥244,900

謝礼金
会議費
旅費交通費
消耗品
賃借料
イベント保険
研修費
支払手数料

859,835円



管理費内訳

2012年度活動

￥17,497

￥4,700

￥41,480

￥47,140

￥27,580

￥9,350 印刷製本
通信運搬
消耗品
器具仕器
租税公課
支払手数料

148067

148,067円



バディウォーク

今年のバディウォーク

バディウォーク&パーティーバディウォーク&パーティー

ダウン症のある人たちと、歩こう！ダウン症のある人たちと、歩こう！
Trick orTreat!

2013年10月26日 10:00～土

第一部（ウォーキング）：代々木公園
9:30am 受付開始 　10:00am 開会式

代々木公園内の「六角の休憩舎」をスタートして、公園内の
約1km をみんなで歩きます。今回のテーマはハロウィン。
仮装をしたり、「トリック・オア・トリート」を合言葉に
お菓子をもらったり。ダウン症のある方も、そうでない方
も、みんなで楽しめるウォーキングイベントです。

第二部（パーティー）：渋谷シダックスホール

主催：NPO法人アクセプションズ　http://acceptions.org　　　facebook.com/npoacp
後援：東京都 /渋谷区 /財団法人日本ダウン症協会 /東京都社会福祉協議会
　　　社会福祉法人東京都知的障害者育成会 /共同通信社（順不同）

第2回

1:30pm 受付開始　 2:00pm 開演

ダンスあり、音楽ありのみんなで盛り上がれるハロウィン
パーティー！うたのおにいさん、おねえさんによるショーや、
誰でも参加できる仮装コンテストもあります。
※第二部への参加には、チケット購入が必要です。詳しくは裏面をご覧下さい。
※幼児～小学生向けのプログラムがメインです。軽食、飲み物つき。

ハロウィン×バディウォーク



バディウォーク
次回 2013年10月26日



バディウォーク
次回 ウォーク＆パーティ



2013年度の方針、計画



2013年度の方針、計画

社会　就労　福祉　医療
バディウォーク
M.O.D.S フェアトレード 調査

研究支援

勉強会

ターゲットとする分野



2013年度の方針、計画
法人の目的

この法人は、広く一般市民に対して、ダウン症の
一般の理解と普及を目的とした活 動を多角的に
推進する事業を行い、ダウン症をもった人々やそ
の家族が差別なく健や かに暮らせる地域社会づ
くりに寄与することを目的とする。

この法人は、広く一般市民に対して、ダウン症の一般の理
解と普及を目的とした活 動を多角的に推進する事業を行
い、ダウン症をもった人々やその家族が差別なく健や かに
暮らせる地域社会づくりに寄与することを目的とする。



2013年度の方針、計画

調査
研究支援

ターゲットとする分野

社会 就労 福祉 医療

バディウォーク
M.O.D.S



2013年度の方針、計画
国内フェア・トレード

福祉、授産施設の製品の紹介



2013年度の方針、計画
ダウン症に関する調査・研究支援
・海外のダウン症情報の紹介
・講演会主催
・アンケート調査
・研究助成



2013年度の方針、計画

調査
研究支援

ターゲットとする分野

社会 就労 福祉 医療

バディウォーク
M.O.D.S

国内フェアトレード

調査・研究



2013年度の方針、計画
2013年

６月16日
第四回勉強会

2014年

10月26日
バディウォーク
Vol.2

３月
M.O.D.S
Vol.2

？月
勉強会S2

？月
勉強会S2

バディウォーク&パーティーバディウォーク&パーティー

ダウン症のある人たちと、歩こう！ダウン症のある人たちと、歩こう！
Trick orTreat!

2013年10月26日 10:00～土

第一部（ウォーキング）：代々木公園
9:30am 受付開始 　10:00am 開会式

代々木公園内の「六角の休憩舎」をスタートして、公園内の
約1km をみんなで歩きます。今回のテーマはハロウィン。
仮装をしたり、「トリック・オア・トリート」を合言葉に
お菓子をもらったり。ダウン症のある方も、そうでない方
も、みんなで楽しめるウォーキングイベントです。

第二部（パーティー）：渋谷シダックスホール

主催：NPO法人アクセプションズ　http://acceptions.org　　　facebook.com/npoacp
後援：東京都 /渋谷区 /財団法人日本ダウン症協会 /東京都社会福祉協議会
　　　社会福祉法人東京都知的障害者育成会 /共同通信社（順不同）

第2回

1:30pm 受付開始　 2:00pm 開演

ダンスあり、音楽ありのみんなで盛り上がれるハロウィン
パーティー！うたのおにいさん、おねえさんによるショーや、
誰でも参加できる仮装コンテストもあります。
※第二部への参加には、チケット購入が必要です。詳しくは裏面をご覧下さい。
※幼児～小学生向けのプログラムがメインです。軽食、飲み物つき。



For Down Syndrome


