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参加者総数： 600名 
ご寄付総額： 1,947,680円 

（助成金含む）



皆様からのご支援と応援をたくさんいただき、無事にイベントを開催することがで
きましたことをご報告させていただきます。 
心より感謝申し上げます。 

11月13日（日）爽やかな秋晴れの下「バディウォーク東京2016」が開催されま
した。 
第5回となる今年のテーマは「Smile together! Move together!」 

渋谷・宮下公園でのステージ&パレード、その後の渋谷ヒカリエでの交流会・シン
ポジウムと一日を通して楽しめる内容となりました。ステージではダウン症のある
人達を中心にダンスやトークショー、楽器演奏、合唱など素晴らしいパフォーマン
スが披露されました。そして多くの人でにぎわう渋谷の街中を約600人が圧巻のパ
レード！ブラスバンドやチアリーディング、2メートルを超える巨大ニポバルーン
と共に堂々と笑顔で歩く参加者に多くの通行人が手を振って応援してくれました。
たくさんの報道陣も詰め掛け、ダウン症のある人達や家族の笑顔を全国に伝えてく
れました。 

私達アクセプションズはダウン症のある人とその家族が偏見や差別なく過ごせる社
会にしたいという想いで活動しています。全国にバディウォークの輪が広がり、ま
だまだ知られていないダウン症のある人達の魅力をより多くの人に知ってもらえる
ことを願っています。 

今後も御支援と御協力のほど何卒宜しくお願いいたします。 

NPO法人アクセプションズ理事長　古市理代

ご挨拶



イベント名 
バディウォーク東京2016 (Buddy Walk Tokyo2016) 

開催日時 
2016年11月13日（日） 
ウォークイベント：10:00 ー14:00 
交流会：15:00 ー 17:00 
シンポジウム：18:00 ー 19:00 

開催場所 
ウォークイベント：宮下公園 
交流会：渋谷ヒカリエ 9F　THE THEATRETABLE 
シンポジウム：渋谷ヒカリエ8F 「8/」

後援 
渋谷区、社会福祉法人 東京都社会福祉協議会、公益財団法
人日本ダウン症協会、社団法人台湾心身障がい者音楽関係
協会（順不同） 

特別協力 
NPO法人ピープルデザイン研究所 

助成金 
生活協同組合パルシステム東京 

協賛 
花王ハートポケット倶楽部　花王株式会社、SCSK 株式会
社　SCSK 社会貢献活動クラブ Earth One、東京急行電鉄
株式会社（順不同） 

協力 
こどもメガネ　アンファン（オグラ眼鏡店）、コストコホー
ルセールジャパン株式会社、有限会社クラウン・ビー、丸
与デザインテック株式会社、モニック株式会社、株式会社 
レナズ、株式会社 ポプラ社、カンロ株式会社、株式会社 
俳優座劇場、株式会社 テルミック、株式会社 岡崎屋プロ
ダクション（順不同）

イベント概要



ステージとパレード

開場 9:45

ステージイベント 第一部10:10

オープニングセレモニー10:00

会場 ： みやしたこうえん

開会宣言：NPO 法人アクセプションズ
　　　　　理事長　古市 理代
主賓挨拶：渋谷区長 長谷部 健様・あいりっすん
開会宣言

閉会式13:55
開会挨拶：NPO 法人アクセプションズ
　　　　　理事長　古市 理代
閉会宣言

集合写真撮影
閉会

14:00

・smilebingo と Suplife による歌とダンス
・あべけん太さん トークショー
・Studio7 バレエヨガクラスによるダンス
・髙木 真理子さんによるストレッチとウォーク
・MIMOさんによる公式テーマソング

バディウォークパレード11:30
歌や音楽に合わせて渋谷の街なかをパレード！
ブラスバンド：國學院大學体育連合会吹奏楽部
チアリーディング：Kaolly's &SPLENDORS

ステージイベント 第二部12:30
・矢内 梢子さんによるハープ演奏
・SHUNさんによるドラム演奏
・ハニビー&マダムシスターズによるパフォーマンス
・Three Seven によるダンス
・こどもの城合唱団とミュージックパークによる合唱
・MIMOさんによる公式ソング合唱

一緒に
歌って

  おどろう！

当日の様子① オープニングセレモニーはNPO法人アクセプションズの古市理事長による開会の挨拶に続き、渋
谷区・長谷部健区長によるご挨拶では渋谷区のPRキャラクター「あいりっすん」も登場しました。
その後、元気な二人による開会宣言によってイベントははじまりました。

ステージイベントの司会進行は龍円愛梨さん。第一部最初のステージはsmilebingoとSuplifeによ
る歌とダンスです。スペシャルニーズのある子どもたちによるダンスとSuplifeさんの歌に合わせ、
会場が一体となりました。



ステージとパレード

開場 9:45

ステージイベント 第一部10:10

オープニングセレモニー10:00

会場 ： みやしたこうえん

開会宣言：NPO 法人アクセプションズ
　　　　　理事長　古市 理代
主賓挨拶：渋谷区長 長谷部 健様・あいりっすん
開会宣言

閉会式13:55
開会挨拶：NPO 法人アクセプションズ
　　　　　理事長　古市 理代
閉会宣言

集合写真撮影
閉会

14:00

・smilebingo と Suplife による歌とダンス
・あべけん太さん トークショー
・Studio7 バレエヨガクラスによるダンス
・髙木 真理子さんによるストレッチとウォーク
・MIMOさんによる公式テーマソング

バディウォークパレード11:30
歌や音楽に合わせて渋谷の街なかをパレード！
ブラスバンド：國學院大學体育連合会吹奏楽部
チアリーディング：Kaolly's &SPLENDORS

ステージイベント 第二部12:30
・矢内 梢子さんによるハープ演奏
・SHUNさんによるドラム演奏
・ハニビー&マダムシスターズによるパフォーマンス
・Three Seven によるダンス
・こどもの城合唱団とミュージックパークによる合唱
・MIMOさんによる公式ソング合唱

一緒に
歌って

  おどろう！

当日の様子② 続きては多くのテレビ番組や舞台などで活躍され、会社員でもあるダウン症のあるイケメンのあ
べけん太さんがお父様と登場。放送作家であり書籍「ダウン症って不幸ですか？」の姫路まさの
りさんも参加し、あべけんたさんが会社員として働くこと、今熱中していることなど様々なお話
をお伺いしました。

Studio7バレエヨガクラス with 島田舞踊研究所 島田千春先生では優しい時間が流れ、元パリコ
レモデル高木真理子さん率いるスマイルウォーキング倶楽部によるウォーク前のストレッチ、歩
き方の指導。MIMOさんによる公式テーマソングと続きました。



ステージとパレード

開場 9:45

ステージイベント 第一部10:10

オープニングセレモニー10:00

会場 ： みやしたこうえん

開会宣言：NPO 法人アクセプションズ
　　　　　理事長　古市 理代
主賓挨拶：渋谷区長 長谷部 健様・あいりっすん
開会宣言

閉会式13:55
開会挨拶：NPO 法人アクセプションズ
　　　　　理事長　古市 理代
閉会宣言

集合写真撮影
閉会

14:00

・smilebingo と Suplife による歌とダンス
・あべけん太さん トークショー
・Studio7 バレエヨガクラスによるダンス
・髙木 真理子さんによるストレッチとウォーク
・MIMOさんによる公式テーマソング

バディウォークパレード11:30
歌や音楽に合わせて渋谷の街なかをパレード！
ブラスバンド：國學院大學体育連合会吹奏楽部
チアリーディング：Kaolly's &SPLENDORS

ステージイベント 第二部12:30
・矢内 梢子さんによるハープ演奏
・SHUNさんによるドラム演奏
・ハニビー&マダムシスターズによるパフォーマンス
・Three Seven によるダンス
・こどもの城合唱団とミュージックパークによる合唱
・MIMOさんによる公式ソング合唱

一緒に
歌って

  おどろう！

当日の様子③ いよいよパレードの開始です。しゃぼん玉に包まれ、チアリーディングチーム“Kaolly's 
&SPLENDORS”が応援するなか、國學院大學体育連合会吹奏楽部のファンファーレとともに歩
き始めました。



ステージとパレード

開場 9:45

ステージイベント 第一部10:10

オープニングセレモニー10:00

会場 ： みやしたこうえん

開会宣言：NPO 法人アクセプションズ
　　　　　理事長　古市 理代
主賓挨拶：渋谷区長 長谷部 健様・あいりっすん
開会宣言

閉会式13:55
開会挨拶：NPO 法人アクセプションズ
　　　　　理事長　古市 理代
閉会宣言

集合写真撮影
閉会

14:00

・smilebingo と Suplife による歌とダンス
・あべけん太さん トークショー
・Studio7 バレエヨガクラスによるダンス
・髙木 真理子さんによるストレッチとウォーク
・MIMOさんによる公式テーマソング

バディウォークパレード11:30
歌や音楽に合わせて渋谷の街なかをパレード！
ブラスバンド：國學院大學体育連合会吹奏楽部
チアリーディング：Kaolly's &SPLENDORS

ステージイベント 第二部12:30
・矢内 梢子さんによるハープ演奏
・SHUNさんによるドラム演奏
・ハニビー&マダムシスターズによるパフォーマンス
・Three Seven によるダンス
・こどもの城合唱団とミュージックパークによる合唱
・MIMOさんによる公式ソング合唱

一緒に
歌って

  おどろう！

当日の様子④ 多くの人でにぎわう渋谷の街中を約600人のパレード。ブラスバンドやチアリーディング、2メー
トルを超える巨大ニポバルーンと共に堂々と笑顔で歩く参加者に多くの通行人が手を振って応援
してくれました。たくさんの報道陣も詰め掛け、ダウン症のある人達や家族の笑顔を全国に伝え
てくれました。
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ステージとパレード

開場 9:45

ステージイベント 第一部10:10

オープニングセレモニー10:00

会場 ： みやしたこうえん

開会宣言：NPO 法人アクセプションズ
　　　　　理事長　古市 理代
主賓挨拶：渋谷区長 長谷部 健様・あいりっすん
開会宣言

閉会式13:55
開会挨拶：NPO 法人アクセプションズ
　　　　　理事長　古市 理代
閉会宣言

集合写真撮影
閉会

14:00

・smilebingo と Suplife による歌とダンス
・あべけん太さん トークショー
・Studio7 バレエヨガクラスによるダンス
・髙木 真理子さんによるストレッチとウォーク
・MIMOさんによる公式テーマソング

バディウォークパレード11:30
歌や音楽に合わせて渋谷の街なかをパレード！
ブラスバンド：國學院大學体育連合会吹奏楽部
チアリーディング：Kaolly's &SPLENDORS

ステージイベント 第二部12:30
・矢内 梢子さんによるハープ演奏
・SHUNさんによるドラム演奏
・ハニビー&マダムシスターズによるパフォーマンス
・Three Seven によるダンス
・こどもの城合唱団とミュージックパークによる合唱
・MIMOさんによる公式ソング合唱

一緒に
歌って

  おどろう！

当日の様子⑤ ステージイベント第二部はSHUNのドラムからスタート。その後、矢内梢子さんの優しいハープ
の音色に包まれました。続いて高校生から成人までのダウン症のある人と、その母達11人のダン
スチーム「ハニービー＆マダムシスターズ」が会場を盛り上げました。

ヒップホップやブレイクダンスなどを踊る本格的なダンスチーム「Three×Seven（スリーセブン）」
では圧巻のパフォーマンス。こどもの城児童合唱団とミュージックパークによる合唱では会場があ
たたかいムードに。最後はMIMOさんによる公式テーマソングをみんなで合唱しました。



当日の様子⑥

他の参加者との交流をお楽しみください！
特別ゲストによるトークショーや楽しいクイズ
もあります！

交流会にご参加いただく方は、閉会式終了後に
「渋谷ヒカリエ 9F　THE THEATRETABLE」
に移動してください。

交流会

受付開始 （入場）14:30

交流会開会15:00

交流会閉会17:00

会場 ： 渋谷ヒカリエ 9F　THE THEATRETABLE

「超福祉展シンポジウム」～ Beyond Diversity
～にて、アクセプションズがトークイベントを
行います。
ゲストに、パーツモデルで美容研究家の金子エ
ミさんをお迎えし、ダウン症のある子育てにつ
いて、そして女性として母親として輝き続ける
ヒントを伺います。司会進行は、フリーアナウ
ンサーでアクセプションズの長谷部真奈見が務
めます。是非ご来場ください。 

シンポジウム

時間 ： 18:00～19:00

会場 ： 渋谷ヒカリエ 8F 「8/」

入場
無料

交流会は場所を渋谷ヒカリエに移動して開催しました。会場入り口ではニポバルーンがお出迎え、
会場内ではドリンクやフードとともに和やかに交流を行いました。会場では渋谷区長、金子エミさ
ん、有森裕子さん、ラミレス監督、東ちづるさんなど著名な方々から頂いた応援メッセージをご紹
介しました。

スペシャルトークショーでは一般社団法人Get in touch 代表・東ちづるさん、公益財団法人日本
ダウン症協会 理事・水戸川真由美さん、アクセプションズ 理事長・古市が登場。ネイティブに
よる英語の歌や踊りで盛り上がり、最後はMIMOさんの感動的な歌で終わりました。



当日の様子⑦

他の参加者との交流をお楽しみください！
特別ゲストによるトークショーや楽しいクイズ
もあります！

交流会にご参加いただく方は、閉会式終了後に
「渋谷ヒカリエ 9F　THE THEATRETABLE」
に移動してください。

交流会

受付開始 （入場）14:30

交流会開会15:00

交流会閉会17:00

会場 ： 渋谷ヒカリエ 9F　THE THEATRETABLE

「超福祉展シンポジウム」～ Beyond Diversity
～にて、アクセプションズがトークイベントを
行います。
ゲストに、パーツモデルで美容研究家の金子エ
ミさんをお迎えし、ダウン症のある子育てにつ
いて、そして女性として母親として輝き続ける
ヒントを伺います。司会進行は、フリーアナウ
ンサーでアクセプションズの長谷部真奈見が務
めます。是非ご来場ください。 

シンポジウム

時間 ： 18:00～19:00

会場 ： 渋谷ヒカリエ 8F 「8/」

入場
無料

第三部では渋谷ヒカリエにて開催中の「超福祉展シンポジウム」～Beyond Diversity～にてトー
クイベント 『多様性のある子育て』～誰もが輝ける社会に～ を行いました。

ゲストにパーツモデルで美容研究家の金子エミさんをお迎えし、ダウン症のある子育てについて、
そして女性として母親として輝き続けるヒントを伺いました。司会進行は長谷部真奈見が務め、
古市理事長も加わり、金子エミさんがカイト君の子育てや世界ダウン症水泳選手権大会など大変
興味深いなどお伺いできました。途中、カイト君もステージに登場し、会場を沸かせました。



参加者の声

すべてが温かい雰囲気で、和やかでした。パレー
ドで警察の方をはじめたくさんの方にご協力いた
だけたことで、ダウン症をより多くの方に知って
いただけたと思います。 

色んな方面で活躍するダウン症の方々に会う事が
出来てとてもよかった。

明るく楽しく子供・家族に優しい会場でした。協
賛企業の皆様、渋谷区の皆様、警視庁の皆様、ア
クセプションズの皆様、ボランティアの皆様、参
加した皆様、元気を下さってありがとうございま
した！ 

初めて参加しましたが、渋谷の街をあんな風に歩
けると思っておらず、貴重な体験をさせていただく
ことができ非常に楽しかったです。普段会えない
県外の友人たちに会えたことも良かったです。今
後もこのようなイベントがありましたらぜひ参加
したいです。 

渋谷の中心をあれだけの大人数で皆さんと歩けた
ことが、ダウン症の認知や理解に繋がっているこ
とを実感でき、よかったと思います。

興奮と感動と感謝の気持ちでいっぱいでした。ま
た来年も参加したいと思います。

パレードはお天気に恵まれ気持ち良く歩けました。
周囲の皆さんが笑顔で手を振って下さり理解を示
して下さって嬉しかった。 



メディア掲載情報
区分 媒体名 掲載日

新聞

毎日新聞 2016年11月11日

東京新聞 2016年11月12日

サンケイスポーツ 2016年11月14日

テレビ
テレビ朝日 2016年11月1日

テレビ朝日 2016年11月13日

インターネット

AbemaTIMES / 
Yahoo!ニュース

2016年11月15日

music.jpニュース 2016年11月15日

※その他多数に掲載いただきました。

http://music.jp


[ご支援のお願い] アクセプションズでは皆様からの寄付及び賛助会員を募集しております。お申込み・お問い合わせはURLも
しくは、Emailよりご連絡下さい。
Mail: info@acceptions.org  HP: http://acceptions.org         facebook.com/npoacp         @npoacp 

ご参加頂いた皆様、ご支援・ご協力頂いた皆様、 
ありがとうございました。

mailto:info@acceptions.org
http://acceptions.org
http://facebook.com/npoacp

