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代表あいさつ

ご縁の再構築と希望ある未来へ

2021年9月
特定非営利活動法人 国際障がい者活躍社会創造協会

代表理事 山口和宏

本年も無事に総会を開催する運びとなり、当団体の活動も
丸3年を終えることができました。これもひとえに、会員の皆
様や仲間が日々支えてくださるからだと感じております。こ
の場をお借りして、厚く御礼申し上げます。

この１年は、新型コロナウイルスによる、世界的なパンデ
ミック騒動に見舞われた年でした。この影響は私たちにとっ
て、とても大きなものになり、今までのリアルでのイベントや
交流が、やむなく中止。オンラインに切り替わるなど、大きな
環境の変化が求められました。

それにより、ご縁の再構築が進み、繋がる人、離れる人、良
くも悪くも見直しが進められたと思います。そんな中、私た
ちは、粛々とやれることを進めてまいりました。その中の一
つが『FORTH・イノベーション・メソッド』を使った事業構築
です。

一般社団法人ビジネスモデルイノベーション協会、公認マス
ターファシリテーター三宅泰世氏に依頼。今までの活動レベ
ルから、事業レベルにステップアップする大きなチャレンジを
図りました。
約１０名程度の仲間と1年かけて毎月１回オンラインとリア
ルでコミュニケーションをとりながら、私たちの活動コンセプ
ト、使命、目的を明確化。何を成し遂げるのかを整理しながら、
一緒に作り上げてきました。成果として4つの事業プランが
出来上がりました。

ビジネスや事業は、活動を持続可能にする仕組みだと考え
ております。活動だけでは寄付に頼らざる得なくなり、自己
資金を使っての活動では浪費する一方で限界があります。
協力してくださるメンバーにも手弁当でボランティアに依存
しなければ、活動は続けられません。結果、ライスワークを優
先しなければいけなくなり、離れていった仲間もたくさんい
ます。
こういった社会課題の解決はボランティアだけでは形にで
きない側面があります。そんな中でも支え続けてきてくれた
仲間、会員のみなさまには、感謝してもしきれません。

今年度より月額決済寄付サービス導入。現在では30名の
方が支援してくださっています。その名簿を見るたびに、本
当に温かい気持ちと感謝に満ち溢れます。これから活動をが
んばろうというモチベーションをたくさんいただきます。

会員のみなさま、仲間とのこの１年の活動やご縁を基盤に、
また更なる来年度の発展に向けて、邁進したいと考えており
ます。これにて、ご挨拶にかえさせていただきます。引き続き、
どうぞよろしくお願いいたします。
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山口 和宏
特定非営利活動法人 国際障がい者活躍社会創造協会 代表理事
・埼玉県春日部市生まれ
・1998年6月、当時18才の時に交通事故に遭い、頚椎損傷となる。
・2007年、障がい者に対する生活支援に従事。
・2013年、株式会社ＬＩＦＥクリエイト設立。代表取締役就任。

障がいがあってもなくても
当たり前に地域で暮らし、

誰もが活躍できる社会をつくろう！



IAEC（アイエック）の活動

会員
組織体制

啓発と
知識を深める

広報
メディア出演

イベント

身体障がい者
自立促進

会員・組織体制

❶サポータープランをリニューアル！！
❷理事会、事務局会議
❸IAEC新体制の模索
❹新・協力パートナー

啓発と知識を深める

❶日本リハビリテーション連携科学学会
第22回大会に参加

❷インクルーシブな社会を作ろう！勉強会
❸ドキュメンタリー映画応援を応援☆彡
❹障害平等研修（DET）
❺認定NPO取得に向けて

広報・メディア出演

❶新コンセプト「OTAGAISAMAな世界をつくる」
❷会員様へ活動報告お届け
❸広報ツール完成までの道のり
❹OTAGAISAMAグッズリリース！
❺公式キャラクターOTA丸誕生?!
❻理事・平野裕人「Gathering」に出演

イベント

❶デンマーク＆日本『国際交流フェスティバル
2020』（丸紅基金）応募
❷地域交流イベントに貢献しました！
❸ダイバーシティな地域イベントを主宰
❹「車いすCafé」で新しい仕事づくり
❺当事者インタビュー障がい者の『自立＆介助』
❻たまには肩の力を抜いて関係を深めよう！
❼会員のみなさまと交流会

身体障がい者自立促進

❶身体障がい者自立事業でイノベーション
❷身体障がい者ひとり暮らし実現グループ

OTAGAISAMA公式オンラインショップ

‟OTAGAISAMA”
公式オンラインショップがオープン！！

障がいがあってもなくても、誰もが活躍できる社会を作る『ジャパン・ノーマリゼーション・プロジェクト・おたが
いさま』を一緒に広げよう！『新・OTAGAISAMAブランド』グッズであなたもチームの一員に！
今回特別に、BEAMS、UNITEDARROWS、adidas等超有名ブランドで活躍する海外受賞デザイナーさんが
特別に『OTAGAISAMAグッズ』のロゴをデザインしてくれました❤
下記、QRコードを読み取り、ご注文して、手に入れてください^^『OTAGAISAMA』ゲットだぜ！！

OTAGAISAMA ボールペン OTAGAISAMA エコバッグ

デンマークの福祉視察旅行誌 OTAGAISAMA マグカップ

OTAGAISAMA 缶バッチ

OTAGAISAMAハートが
ワンポイント♬ 仲間の証❤

メモに便利！ 4つ葉の
OTAGAISAMAは幸せのサイン♬

可愛い！便利！エコ！
3拍子揃った買い物パートナー♬

すべての 『OTAGAISAMA』の原
点がここにある。
幸福度No.1福祉の最先端デンマー
クに視察に行った記録です。クラウド
ファンディング500名の想いを背負
い、6人が渡航しました。どこにもな
いオンリー１のリアルな生情報。
障がいがあっても、自分らしく人生
を謳歌するデンマーク人の面々。日本
との差に唖然。ですが、デンマークに
やれて、日本にやれないことはない！
そのヒントがここにある！？
どこにもない情報、確かめてください。

こだわりの一品が
誕生しました。

本格的な陶磁器の
マグカップです。
サンプルを100個
余り取り寄せ、選
んだアイテムです。
介助しやすいよう
に間口も広く大容
量で優しい口当

たりです。
ユニバーサルデザインも考慮しました。日常のひと時を
リラックスタイムに誘ってくれます。ぜひご活用ください♪

グッズ売上の収益は活動資金として活用させていただきますm(__)m

OTAGAISAMA
グッズを利用して、
一緒に活動を

盛り上げてください^^

ご購入お待ち
しております♬
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https://lifelinks.theshop.jp/

▼OTAGAISAMAショップはこちら▼

https://lifelinks.theshop.jp/


理事会は、2021年度中、全7回行いました。
理事会は基本的に、総会で採択された事業計画の進捗状況
をチェックし、相談役や監事の方には、法人運営のアドバイス
を頂きます。
中々、計画通りにいかないご時世ですが、可能性を諦めず、
計画性も大切にしながら、メンバーと知恵を出し合って、
私たちのミッションを形にするということを、粛々と進めて
いきたいと考えております！（日高）

事務局MTGは、2021年度中、全１１回行いました。
事務局MTGは、随時行うイベント、ニュースレターの内容、
プロジェクトのアイデアだし、進捗管理を行ってゆきます。
事務業務から、法人の煩雑な申請手続き、書類作成まで
オールジャンル！！ (≧∇≦)
時には、眩暈くるくるですが、みなさんの応援を思い出して、
日々がんばっております。
引き続き、応援よろしくお願いしますm(__)m（日高）

設立当初より、 NPO法人運用によるバックオ
フィス業務を設立メンバーみんなで手弁当で何
とか行ってきました。それでも全然追いつかな
かった現状があり、会員のみなさまにはご迷惑
おかけしました。

2021年度は新しい会員決済システムを導入し
たこともあり、寄付の受け入れがしやすくなりま
した。 その分事務業務が煩雑。認定NPO法人を
目指すために、複式簿記の会計業務が急務とな
りました。
自分たちで雇用する資金も体制もないため、業
務委託として、コングラントNextさんと契約す
る調整を進め、2020年7月より正式に契約して
連携して動いて参ります。事務作業等の強化を
図ります。（山口）

会員・組織体制

会員 種別 金額

正会員

ブロンズ 1,000円/月

ゴールド 3.000円/月

プラチナ 5,000円/月

賛助会員
（OTAサポ個人）

ブロンズ 500円/月

ゴールド 1,000円/月

プラチナ 3,000円/月

賛助会員
（OTAサポ団体）

ブロンズ １００,０００円/年

ゴールド 3００,０００円/年

プラチナ 5００,０００円/年
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協力し合ったメンバー

2020年度コロナ禍により緊急事態宣言の発令も多数。リアルのイベントも中止。人と人が直接対面で
コミュニケーションを密にとるということが難しくなりました。健全な団体運営や発展を目指す上で組織体制
というのはかなり重要です。そんな中、私たちは信頼できる仲間を探しを怠らず、オンラインなどを駆使して
行って参りました。

2021年度は、2名の新任理事を迎えた6名の役員、4名の事務局体制、相談役1名を仲間に加えて再構築し、
再スタートをしてまいります。役職等の発表は別の機会にさせていただきます！（山口）

～事務局体制の強化を目指して～

新・協力パートナー

サポータープランをリニューアル！！

理事会

～応援しやすさと事務作業の軽減を実現～

会費の現金徴収・管理。『お金の事は頼みづらくて、会員勧誘ができない。』 『お金をしっ
かり頂いて活動できるのだろうか？』そんな悩み、不安を抱えていました。覚悟を決めて月
額寄付決済サービスを導入！会員区分を整理しました。みなさんの応援を一身に受け、精
一杯活動頑張らせていただきます！引き続き、ご支援またはお友達のご紹介勧誘お願い

いたします。活動がんばります！（山口）
新・サポータープラン

～2021年度再スタートを切るために～

IAEC新体制を模索しました。

会議の雰囲気こっそり教えます。
～チームで真剣に考える・共有する・実行する～

事務局MTG

※基本的に月額カード決済になります。振込の場合は年払いにてお願い致します。

会員・組織体制



啓発と知識を深める啓発と知識を深める
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日本リハビリテーション連携科学学会
第22回大会に参加

～障がい者＆支援者自立プログラム構築を目指して～

兼ねてより、『障がい者＆支援者自立プログラム』構築を
夢見ております。それがムズイ！(笑)ですが、そのエッセンス
を社会リハビリテーション学会、元会長奥野英子さん著『社会
生活力プログラム』にヒントを見出しています。
というより、『日本にも素晴らしいメソッドあるじゃん！』
ただ、小難しく真面目で予算もつかないので実行者が日本に
いない( ﾉД`)ｼｸｼｸ…
日本の障がい者のリハビリテーションにおいては、医療制
度の中では、打ち切り状態です。ただそれは、身体の話。
私たち身体障がい者が地域で当たり前に暮らしていくため
には、『生きる力』をつけて行く必要があります。

従来、そんな取り組みが日本にはあり、社会リハビリテーションとして存在しました。その取組みは、残念なが
らなされていませんが、リハ学会22回大会に参加し、私も専門家がどういう取り組みをされているか知見を深
めるため、今回参加させていただきました。よーし、諦めないぞ！やってくれる人募集中www(笑)（山口）

インクルーシブな社会を作ろう！勉強会
～国連でがんばる方に色々教えてもらおう！～

国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP：エスキャップ）の社会課題担当官
秋山愛子さんの運営する会「スナック愛子」に参加。

SDGｓ実践、インクルーシブな社会・防災推進のための各国への働きかけを
仕事にされ、障害者など、誰もが取り残されない社会を作るため、世界レベルで
活動されています。
日本はガラパゴスなのか？！世界の情報に興味津々です。日本では障がい云々
語れば『偉いね』『頑張ってるね』で状態。終了、チーン。
なので、超孤独です。秋山さんの元には、私たちと同じような社会課題解決に、
取り組んでる方が集まり、お話が聞けます。超貴重です！
私たちもこういったネットワークを大切にして、行動できたらと考えております。
気になる方は、facebookで「いいじゃん iijan」で検索してみてね^^（山口）

ドキュメンタリー映画応援☆彡

《障害》と《健常》のあいだすべての人がマイ
ノリティー『ラプソディ オブ colors』
私の車ユーザーの友人石川悧々さんが主役
を務める『障がい』が題材のドキュメンタリー
映画を応援してまいりました！
佐藤監督は、「障害や福祉のレクチャーでは
ない、人間まるだしな映画にしたかった」と振
り返ります。考えてみれば障害とか関係なく
人としてみんな個性があるわけで、それが世
の中の情報として上がってこないのを痛感し
ました。他にないインパクトを感じられる映画
です！是非ご覧ください^^（山口）

～障害ってなに？～

障害平等研修（DET）

認定NPO取得に向けて

世界36国で行われている障害平等研修（DET）を認定ファシリテー
ターとして野毛山のNPO法人、埼玉県庁職員対象（役割はへサブ）と
してサポートしてまいりました。
この研修は、は障害者差別解消法を推進するための研修です。障害
者の社会参加や多様性に基づいた共生社会を創ることを目的として、
障害者自身がファシリテーターとなって進めるワークショップ型の研
修です。対話を通じた「発見」を積み重ねていくなかで、社会のなかに
ある様々な「障害」を見抜く力を獲得し、それらを解決していくための
行動を形成します。私もメインファシリテーターとして、開催できるよ
うがんばります！（山口）

～NPO法人野毛山、埼玉県庁職員向け研修に参加～

2021年度より、新しい体制の準備をしていて、できた新たな目標「認定NPOの取得」。埼玉県県庁に訪
問し、IAECがどのようにしたら認定NPOを取得できるのか相談させていただきました。
そこでできた「来年度中にOTAサポ会員300名」という目標。来期は、様々なキャンペーンを企画してい
きますので、楽しみにしていてください！
すでに会員になっていただいている皆様にも認定NPOの取得に向けて、協力いただけると嬉しい限り
です。（日野）

～埼玉県庁認定NPO法人認可担当課訪問～

啓発と知識を深める



広報・メディア出演
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広報ツール完成までの道のり

～仲間集め・応援者を増やすために～

以前からみなさまに手に取ってもらえるようなものを「何か作り
たい」と話し合っていた『OTAGAISAMAグッズ』。ついに作っちゃ
いました！
ラインナップは、バッジ・ボールペン・買い物エコバッグ・マグカッ
プです♪たくさんのサンプルを取り寄せ、メンバー皆で打ち合わせ
て商品を決定しました。デザイナーさんにお願いした、

OTAGAISAMAらしいデザインも素敵ですよね！今回特別に、
BEAMS、UNITEDARROWS、adidas等超有名ブランドで活躍
する海外受賞デザイナーさんが特別に『OTAGAISAMAグッズ』
のロゴをデザインしてくれました❤いかがですか？
感想なんかもいただけるととても嬉しいです^^（日高）

名刺

団体パンフレット

いつでもどこでもあなたと一緒

～OTAGAISAMAグッズがリリース！～

OTAGAISAMサポーター（賛助会員）大募
集！ということで、名刺・パンフレット・チラシを
新しく製作しました！
チラシ・パンフレットはとても分かりやすいデザ
インで、初めてIAECの存在や活動を知っていた
だく方にも、より理解が深まるようなものにでき
あがりました。実はもう早速お配りし始めていま
す！
これからはこの”三種の神器”を携えて、どんど
んIAECの活動を紹介し、応援して下さる会員さ
んを募っていきたいと思います♪（日高）

我らがアイドルが誕生
～OTAGAISAMAキャラクターOTA丸？！(仮)～

『OTAGAISAMAな世界をつくる。』を新コンセプトに掲げ、活動を始めた
IAEC。 親しみやすさや興味を引いてくださるのに、キャラクターの設定は必要
不可欠な時代です。 これから事業拡、会員を増やしていくにあたって、 キャラク
ターデザインを実行しました。
コンセプトデザイン担当（ぬいぐるみ原案）、キュートアップルズ 徳田雅美（ハンド
メイド作家）に依頼。その作品のイラストデザイン担当を片岡梓さん見依頼しまし
た。

古来から、天災の多い日本の気候により災害時に助け合う社会なこと、農耕文
化だったことによる協力し合う生活スタイルであったことなどから生まれた助け
合う『OTAGAISAMの精神』
『OTA丸』はそんなみんなの優しい心『OTAGAISAMAの精神』に宿る精霊です。
そして、令和の時代。古来からお互い様の精神を復活させに来た『OTA丸』です。
OTA丸と一緒に『OTAGAISAMA』を広げよう！（山口）

会員様へ活動報告のお届け

～会員向けニュースレターの創刊～

ニュースレターを今年度より発行することとなりました。初回が3月
30日で、現在第3号まで発行しています。ニュースレターではIAEC
の活動や今後の企画さらにはＩＡＥＣ事務局や理事のメンバーの紹介
を行っています。
会員の皆さまに読んでいただけるようにまだまだ試行錯誤ですが
頑張っていきたいと思います。もし、ご意見があればぜひアンケート
を通して教えて頂ければと思います。ぜひ、感想ください（内藤）

理事・平野裕人がメディアで語る

～「Gathering」出演～ 行きづらさや障害を抱える若者のキャリアを応援する
放送局「Gathering」のYouTubeチャンネルから平野
が取材を受けました。全３編のインタビューで、第１弾は、
「生まれてから大学入学まで」第２弾は、「就職活動、
NPOの立ち上げ、パラスポーツであるボッチャとの出会
い」第３弾は、「働くとは何か？」について、赤裸々に語っ
ています。
キャリアについて悩んでいる障害当事者の方だけでは
なく、その周りのご友人・ご家族の方、ダイバーシティやイ
ンクルージョンに取り組んでいる企業担当者の方など、
色んな方に観て頂きたい動画です。ぜひご覧ください！
（平野）

新コンセプト

「重度障がい者が我慢するだけの現状をぶち壊したい。」そんな想いで福祉先進
国デンマークを視察。障がいがあっても当たり前のように自立している世界を体
感し、日本でも誰もが当たり前の暮らしと生きる喜びを享受できる社会を確立し
ていきたいという想いが強まりました。障がい者自らが、自己の確立ができる環
境を整え、自分の人生を選択して生きることができる「OTAGAISAMAな世界」
を作るという新たなコンセプトが決まったのです。（日野）

～誰にもわかりやすいキャッチコピー～

OTAGAISAMAな世界をつくる

OTAサポ募集チラシ

経緯

誕生秘話

広報・メディア出演



イベント
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デンマーク＆日本
国際交流フェスティバル2020

コロナ禍より前より準備を進めてまいりました。デンマークの障が
い当事者を招いての国際交流フェスティバルを開催を目指し、 丸紅
基金へ助成金申請をしました。結果を待ち望んでいましたが、結果は
残念ながら不採択でした。
が、海外の障がい当事者の自立を行い、どうやったら自分らしい人
生を送れるか？実現されているのか？リアルの声を聞くことはとて
も貴重な機会だと思いましたが、残念です。今後もこのような機会を
実現に向けて働きかけていきたいと思います。次回またチャレンジし
たいと思います！（山口）

～丸紅基金助成金の応募～

前年度に引き続き、都庁横の新宿中央公園で行われた「ダイ
バーシティパークin新宿」にボッチャ体験ブースを出展しました。
このイベントは、さまざまなパラスポーツを体験できるイベン
トで例年多くの人が訪れます。今回はコロナ禍ということもあ
り事前に参加人数を絞り、道具やコートの消毒等、感染対策を
徹底して行いました。

開始してから早速、事前申込済の子どもたちやご家族が足を
運んでくださり、とても盛り上がるイベントとなりました。始め
に簡単なルール説明、練習を経て試合形式での体験を楽しみ
ました。子どもと大人が真剣対決して、子どもチームが勝ってし
まうなど「誰もが安全に楽しめる」ボッチャの醍醐味を味わえる
イベントとなりました。

「学校でやったことがある！」など既にボッチャを体験済の子
どもたちも多く、パラリンピック開催に向けてパラスポーツの
普及が進んでいることも実感しました。（平野）

～ダイバーシティ・パーク in 新宿：ボッチャブース設置～

※緊急事態宣言のため中止
埼玉県親善大使の和田琢磨さんとから
のご縁から生まれた『車いすcafe』の企画。
多大に協力してもらって、車いすでもカ
フェの店員になったり、固定概念を覆すよ
うな企画でした。
車いすの店員も、お客さん限定30名も
決まって、埼玉県庁横『コバトンカフェ』さ
んに場所も提供も決定。いざオープンと
なったら、なんと緊急事態宣言になってし
まい、やむなく中止（泣）
別の場所でデモンストレーションをしまし
たが、私も初めてのコーヒーを入れてアテ
ンド。人に喜んでもらうことをするという
のは、とても貴重な体験でやっぱり必要だ
なと感じました！こちらもまたチャンスを
狙っていきたいと思います！（山口）

～埼玉県庁となりのコバトンcafeとコラボ～

※緊急事態宣言のため本部オンライン開催
私もずっと経営者コミュニティでお世話になっ
ている、日本のトップマーケッター神田昌典氏の
2022講演@大宮。をNPO法人国際障がい者活
躍社会協会で運営したらどうなるか？チャレンジ
をさせていただきました。
地域の経営者層が集まる場所で私たち障がい
当事者がどう関わることができるか？とても貴重
な機会だと感じておりましたが、こちらも緊急事
態のためやむなく本部オンライン開催に。地域の
リーダーである方々とご一緒するチャンスになる
と思いましたが、非常に残念です。
代わりに、『車いすで街歩きイベント』のデモスト
レーションを実施！こちらもまたチャンスを伺い
たいと思います。（山口）

～神田昌典2022講演＠埼玉大宮～

地域の交流イベントに貢献しました！

ダイバーシティな地域イベントを主催

「車いすcafé」で新しい仕事づくり

イベント



身体障がい者自立促進

身体障がい者『自立＆介助』ひとり暮らし実現グループ

身体障がい者の自立事業でイノベーションを起こす

テストになりますが、身体障がい者の『自立＆介助』
に悩みを持っている方々は潜在的にどれぐらい存在
するのか？を調べるために LINE のオープンチャッ
トを開設しました。何も案内もしてなくても、30名く
らいの方から順次参加していただいております。
やはり同じ悩みを持つ仲間や課題を共有する中で、
活性化しております。皆さんも是非参加して色々情
報交換。勉強も進められるととても嬉しく思っており
ます！ぜひご参加ください（山口）

～LINEオープンチャットの開設～

2021年度より、IAEC相談役の三宅泰世さんをファシリテーター
に迎え、新たなビジネスモデルを創出する「FORTHイノベーションメ
ソッド」を使い、障がい福祉に関わる志のあるメンバーで「身体障が
い者の自立＆介助」に関する事業を考えてきました。
結果的に

①身体障がい者自立専門メディア（オウンドメディア運営）
②自宅大公開サービス（Youtube）

③障がい者と支援者が共に学ぶ学校（社会生活力プログラム）
④車いすcafé（前向きな当事者・支援者・応援者の出会い場）

という4つのプランが完成。これから実現に向けて進めていきます
ので、進捗など随時ご報告させていただきます。（日野）

～FORTH・イノベーションメソッド～
身体障がい者の『自立&介助』で今一人暮らしを望む身体障がい者
はどれぐらいいるのか？それを支援するために、希望を持っている
支援者がどれだけいるのか？ニーズは何なのか？を探るために、今
話題の音声SNSのclubhouseで全5回開催させていただきました。
そこには、びっくりするぐらいの出会いがあったり、OTAサポ会員
さんとの交流。実際に地域で暮らしている、身体障がい者にインタ
ビューでき、リアルの生の声が聞けた貴重な機会になりました。こち
らも今後も開催していただきたいと思います。（山口）

～clubhouse＆Facebookライブ～

※緊急事態宣言のため延期
山口代表の「会議ばかりしていないで、たまには遊ぼうよ」の一言から検
討がスタート。反応したのは監事でBBQインストラクターの菊池。
インストラクター仲間のBBQケータリング業者に協力を依頼、春日部市内の
BBQサイトを押さえて2020年11月21日開催予定で当NPOの役員を中
心とした限定メンバーでの企画として、いずれは会員の多くに声を掛ける
企画の準備という形での開催を目指した。

COVIC-19万延の影響で中止を余儀なくされたが、然るべきタイミング
での開催に期待したいと思います。
本格的なアメリカンBBQを体験する機会を是非お楽しみに！（菊池）

～俺のBBQ大交流会～

今回顔の見える関係づくりとしてどんな人たちがＩＡＥＣに関
わっているのか知ってもらうためオンライン交流会「初めまし
て！私○○な人です！」を4月4日に実施しました！

6名の方に参加して頂き楽しい時間を過ごすことができました。
最初に簡単な自己紹介を行いました。初めての企画・慣れない
進行でしたのでみんなドキドキしながら探り探りの雰囲気でした。
そのあと「○○への愛を語る」に！！
トークテーマは好きなアイドルからウィンタースポーツ、映画な
ど多岐にわたり、この企画だけで2時間を使ってしまうという事
態に。
最後にはデンマークに渡航した時の動画を見ながらその時の様
子を聞くこともできました。
今回はみんなの熱い愛を語りお互いのことを少し知れて有意
義な時間を過ごすことができました。（内藤）

～オンライン飲み会の開催～
会員のみなさまと交流会

たまには肩の力を抜いて関係を深めよう！

当事者インタビュー身体障がい者の『自立＆介助』

イベント

～BBQ大交流会～
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会計報告 ご支援いただいたみなさま
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栗原真弓 ・ 今野千寿 ・ 鈴木臨之介 ・ 柳瀬康博 ・ 大橋翔

七野哲

今村仁美 ・ 印田燿 ・ 大島潤子 ・ 大脇隆俊 ・ 楠根紀子 ・ 小林博子 ・ 佐々木はるな
須田三枝子 ・ 瀬賀めぐみ ・ 南雲ひとみ ・ 日比将人 ・ 宮良志穂 ・ 召田智美

菊池千春 ・ 橘みき ・ 内藤大佑 ・ 日暮美名子 ・ 日高滉人 ・ 日野信輔 ・ 平野裕人
三浦恵美 ・ 三木智裕 ・ 山口和宏

支援期間：2020年度（2020年8月1日～2021年7月31日）
五十音順・敬称略

正会員

NPO法人国際障がい者活躍社会創造協会の活動は、会員のみなさまのご支援や応援で成り立っております。
2020年度は会員30名の方にご支援いただきました。
この場をお借りしまして、厚く御礼申し上げます。 引き続きご支援の程、どうぞよろしくお願いいたします。

会員 種別 月払 年払

正会員

ブロンズ 1,000円/月 12,000円/年

ゴールド 3.000円/月 36,000円/年

プラチナ 5,000円/月 60,000円/年

賛助会員
（OTAサポ個人）

ブロンズ 500円/月 6,000円/年

ゴールド 1,000円/月 12,000円/年

プラチナ 3,000円/月 36,000円/年

賛助会員
（OTAサポ団体）

ブロンズ １００,０００円/年

ゴールド 3００,０００円/年

プラチナ 5００,０００円/年

サポータープラン

▼月額応援はこちら▼

▼振込（年払）応援はこちら▼

※システムの都合上、月額支援が助かりますm(__)m



2021年度挑戦すること 応援よろしくお願いします。
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①認定NPO法人
（会員300名）

②持続可能なビジネス
（仕組）創造

③組織基盤
（仲間）ボランティア

助成金申請

会計業務

活動をＰＲする場
（メルマガ/広報誌）

チラシ設置・配布

OTAサポ入会・寄付

ライター

SNS・HP運用

Youtube企画運営

動画編集

イベント企画運営

ニュースレター発行

講演依頼

研修依頼

WEBメディア運営

動画・WEB
マーケティング

バザー品提供（新品）

会員勧誘

※その他お気軽に
ご相談ください。

おかげさまで、NPO法人国際障がい者活躍社会創造協会も丸3年を追え、4年目を迎えることができました。
この節目となる4年目は、3つの目標の柱を立て、挑戦したいと考えております。
また、新たに2名の理事を選任、相談役を迎え、運営体制強化し、本格的に事業化したいと考えております。
本当にみなさんのおかげでここまでこれましたが、これからが本番です 是非、みなさんにも目標を共有し、
仲間として関わりの提案もさせていただきますので、一緒に活動を推し進めていただけますと幸いです。

目標の3本柱

新・組織体制

・代表理事／事務局員 山口和宏 ・副代表／事務局員 日野信輔 ・理事 平野裕人 ・理事／事務局長 内藤大佑
・理事／副事務局長 日高滉人 ・監事 菊池千春 ・相談役 三宅泰世 ・業務委託 コングラントNext

仲間として関わりの提案

①会員の拡充を一緒にしてください。
②持続可能な事業（仕組み）の構築を手伝ってください。
・身体障がい者自立専門メディア（オウンドメディア運営） ・自宅大公開サービス（Youtube）
・障がい者と支援者が共に学ぶ学校（社会生活力プログラム） ・車いすcafé（前向きな当事者・支援者・応援者の出会い場）
③一緒に学んでください（月1回程度。勉強会の参加、自費あり）
④プロジェクト、イベント等を手伝ってください

また、『気持ちはあるけれど、何をしていいかわからない』という声を多数いただきます。また業務的なところ
は、人手がおらず、組織体制が脆弱ですので、ご自身である程度のスキルがあり、努力やリカバリのできるプロ
ボノレベルの方でないと対応できないのも現状です。
私たちも、あなたとどうやって活動できるが？分からないのが、正直ございます。だからこそ、逆にアイデア
もいただきたいです。参考までに、『私達がこういうお手伝いがあると助かる』というのを下記に羅列させてい
ただきます。『私は、これが提供できるよ』という方がいたら、是非下記のメールアドレスまでご連絡いただけ
ますと嬉しいです！ご連絡お待ちしております。気軽にご連絡頂けますと幸いです。

求む！プロボノ

興味ある方は、下記メールアドレスか、
お問い合わせのQRコードからご連絡ください。

メールアドレス：info@iaec.or.jp

Webデザイン

カメラマン

文字起こし

データ入力

秘書

介助者

▼お問い合わせはこちら▼

mailto:info@iaec.or.jp

