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はじめに 

参加する皆さんの笑顔がみたいなぁ 
東北から元気を発信したいなぁ 
そんな思いから、東北初！「バディウォーク仙台」開催の企画が立ち上がりました。 

「ダウン症」とは？ 
 ダウン症の正式名は「ダウン症候群」で、２１番目
の染色体が１本多くなっていることから「２１トリソミー」
とも呼ばれます。 
 ダウン症の特性として、筋肉の緊張度が低く、多く
の場合、知的な発達に遅れがありますが、最近では
ほとんどの人が普通に学校生活や社会生活を送っ
ています。 
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「バディウォーク®」とは？ 

 全米ダウン症協会(ＮＤＳＳ)により1995年10月に「ダウン症啓蒙月間」の一環として 
ニューヨークで始められた、『ダウン症のある人と一緒に歩く、世界的なチャリティーウォー
キングイベント』です。 
  
 『バディウォーク®』によって世界各国からＮＤＳＳに集まった寄付は、2013年には1,220万
ドル（約14億円）にのぼり、ダウン症への理解と受容（acceptance）、社会的な平等
（inclusion）の促進に使われています。 
 
 2014年には全世界で300回を超える『バディウォーク® 』が実施されました。 
 
 日本では、2012年、東京（主催/ＮＰＯ法人アクセプションズ）で初開催。2014年には東
京、京都（主催/京都ニンジャムキッズ）の２都市に開催は増え、2015年、さらに地域発信
型の『バディウォーク®』を実現させようと、ダウン症のある子どもの親有志により、「D-Smile 
TOHOKU」を結成、東北で初めての『バディウォーク®』を仙台で開催いたしました。同じく
初開催の名古屋（主催/名古屋すまいるマイル）とあわせ全国4カ所に広がっています。 

  
※バディウォーク®はアメリカ合衆国およびその他の国における全米ダウン症協会（National Down Syndrome Sosiety）の
登録商標です。 
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イベント概要 

日   時 ／ 2015年9月27日（日）10時～11時30分 
場   所 ／ 七北田公園 （仙台市泉区） 
参加人数 ／ 333名（スタッフ、ボランティア含む） 
参 加 費  ／ 無 料 
内   容 ／ 七北田公園芝生広場約500ｍを一周するこ

とをメインに、ダンス、アートワークショップ、
しゃぼん玉、遊び場コーナーを設けて自由
に過ごす 

後   援 ／ 宮城県、仙台市、宮城県教育委員会、仙台市教育委員会、（社福）宮城県社会福祉協議会、（社福）仙台市
社会福祉協議会、仙台市発達相談支援センター（アーチル）、さかいたけお赤ちゃんこどもクリニック、全米
ダウン症協会、公益財団法人 日本ダウン症協会、どんぐりの会、NPO法人アクセプションズ、NPO法人アー
トワークショップすんぷちょ、art field Khaya（くぅか）、河北新報社、朝日新聞仙台総局、毎日新聞仙台支局、
読売新聞東北総局、産経新聞社東北総局、ＮＨＫ仙台放送局、ＴＢＣ東北放送、仙台放送、ミヤギテレビ、
ＫＨＢ東日本放送、CAT-V、エフエム仙台、ラジオ３ＦＭ76.2、fmいずみ797、せんだいタウン情報S-style、
仙台発・大人の情報誌りらく、仙台っこ 



バディウォーク®仙台 2015 実施報告書 

5 

当日の様子① 

●「ＮＰＯ法人アートワークショップすんぷちょ」によるダンスワークショップ。大人も子どもも音楽に合わせて体を動かしました。 

●「art field khayaくぅか」による楽器やアクセサリー作り。ペットボトル等エコ素材を利用して工作しました。 
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当日の様子② 

●しゃぼん玉コーナーを設けました。自分で作るしゃぼん玉にみな大喜びです。 

●ビニールプールの中に新聞紙やお花紙を入れて感触を楽しみました。 
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当日の様子③ 

●緑あふれる芝生広場約500ｍをゆっくり一周しました。 

●ベビーカーでも抱っこでも歩かなくてもオッケーです！ 
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当日の様子④ 

●笑顔のゴール風景。ハイタッチも上手にできました。 

●家族みんなで歩く喜び。その一歩一歩を踏みしめながら… 
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参加者の声 

●当日アンケート用紙にて ●後日メールにて 
 皆で歩いて天気も良く、気持ちが良かったです。ま

たやりたいです♡  
 

 楽しい時間をすごせました。義父母にも(ダウン症を)
知ってもらえる機会でよかったです。 
 

 すごい人数が集まって良かったと思います。ダウン症
に関するこのような野外でのイベントは、一般に知っ
てもらうためにもすごく良いと思います。 
   

 こんなにたくさんのダウン症のある子とその家族（＋
ない人も）が集まったことは仙台で（東北で）なかった
のではないかと思うくらいで、それが実現したことに
まず感動しました。ウォーク以外にもいろんなコー
ナーがあり、子どもたち楽しめました。 

 会場には様々なお子さんがいましたが、お父さん、お母
さんの温かいまなざしがとても印象的で子供のペースを
尊重し見守っているように見えました。普通だからと急が
せて、特別だからゆっくりと・・・ではなくそれぞれのペー
スを大事にする社会になってほしいと思った１日でした。 
 

 たくさんのダウン症の子供たちとその家族がたくさん参加
されて、とてもよかったと思います。我が家もそうですが、
ややもすると閉じこもりがちになってしまいます。そうなら
ないように、外に出てみんなで活動することが、目標の
一つだと思います。 
 

 障がいという事についてまだまだ理解されていない事も
多くありますが、「バディウォーク」のようなイベントが理解
につながるといいなと思いました。ダウン症をはじめ、障
がいのある人が普通に暮らせる社会になる事を願ってい
ます。 
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寄付のご報告 

●当日募金箱分 49,608円 

その他、さまざまな方面からのご支援を受け、開催前にいただいた 
３5の団体・個人分もあわせて以下の御寄付を頂きました。 

御寄付いただいた皆様、本当にありがとうございました。 

いただいた御寄付から開催運営費を差し引いた金額のうち、 
１００ドルを全米ダウン症協会に 
１万円を日本ダウン症協会に寄付させていただきました。 
残りは来年度の開催運営費に使用させていただきます。 

※100円以上の募金につき、オリジナルバッジプレゼント 

●総 額  225,935円 

今回の「バディウォーク仙台」は、 
誰もが参加しやすいよう参加費無料とし、 
みなさまからの御寄付のみでイベント開催を企画いたしました。 
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おわりに 

 東北初のバディウォーク仙台は前日までの雨が上が
り気持ちの良い秋晴れに恵まれました。150人位集ま
ればとの当初予想の倍以上、333人のバディ達と笑顔
いっぱいの時間を過ごすことができました。遠くは神奈
川県、そして東北6県からの参加をいただきました。 
 
 主に東北エリアのダウン症のある方とそのご家族に
楽しんでほしい、自信を持ってほしい。そして縁のあ
る周囲の方達にダウン症のことを楽しみながら知って
ほしい。 
 
 たくさんの笑顔と「楽しかった」の声に少しはお役に
立てたかと嬉しく、ご縁をいただいた全ての方のおか
げと感謝の気持ちでいっぱいです。 
 
 「また来年！」と楽しみに待っていただけるような恒
例のイベントにしていきたいと思っております。引き続
きどうぞよろしくお願いします。 

D-Smile TOHOKU 代表 石川 真希子 
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～東北初！ダウン症のある人もない人も ともに歩こう 楽しもう！～ 

資 料 編 

問い合わせ先 D-Smile TOHOKU 

e-mail d.smile.tohoku@gmail.com 
HP http://dstohoku.wix.com/bw2015 
   http://www.facebook.com/d.smile.tohoku/   
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参加者データ 

0～2歳 3～6歳 7～11歳 12～23歳 計 

18 27 10 5  60 

（人数） 

青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県 神奈川県 不明 計 

1 1 2 5  116  2  2  11  140 

（組） 

●ダウン症のある赤ちゃんから成人の方まで 

●東北６県ほかからご参加いただきました 

当日参加者のうち、ボランティアとしての参加者は
36組54名。一般ボランティアのほか、東北福祉大学、
東北文化学園大学、聖和学園短期大学、東北文化
学園専門学校の学生の皆さんにボランティアにご協
力いただきました。 

大人 １９１名 
子ども １４２名 
当日参加者 ３３３名（１４０組） 
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メディア採用実績 

新聞 河北新報 2015年9月9日 夕刊 3面 4段2/3 

雑誌 
仙台っこ 2015年8.9月 盛夏号 「インフォメーション」 

Ｓ-style 2015年9月号 「アート＆イベント」 

フリーペーパー リビング仙台 2015年9月19日号 「インフォメーション」 

ラジオ 
ＮＨＫ仙台 2015年9月 「おしらせ情報」 

ｆｍいずみ  2015年9月15日 「Daily Cafe」 
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チラシ配布先 

●公共施設など 

●飲食店等ご協力 

●保育系・看護系専攻のある大学、短大、専門学校へ 

※その他、後援先、病院、通所施設、保育所、幼稚園、子育て支援センター、親の会等に配布 

○仙台市市民活動サポートセンター ○仙台市生涯学習支援センター 

○仙台市子育てふれあいプラザ（のびすく仙台） ○仙台市子育てふれあいプラザ（のびすく泉中央） 

○仙台市子育てふれあいプラザ（のびすく長町南） ○仙台市青年文化センター 

○エル・パーク仙台 ○エル・ソーラ仙台 

○せんだいメディアテーク ○仙台市ボランティアセンター 

○仙台国際センター ○戦災復興記念館 

七北田公園都市緑化ホール 七北田公園体育館 

シャーレおおまち（仙台市青葉区） ふつふつ食堂（大崎市古川） セルバ（仙台市泉区） 

仙台医療福祉専門学校 東北文化学園専門学校 仙台幼児保育専門学校 

仙台こども専門学校 仙台保健福祉専門学校 仙台青葉学院短期大学 

東北生活文化大学短期大学部 仙台白百合女子大学 仙台医療センター附属仙台看護助産学校 

仙台徳洲看護専門学校 東北労災看護専門学校 東北文化学園大学 

東北福祉大学 宮城大学 

※順不同 

※○印は「仙台に情報の背骨を通すプロジェクト」（通称・骨プロ）を通して 


