
× 　

ハンズオン東京 LIVESプロジェクトハンズオン東京 LIVESプロジェクト
"Readyfor"クラウドファンディングのお知らせ"Readyfor"クラウドファンディングのお知らせ
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*English follows Japanese
いつもご支援いただいている皆さまへ 

昨年からスタートしたハンズオン東京のLIVESプロジェクトでは、このたび、Readyfor（レディーフォ
ー）で、クラウドファンディングを始めることになりました。サイトは６月12日（火）17:00から公開
され、90日間行われます。

［Readyfor - LIVESプロジェクト］（寄付サイトへのリンク）［Readyfor - LIVESプロジェクト］（寄付サイトへのリンク）
https://readyfor.jp/projects/livestokyo2018

［ハンズオン東京のLIVESプロジェクトとは］［ハンズオン東京のLIVESプロジェクトとは］
日本では、障がい者の雇用にあまり積極的ではない企業がまだまだ多く、障がいなど多様な個性を持つ
人たちの就労が難しい状況です。ハンズオン東京は、一人でも多くの人の就労の実現化に向けて、
LIVESプロジェクトを立ち上げました。

プロジェクトを通じて、障がいのあるなしに関わらず、お互いに深い人間関係を築くことの大切さを学
んだ経験から、どうすれば誰もが受け入れられるような働き方や生活の環境を作り上げることができる

https://readyfor.jp/projects/livestokyo2018
https://readyfor.jp/projects/livestokyo2018
https://readyfor.jp/projects/livestokyo2018


のかを考えます。また、プロジェクトでの経験が、障がい者の働き方や生活の環境を、より良いものに
するためのステップになることを目指します。

皆さまからいただいた寄付金は、LIVESプロジェクトの運営のために、主に下記の費用にあてさせてい
ただきます。

- 今年９月16日のイベント「LIVES TOKYO」を、どなたでも楽しんでいただけるよう、ユニバーサル
デザインで開催するための費用。手話を話す方、英語を話す方にも楽しんでいただけるように、会場の
レイアウト、ご案内だけでなく、基調講演やエンターテインメントステージもユニバーサルデザインで
作ります。

- 「LIVES TOKYO」で、障がい者と健常者（学生ボランティア）がともに協力し合って運営するカフ
ェ、フードトラックの費用。

より多くの寄付金が集まった場合は、これからもLIVESプロジェクトを継続していくため、「LIVES
TOKYO」を開催していくために、大切に使わせていただきます。

この寄付金は日本での税金控除の対象となります。
詳しくは内閣府NPOのホームページなどをご参照ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu

皆さまのお気持ちに深く感謝するとともに、今回もご支援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

ハンズオン東京チーム

Dear Supporters,

Hands On Tokyo will begin Crowdfunding for the LIVES Project, which we launched in 2017.
The Readyfor website will host the crowdfunding, and will be released to the public at 17:00,
on Tuesday, June 12th. The effort will continue for 90 days.

[Readyfor - LIVES Project] (Link to donation site)[Readyfor - LIVES Project] (Link to donation site)
https://readyfor.jp/projects/livestokyo2018https://readyfor.jp/projects/livestokyo2018

[What is LIVES Project][What is LIVES Project]
It is extremely difficult for the mentally and physically challenged to gain employment in
Japan. Most Japanese companies actively try to avoid hiring a mentally or physically
challenged individual. In trying to overcome this attitude, Hands On Tokyo launched the LIVES
Project. Through the LIVES Project, we are trying to bring both sides together, and create a
working environment that benefits everyone. 

In addition, we are seeking to build deeper relationships with all people, regardless of
disability or not. The LIVES Project is a positive first step in changing, for the better, the work
and living environments for people with disabilities.

Your donations will help with the following expenses for the operation of the LIVES Project:

*Expenses for holding the “LIVES TOKYO” event on Saturday, September 16th. These costs
include the use of Universal Design, which allows for all people to read venue signs, and to
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access all speeches and entertainment areas.

*The cost of operating a Cafe and Food Truck, managed by people with disabilities. This Food
Truck will be assisted by youth volunteers.

*If more donations are gathered, these funds will go towards future “LIVES TOKYO” events,
and the costs to continue current LIVES Projects.

*This donation is Japanese Yen tax deductible. For details on how to deduct this donation,
please refer to the Cabinet Office NPO website (Japanese). 
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu

Thank you for your kind consideration, and continued support of Hands On Tokyo. 

The Hands On Tokyo Team

発行：認定特定非営利活動法人ハンズオン東京 Hands On Tokyo
Gardenia Roppongi #101, 5-16-46 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032
Tel: 03-3583-2135, Fax: 03-3583-2127
info@handsontokyo.org
http://www.handsontokyo.org
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※このメールはハンズオン東京のスポンサー、パートナー、ボランティアの皆さまに送らせていただい
ております。登録・解除・編集（変更）は下記ＵＲＬで承ります。
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*If you wish to be removed from our mailing list,
please e-mail us at; information@handsontokyo.org.
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