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この冬は全国的に寒波が襲い、インフルエンザが猛威を振るいました。 
感染症が例年以上に流⾏したため、病棟活動が中⽌になることも数回ありました。 
3⽉に⼊りあちこちでつぼみが膨らみ、⽇増しに温かさを感じるようになりました。 
春夏秋冬、季節の移ろいを実感できるように、アーティストたちが⼯夫を凝らし 
て⼦どもたちを訪問しています。 

今年は2⽉に茨城地区が誕⽣しました。3⽉には沖縄地区設⽴準備が始まりました。 
さらにこれからどんな展開が待っているでしょうか。 
ご⽀援くださる皆様の期待に沿うべく、初⼼を胸に、時のニーズにもしっかりと応えられるよう、 
取り組んでまいります。 
 
昨年は認定NPO法⼈*となった成果として、サポート会員が順調に増え、2⽉10⽇に200名を達成しま
した。草の根の⽀えがあってこそのボランティア活動です。 
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。                       
                         スマイリングホスピタルジャパン スタッフ⼀同     
 

*認定NPOへの寄付は税制優遇の対象になります。詳しくはSHJのHP「認定NPOについて」をご覧いただくか、所轄税務署にお尋ねください。 
                                                                         

“Happiness Helps Healing” 
 みなさまからのご⽀援はアーティストへの謝⾦、 
抗体検査などの活動費に使わせていただいています。 
12~2 ⽉は延べ 2,121 ⼈の⼦どもたちとご家族に 
笑顔を届けることができました。 
活動報告をご覧ください。 

オトイロクレヨン ⾳楽とお話＠⽇⾚医療センター 

チャンプルマジシャン KAN 
＠あい ち⼩児保健医療 

総合センター 

⾼橋紀⼦弾き語り ＆絵本 
＠⽇⾚医療センター 



2017年12月の活動報告

回 実施日 活動場所 活動内容 アーティスト 参加人数

1 12/2(土) 東京女子医大筋ジストロフィー親子の会 ギターと歌で遊ぼう！ オトイロクレヨン 50

2 12/2(土) 重症心身障害児サポートなかのドリーム ピアノ弾き語りコンサート＆リクエスト 眞理さん 4

3 12/2(土) 在宅訪問（東京） 学びサポート 谷口幸路 2

4 12/3(日) 筑波大学附属病院　　 ピエロと遊ぼう ぴのこ 16

5 12/4(月) 日本赤十字医療センター　小児病棟 クラフト 三輪ゆうこ 25

6 12/4(月) 千葉県こども病院 英語で歌とクリスマスコンサート 堀越美恵子&矢田美麗 16

7 12/4(月) 広島県立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ若草園 音あそび 静間千聖＆狩谷美穂 10

8 12/5(火) 在宅訪問（広島） 音あそび 静間千聖 2

9 12/6(水) 神奈川県立こども医療センター5西病棟 バルーンで遊ぼう バルーンアーティスト瞳 6

10 12/6(水) 東京大学医学部附属病院　小児病棟 読み聞かせ 近藤麻智子 17

11 12/6(水) 県立広島病院　きりんさんの会 音楽療法 静間千聖＆狩谷美穂 12

12 12/7(木) 県立広島病院　小児科病棟 ピアノとフルートのコンサート 清水茜＆狩谷美穂 20

13 12/7(木) 在宅訪問（広島） 音あそび 静間千聖 2

14 12/8(金) 兵庫県立こども病院 ５W ５E 音楽あそび さとゆか 34

15 12/8(金) 淀川キリスト教病院こどもホスピス ヒーリングミュージック 玉井澄恵&西純江 9

16 12/8(金) 神奈川県立こども医療センター ギターと歌で遊ぼう！ オトイロクレヨン 11

17 12/11(月) 日本赤十字医療センター　小児病棟 手形スタンプで遊ぼう ぴいすけ 19

18 12/12(火) 慶應義塾大学病院  小児病棟 うたのおにいさんおねえさんがやってきた 湯浅ゆう子&天野翔太 22

19 12/12(火) 千葉県こども病院ロビー マジック＆ジャグリング Street Performer RYU 60

20 12/12(火) 在宅訪問（広島） 音あそび 狩谷美穂 3

21 12/12(火) 姫路赤十字病院 小児病棟 音楽あそび ゆか 19

22 12/12(火) 大阪市立総合医療センターすみれ6 音楽あそび 豊雅子 13

23 12/12(火) 大阪市立総合医療センターさくら6 アスリートパフォーマンス フリースタイラーNARI 17

24 12/12(火) 京都大学医学部附属病院　小児病棟 大道芸人 たっきゅうさん 40

25 12/13(水) あいち小児保健医療総合センター スーハーハーの音楽会 スーハーハー 15

26 12/13(水) 淀川キリスト教病院こどもホスピス ヒーリングミュージック 玉井澄恵&西純江 12

27 12/13(水) 県立広島病院　小児病棟 楽しい歌の音楽会 河上美春＆清水茜 22

28 12/13(水) 広島市民病院　9A小児科病棟 楽しい歌の音楽会 狩谷美穂 30

29 12/14(木) 日本大学医学部附属板橋病院　小児病棟 音楽紙芝居 もっきんぽっと 40

30 12/14(木) 淀川キリスト教病院こどもホスピス 音楽あそび 豊雅子＆金愛利 9

31 12/15(金) 児童デイサービス　Primo サウンドヒーリング 玉井澄恵&西純江 5

32 12/15(金) 北海道大学病院　小児病棟 ドラムサークル 松本ゆかり 11

33 12/16(土) 在宅訪問（東京） ジャズミニリサイタル 石橋和子 2

34 12/16(土) 国立成育医療研究センター　もみじの家 うたのおにいさんおねえさんがやってきた 湯浅ゆう子&天野翔太 13

35 12/18(月) 日本赤十字医療センター　小児病棟 弾き語りコンサート　写真屋さん 高橋紀子＆戸取志織 23

36 12/18(月) 日本赤十字医療センター　附属乳児院 弾き語りコンサート　 高橋紀子 30

37 12/18(月) 淀川キリスト教病院こどもホスピス 音楽あそび 豊雅子＆金愛利 14

38 12/18(月) 在宅訪問（広島） 音あそび 狩谷美穂 2

39 12/18(月) 大阪市立総合医療センター小児科外来 ヴァイオリン＆ピアノコンサート さとゆか 50

40 12/19(火) 久山療育園重症児者医療療育センター アルパ演奏 小林知加 37

41 12/19(火) 東京医科歯科大学附属病院　小児病棟 クラウン　マジック　パントマイム マサトモジャ 13

42 12/20(水) 京都大学医学部附属病院　小児病棟 ジャグリング ジャグラーＧＴ 16

43 12/20(水) 神奈川県立こども医療センター　5西 塗り絵 眞理さん 5

44 12/20(水) 石巻赤十字病院　小児病棟 クリスマスコンサート もっきんバード 19

45 12/21(木) 広島県立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ若草園 音あそび 静間千聖＆狩谷美穂 7

46 12/21(木) 慶應義塾大学病院　小児病棟 クラフト 三輪ゆうこ 4

47 12/21(木) 九州大学病院　小児病棟 癒しの歌とフラの午後 平川真澄＆北崎美和 11

48 12/22(金) 大阪市立総合医療センターさくら8 アスリートパフォーマンス フリースタイラーNARI 19

49 12/22(金) 神奈川県立こども医療センターこころの病棟 クラウン＆パントマイム 徳島はっちー 21

50 12/25(月) 日本赤十字医療センター　小児病棟 絵本読み聞かせ 平沢ゆかり＆冨田泰代 28



　　　　　　　　　　　　　2018年1月の活動報告
回 実施日 活動場所 活動内容 アーティスト 参加人数

51 1/6(土) 重症心身障碍児サポートなかのドリーム 紙芝居ミュージカル もっきんぽっと 4

52 1/9(火) 在宅訪問（広島） 音あそび 狩谷美穂 3

53 1/9(火) 慶應義塾大学病院　小児病棟 読み聞かせ＆点字 川島昭恵 4

54 1/10(水) あいち小児保健医療総合センター マジックショー チャンプルマジシャンKan 10

55 1/10(水) 広島市民病院　小児科病棟 折り紙あそび 児玉久美子 9

56 1/11(木) 県立広島病院　小児病棟 音楽で楽しいリトミック 荒川智子＆田中直子 9

57 1/11(木) 淀川キリスト教病院こどもホスピス 音楽あそび 豊雅子＆金愛利 11

58 1/12(金) 児童デイサービス　Primo マジック＆ジャグリングショー あざーすのず 6

59 1/12(金) 神奈川県立こども医療センター
重症心身障害児施設

うたのおにいさんおねさんが
やってきた

湯浅ゆう子&天野翔太 13

60 1/15(月) 日本赤十字医療センター　小児病棟 ギターと歌で遊ぼう オトイロクレヨン 32

61 1/15(月) 日本赤十字医療センター　附属乳児院 ギターと歌で遊ぼう オトイロクレヨン 39

列1 列2 列3 列4 列5 列6
62 1/15(月) 淀川キリスト教病院こどもホスピス ヒーリングミュージック 玉井澄恵&西純江 13

63 1/16（火） 在宅訪問（広島） 音あそび 狩谷美穂 2

64 1/17(水) 神奈川県立こども医療センター5西病棟 マジック＆パントマイム 徳島はっちー 2

65 1/17(水) 東京大学医学部附属病院　小児病棟 クレイクラフト 藤江智美 25

66 1/17(水) 大阪市立総合医療センターさくら7 ジャグリング＆マジックショー ジャグラーGT 18

67 1/17(水) 大阪市立総合医療センターすみれ7 即興演劇 カクテルホイップ 7

68 1/17(水) こどもっくる ドラムサークル 米澤倫子＆松本ゆかり 36

69 1/18(木) 慶應義塾大学病院　小児病棟 読み聞かせ 冨田泰代 7

70 1/18(木) 在宅訪問（広島） 音あそび 狩谷美穂 3

71 1/19(金) 在宅訪問（広島） 音あそび 静間千聖 2

72 1/19(金) 北海道大学病院　小児病棟 エレクトーンコンサート 米澤倫子＆松本ゆかり 14

73 1/22(金) 九州大学病院　小児病棟 ピエロ ぴのこ 32

74 1/22(月) 日本赤十字医療センター　小児病棟 弾き語り＆なんでもリクエスト 眞理さん 17

75 1/24(水) 県立広島病院　小児病棟 楽しい音楽会 静間千聖＆植松貴子 30

76 1/25(木) 日本大学医学部附属板橋病院　小児病棟 塗り絵ワークショップ 真鍋麻里 17

77 1/25(木) 大阪市立総合医療センターすみれ６さくら７ 音楽あそび さとゆか 40

78 1/25(木) 名古屋大学医学部付属病院　小児病棟 ダンスとストレッチ 沼田真由み 20

79 1/26(金) 神奈川県立こども医療センター 紙芝居ミュージカル もっきんぽっと 6

80 1/29(月) 日本赤十字医療センター　小児病棟 塗り絵ワークショップ 真鍋麻里 16

81 1/29(月) 静岡県立こども病院 きみちゃん紙芝居＆絵本語り きみちゃん 19

82 1/29(月) 広島県立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ若草園 クラリネットの音楽会 静間千聖＆植松貴子 10

83 1/30(火) 久山療育園重症児者医療療育センター 歌とギターのしらべ 井上知美＆藤嶋茂 42

84 1/30(火) 淀川キリスト教病院こどもホスピス ヒーリングミュージック 玉井澄恵&西純江 11

85 1/31(水) 兵庫県立こども病院 7E 7W 音楽あそび さとゆか 37

86 1/31(水) 淀川キリスト教病院こどもホスピス 音楽あそび 豊雅子＆金愛利 13



2018年2月の活動報告

回 実施日 活動場所 活動内容 アーティスト 参加人数

87 2/1(木) 広島県立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ若草園 クラリネットの音楽会 静間千聖＆植松貴子 12

88 2/3(土) 重症心身障害児サポートなかのドリーム みんなでボサノバ！ Satoko＆木村かおり 4

89 2/5(月) 日本赤十字医療センター　小児病棟 英語で歌あそび 堀越美恵子 28

90 2/5(月) 千葉県こども病院　４階東・４階西病棟 うたのおねえさんがやってきた！ 湯浅ゆうこ 8

91 2/6(火) 姫路赤十字病院 小児病棟 音楽あそび＆VIOLIN演奏 ゆか 15

92 2/7(水) 東京大学医学部附属病院　小児病棟 二胡演奏＆二胡体験 近藤多英子 16

93 2/7(水) 神奈川県立こども医療センター5西病棟 塗り絵ワークショップ 真鍋麻里 5

94 2/7(水) がんセンター　いるか分教室芸術鑑賞会 サックス＆パーカッションライブ 森英記＆米元美彦 20

95 2/8(木) 県立広島病院　小児病棟 楽しい音楽会 静間千聖＆柳瀬萌 35

96 2/8(木) 淀川キリスト教病院こどもホスピス 音楽あそび 豊雅子 6

97 2/9(金) 淀川キリスト教病院こどもホスピス ヒーリングミュージック 玉井澄恵&豊雅子 11

98 2/9(金) 兵庫県立こども病院 ６E　６W 音楽あそび さとゆか 35

99 2/9(金) 神奈川県立こども医療センター4東病棟 バルーン＆マジック＆ジャグリング Street Performer RYU 20

100 2/10(土) 在宅訪問(東京） ジャズセッション 石橋和子 1

101 2/13(火) 大阪市立総合医療センターさくら6 音楽あそび 豊雅子 10

102 2/13(火) 大阪市立総合医療センターすみれ6 アスリートパフォーマンス フリースタイラーNARI 10

103 2/13(火) 慶應義塾大学病院　小児6E病棟 紙芝居 山中一徳 11

104 2/13(火) 在宅訪問(広島） 音あそび 狩谷美穂 3

105 2/14(水) 在宅訪問(広島） 音あそび 狩谷美穂 3

106 2/14(水) 広島市民病院　小児病棟 リコーダー演奏＆リズム遊び 内田真弓＆田中直子 2

107 2/14(水) 新宿養護学校内ひまわりHAUS モンスターがやってきた ささゆう 15

108 2/14(水) あいち小児保健医療総合センター　 絵本読み聞かせ 空木マイカ 10

109 2/15(木) 慶應義塾大学病院　小児5S病棟 語りと点字の会 川島昭恵 8

110 2/16(金) 九州大学病院　小児病棟 癒しの歌とフラの午後 平川ますみ＆北﨑美和 19

111 2/16(金) 北海道大学病院　小児病棟 製作 松川敦子 8

112 2/19(月) 日本赤十字医療センター　小児病棟 弾き語りコンサート 高橋紀子＆上野文子 22

113 2/19(月) 淀川キリスト教病院こどもホスピス ヒーリングミュージック 西純江＆玉井澄恵 9

114 2/20(火) 在宅訪問（広島） 音あそび 狩谷美穂 2

115 2/20(火) 在宅訪問（広島） 音あそび 静間千聖 2

116 2/20(火) 久山療育園重症児者療育センター 歌とギターの調べ 井上知美＆藤嶋茂 54

117 2/21(水) 東京大学医学部附属病院　小児病棟 うたのおにいさんおねえさんがやってきた！ 湯浅ゆう子&天野翔太 41

118 2/21(水) 神奈川県立こども医療センター5西病棟 クレイクラフト 藤江智美 10

119 2/21(水) 淀川キリスト教病院こどもホスピス 音楽あそび 豊雅子＆金愛利 9

120 2/22(木) 広島県立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ若草園 リトミック 内田真弓＆田中直子 3

121 2/22(木) 日本大学医学部附属板橋病院　小児病棟 クラウン＆マジック＆パントマイム マサトモジャ 43

122 2/22(木) 大阪市立総合医療センターさくら6,すみれ7 音楽あそび さとゆか 26

123 2/23(金) 大阪市立総合医療センター　さくら8 マジック＆ジャグリングショー たっきゅうさん 13

124 2/23(金) 神奈川県立こども医療センター4南病棟 塗り絵ワークショップ 真鍋麻里 5

125 2/26(月) 静岡県立こども病院 キットパス 海野絵利奈 26

126 2/26(月) 日本赤十字医療センター　小児病棟 うたのおにいさんおねえさんがやってきた！ 湯浅ゆうこ＆天野翔太 34

127 2/26(月) 日本赤十字医療センター　乳児院 うたのおにいさんおねえさんがやってきた！ 湯浅ゆうこ＆天野翔太 39

128 2/28(水) 県立広島病院　小児病棟 楽しい音楽会 河上美春＆折田新 28

129 2/28(水) 茨城医療大学病院　小児病棟 弾き語りリクエスト＆歌って遊ぼう 矢田美麗 21

合計活動数 1２９回 合計参加人数 2121人 

＊2018年12月1日〜2018年2月２８日（３ヶ月間） 



●アーティストコメント シンガーソングライターSatoko 

 
 
「⾳楽のちから〜SHJ の活動を通して」  

シンガーソングライター Satoko 
2015 年から SHJ アーティストとして活動しているシンガーソングライターSatoko です。 
普段はギターやピアノでボサノヴァやオリジナルを弾き語りしながら全国をまわってい 
ます。元々作曲をメインにピアノや合唱の指導もしていましたが、2005 年に突然⽩⾎病 
と⼦宮頚がんが⾒つかり、ショックと絶望のなかで「うた」が⽣まれてきました。 
「宮古の⾵」と名付けたそのうたを、始めたばかりのギターで何度も歌い、沖縄の宮古島 
に通いながら、ライブを通して、⾃然の豊かさ、⼈の触れ合いや温かさが⾃分⾃⾝を癒し 
てくれることに気づき、それがまた曲作りのエッセンスにもなり、がんをのりこえて⽣き 
て⾏こう！というサイクルが⽣まれて劇的に完全寛解となりました。 
最初、⼦宮頸癌の⼿術が無事に成功し、⿇酔から⽬が覚めたとき、ぼんやりと病室の天井 
を眺めてたとき、松⽥聖⼦さんのライブ「夏の扉」が神宮球場から聞こえてきました。 
痛みをこらえながらも、⽣の⾳楽のパワーってすごいなと改めて思いました。これからは私も⾳楽を通して、励ま
し合う活動をしたいな、今、⼊院しているこの病院でも歌えたら、とベッドの中で強く願いました。 
とはいえ、個⼈の活動で、⼤学病院で歌う機会ということは容易ではありません。やりたい思いを胸に秘めつつ、
各地でのコンサートを重ねていきました。 
そして 2015 年の６⽉、⽇⾚病院で、溝呂⽊梨穂さんという⼊院していた⽅が詩を出版されることになり、私もお
誘いを受けてパーティに出席させてもらいました。その席で曲を歌い終えた直後のこと、⼀⼈の⼥性が声をかけ
てきてくださり、それが SHJ の松本代表との出会いだったのです。今でもその瞬間のことを思い出すと感動で⿃
肌が⽴ちます。予想もしないところから、いきなり夢は叶ってしまうものなのだと思いました。ずっとやりたかっ
たこと、病院で演奏することの実現に、発病から 10 年もの⽉⽇がかかりましたが、願いはいつまでもどこまでも
届くのだと信じられるきっかけの強い体験となりました。 
そしてまもなく最初の SHJ の活動の病院が決まり、また偶然が。私が⼿術、⼊院、通院を続けている慶應義塾⼤
学病院からの活動からスタートするというラッキーなことも起こりました。⼿術を執⼑してくださった主治医の
先⽣に報告すると、深々とお辞儀をされて、感謝の⾔葉をいただいたときに、嬉しかったです。⼩さな幸せを感じ
られること、がんになったからこそ、与えられた奇跡のようなチャンスばかり。⽣まれ変わった新しい私がこの活
動を通して、⾯⽩いと思うところは、⾳楽の作⽤は、演奏者の想像した意図よりもはるかに限りなく可能性がひろ     

がっているんだ、ということです。だから結果がすぐに⾒えるものばか 
りではないということでもあり、⽇々の訓練で忘れてしまい、悩みの中 
に⼊ってしまうこともしょっちゅうです。そんな時こそ、⽬の前にいる 
⼦供たちの、キラキラしたいのちの輝きに触れさせてもらって、悩みが 
迷宮に⼊り込まなくなりました。シンプルに⾳楽する喜びを取り戻し 
てまた集中できます。 
これから、何年も何度も通っている私にとって第⼆の故郷のような沖 
縄の宮古島でも SHJ の活動が始まる予定です。ボランティアコーデ 
ィネーターの⽅々、そして NPO への寄付を通して貢献したいというグ 
ループの皆さんに向けて、 
私も応援させていただき、いつまでも楽しいコンサートが出来るよう、 
これからも益々精進していきたいと思います。 

 

オリジナル曲とボサノバのギター弾き語りで演奏活動を全国で続けている Satoko さん。 
⽣命⼒溢れる歌声と美しいメロディ、関⻄⼈ならではのキャラクターでその場があっという間に明るくな
るアーティストです。⾳楽を通して宮古島に、そして 3 ⽉の沖縄地区設⽴準備に繋げれくれました。 
 
 



●事務局スタッフのコメントです 

 
「思い⽴ったら即⾏動」 

望⽉聡⼦（もちづきさとこ） 
昨年の秋からスマイリングホスピタルジャパン（SHJ）のスタッフ 
になりました。 
私は 20 代後半で突発性難聴により進⾏性と診断され、５年前に 
聴覚障がい３級認定、２年前に⼈⼯内⽿（※）という新しい⽿を得 
て、現在は静かな環境であればほぼ会話は聞き取れますし、 
⾳楽も、中途失聴前に習っていたダンスも再開して、第⼆の⼈⽣を 
楽しんでいます。 
私には４⽉から⼩学⽣になる娘がいます。聞こえなかった時も今 
も聴者の娘との楽しみはアート活動。特に⾔葉のやり取りが難しい 
時期はアートを通じて「⼀緒に共同作業すること」が娘との⼀番の 
コミュニケーションでした。 
 
SHJ の存在を知ったきっかけは娘と⾏った地元のイベント。ワークショップに来ていたモンスターズと⼀緒
に製作したウサギさんがお気に⼊りの娘。またやりたいと話すので検索したところ、SHJ の所属アーティス
トの⽅だと知りました。 
スタッフになったきっかけも SHJ の所属アーティストの⽅。⼈⼯内⽿のジャズ奏者の⽅を通じて知り合った
Masmin さんが SHJ の活動を始められるという記事を⾒て、「あっ、これは何かご縁かもしれない」と直感
で「難聴の私でも SHJ で出来ることはないですか？」と問い合わせをしたのがきっかけです。 
 
事務局スタッフとして活動して約半年。代表理事の松本さんとは「思い⽴ったら即⾏動」というのが共通点
だなと思っています（笑）。後でこうすればよかったと後悔したくないからまずはやってみる。中途失聴し
たことも、⼈⼯内⽿にして出会ったご縁も、SHJ との⼆度の偶然の出会いも、⼈⽣を考えるきっかけを与え
てくれた出来事です。 
 
当事者として、親として、アートと⾳楽の持つ⼒を実感しています。特に⾳楽とダンスは⼀度失ったものな
ので、⼈⼯内⽿⼿術を経て、⼀⼈で、そして娘と⾳楽とダンスを楽しめる時間が持てるようになったことは
本当に幸せだなと感じています。 
事務局スタッフとして、これからも闘病中・障がいを持つ⼦ども達の⼒になる活動について考えて⾏きたい
です。そして、いつか現場でも皆さんにお会いして、⼦ども達と⼀緒に活動を楽しめる⽇が来るといいなと
思っています。 

※⼈⼯内⽿…⼈⼯臓器の 1 つで、聴覚障がいがあり補聴器での装⽤効果が 
不⼗分である⼈に対する唯⼀の聴覚獲得⽅法 

 
 

経理を担当しているスタッフが SHJ に参加した経緯などを綴っています。 

●トピックス                          
12/13 事務局ミーティング ボランティア説明会 
12/23 関東アシスタント交流会＠⽇⾚医療センター 
1/16  事務局ミーティング ボランティア説明会 
1/22  茨城県⽴医療⼤学付属病院にて活動打ち合わせ 
2/1   杉並区協働プラザ地域コム交流会 
2/13  杉並区ささえあい活動助成説明会 
2/16  FCA ジャパンキックオフパーティー 3/24  第３回 SHJ 全国研修＆交流会 

 

●今後の主な予定 

2/20  事務局ミーティング ボランティア説明会 
2/28 茨城県⽴医療⼤学附属病院にて活動開始 
3/5,6 沖縄地区開始打ち合わせ＠宮古島 
3/13  事務局ミーティング ボランティア説明会 
 



 
 

●代表ブログより〜その先の⽀援〜 
近年の医療の進歩には⽬をみはるものがあります。誕⽣後、保育器の中で⼀⽣懸命にいのちをつなげ、頑張る⾚ちゃんがいます。 
その頑張りに医療が寄り添い、敬い、⼀緒に試練を乗り越える。現場はかけがえのない命への畏敬の念が満ち溢れているのだろ
うと思います。数週間、数ヶ⽉に及ぶ⼊院⽣活を経てお⺟さんの腕の中へ。 
その後、お家には当分帰れずに⼀般病棟で過ごさなくてはならない⼦どももいます。 
急性期を過ぎ、重い障がいを持った⼦は医療的ケア（痰の吸引や中⼼栄養静脈、⼈⼯呼吸器など）が⼿放せない場合が多く、退
院後は⾃宅での家族によるケア、訪問医療・看護が始まります。家族は 24 時間つきっきりのケアとなり、外出も⼗分な睡眠も確
保できません。 
そんな社会の変化に合わせ、⼦どもと家族を⽀える⽀援団体や⼦どもホスピスが各地で⽴ち上がっています。 
ホスピスと聞けば、終末期を豊かに過ごす場所、という定義が⼀般的ですが、実は重症⼼⾝障がい児や医療的ケアを⼿放せない
⼦どもが⼀定期間宿泊し、その間家族が⼗分な休息を取り気分転換を図るという趣旨もあります。 
宿泊中はボランティアなどにより様々なアトラクションが⼯夫され、⼦ども同⼠の交流もあるようです。 
⽇頃の家族の苦労を思えば、利⽤者がホッとする時間を持てるようになり、その存在は今後も広がっていってほしいと願います。 
医療的ケア児の存在認知も進み、重い障がいの⼦どもをめぐる社会は随分と抱擁⼒を増してきたように思います。 
と、ここでふと思います。 
その先の⽀援は？ 
「⼦どもたち⾃⾝が⽣きる喜びを得ること」に対してはどれほど注視されているのかな、と。 
社会の取り組みが、⼦どもたちへの哀れみや同情に向かうのは誤りです。 
彼らだからこその⾃分の世界の広げ⽅があり、どう寄り添えばそれが実現できるか模索し⼯夫していくのが正解と考えます。 
⽣きることは学ぶこと。⾃ら⾃分の世界を広げ学び発信する⼦どもの喜び。 
そしてその様⼦に、家族は我が⼦の可能性を知り誇りを持ち、「この⼦を育てていてよかった」と⼼から思うことでしょう。 
⼦ども⼀⼈ひとりの⾃尊⼼や⼈格に寄り添っていくこと。 
これこそが障がいの重い⼦どもたちへの⽀援ではないでしょうか。 
スマイリングは「その先の⽀援」を「学びサポート事業」として 4 ⽉より実践していきます。 

代表ブログ〜⼦どもたちから学んだこと〜より 
 

 

●ろてんちゃん その4  by SHJアーティスト 三輪ゆうこ 
 

病院内学級での勤務中に抱いた、幼い⼦どもが命を脅かされるような病にかかってしまうという不条理への怒りと、 
彼らの勇気に対する尊敬の念が「スマイリングホスピタルジャパン」の設⽴への原動⼒となりました。  
彼らから学び続けたいという思いは今もこれからも変わりません。⼦どもたちからのメッセージを通し、病気や障がい
を持つ⼦ども達を含めた現代の若者を取り巻く課題について、⼼の思うまま発信することを思い⽴ち、昨年 7 ⽉より
ブログにて発信しています。暇つぶしにお読みくだされば幸いです。 
“SHJ 代表ブログ” または“〜⼦どもたちから学んだこと〜”で検索ください。 

 



 

名称  認定 NPO 法⼈スマイリングホスピタルジャパン   （略称：SHJ） 

設⽴ 任意団体として 2012 年 2 ⽉ 25 ⽇   法⼈設⽴ 2012 年 12 ⽉ 25 ⽇ 

所在地  〒168-0072 東京都杉並区⾼井⼾東 3 丁⽬ 3 番 15-308       電話/Fax：03-4296-5691   

活動⽬的  ⼊院闘病中の⼦どもたちが、わくわくするような楽しい時間を繰り返し持つことで、闘病意欲や⽣きる喜びを
持ち続け、回復に向けての活⼒を得られるよう、QOL の向上に寄与することを⽬的とする。  

活動内容  美術、⾳楽、マジック等のプロの芸術家が⼩児病院の病棟、病室を訪問し、クラフトワークショップ、マジッ
ク、⾳楽会などを催す。⼦どもたちが活⼒や⾃信を取り戻せるように、作る、⼿品を覚える、⼀緒に歌う、な
ど参加型の活動にする。⾒通しを持って楽しみにできるように、定期的な活動とする。  
活動例：２時間の訪問時間中、前半は病室を出られる⼦ども対象に病棟プレイルームにて集団の活動、  
後半は病室、病床にて活動可能な⼦どもと個別活動をする。 

活動⽅針 ・個別訪問    ⼀⼈ひとりを⼤切に。 
・参加型活動   受け⾝ではなく⼦ども⾃⾝が主体的に。 
・定期訪問    ⾒通しを持って活動を楽しみにできるように。 
・本物のアート  質の⾼いクリエイティブな活動を。 

活動場所 
病院：28 
施設：16 

北海道・東北】北海道⼤学病院⼩児病棟/北海道道⽴⼦ども総合医療・療育センター/⽯巻⾚⼗字病院⼩児病棟
/宮城県⽴こども病院各病棟・同拓桃館 
関東】神奈川県⽴こども医療センター各病棟・肢体不⾃由施設・重症⼼⾝障碍児施設/慶應義塾⼤学病院各⼩
児病棟/国⽴成育医療研究センターもみじの家/新宿養護学校内ひまわり HAUS/重症⼼⾝障害児サポートなか
のドリーム/順天堂⼤学医学部附属順天堂医院⼩児病棟/すぎなみ重症⼼⾝障害児親⼦の会みかんぐみ/千葉県
こども病院各病棟/筑波⼤学附属病院/東京⼥⼦医⼤筋ジストロフィー親⼦の会/東京⼤学医学部附属病院各⼩
児病棟/⽇本⾚⼗字医療センター⼩児病棟/同附属乳児院/⽇本⼤学医学部附属板橋病院⼩児病棟/はる訪問看
護ステーション/茨城県⽴医療⼤学附属病院⼩児病棟 
中部】あいち⼩児保健医療総合センター/静岡県⽴こども病院各病棟/名古屋⼤学医学部附属病院 
近畿】⼤阪市⽴総合医療センター各病棟/京都⼤学医学部附属病院⼩児病棟/国⽴病院機構南京都病院/児童デ
イサービス Primo/チャイルド・ケモ・ハウス/姫路⾚⼗字病院/兵庫県⽴こども病院/淀川キリスト教病院ホス
ピス・こどもホスピス病院 
中国】県⽴広島病院⼩児科病棟/同院バンビの会/広島市⽴広島市⺠病院/同院在宅医療児の家族会サークルか
んなずき/広島県⽴広島特別⽀援学校/広島県⽴障害者リハビリテーションセンター若草園 
九州】九州⼤学病院/久⼭療育園重症児者医療療育センター/北九州私⽴⼋幡病院 

在宅訪問 東京都内 1 カ所 広島市内 4 カ所   事業年度     10 ⽉ 1 ⽇〜9 ⽉ 30 ⽇ 

年間活動数 399 回 （2016 年度実績）   参加者数    延べ 7643 名 （2016 年度実績） 

役員  代表理事 松本惠⾥    副代表理事 ⾕⼝幸路    理事 ⽮⽥美麗    監事 神津理絵       

地区 
コーディネーター 

北海道：⽶澤倫⼦   ⽯巻：千葉淳⼦   仙台：松本惠⾥   茨城：五⼗嵐純⼦   静岡：鈴⽊知⼦   
千葉・東京・神奈川：⽮⽥美麗       愛知：箕浦恭代   京都：⽥久朋寛    ⼤阪：⻄ 純江  
兵庫：住野由佳⼦   広島：狩⾕美穂・⽥中直⼦    福岡：藤原隆幸    沖縄：神原紀美代 知明          

事務局 4 名  アーティスト  152 名  活動アシスタント  17 名 

正会員 10 名  サポート会員  201 名 12 団体   

E-mail info@smilinghpj.org  ホームページ   http://www.smilinghpj.org 

銀⾏⼝座 ゆうちょ銀⾏ 名義：特定⾮営利活動法⼈スマイリングホスピタルジャパン 
       記号：10090 番号：74039541  （他⾏から：店名 00 ⼋ 店番 008 普通 7403954） 
みずほ銀⾏  名義：特定⾮営利活動法⼈スマイリングホスピタルジャパン 
       ⽀店：浜⽥⼭⽀店 預⾦種⽬：普通預⾦  ⼝座番号：1950697 

活動資⾦ 会費 個⼈・団体からの寄付 企業協賛 助成⾦   

協賛 （株）フィアット  
⽇本⻭科医師会 ⽇本財団  
FIT チャリティ・ラン 2015 他 

 

●スマイリングホスピタルジャパン概要（2018年 3月 1日現在） 

サポート会員、アーティスト・事務局・活動アシスタント・コーディネーターボランティア募集中！ 
詳しくはホームページをごらんください。 

 【後記】新しく開始した茨城地区、そして準備中の沖縄地区の今後の発展にご期待ください。4 ⽉より始まる「学びサポート」に
ついては次回のニュースレターでご報告いたします。春本番の到来と新しい出会いが楽しみなこの季節。病院や施設の⼦どもたち
にアートで季節を感じてもらえたら嬉しいです。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。       SHJ スタッフ⼀同 
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