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� “Happiness Helps Healing”  
 入院中の子どもたちの笑顔が 
          どんどんひろがっています！ 
 9 月 30 日の第２年度決算を経て、10 月 23 日に第 2期通常総会を開催。 
 お陰さまで、新年度を無事迎えることができました。 
 最新の活動紹介と平成２５年度の活動＆収支報告をお届けします。 
   １．ごあいさつ      ２．新活動場所紹介  
   ３．～病棟での活動を通して～画家 水野ぷりんさん    
   ４．病院活動団体連携先紹介 
   ５．トピックス～こどもホスピスでの活動に向けて＆関連記事～ 
   ６. 平成２５年度活動報告  ７．その他報告 
   ８．新コーディネーターごあいさつ  ９．収支報告 団体状況 
   10. 平成２６年度役員紹介  11. 各地区コーディネーター紹介 
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ごあいさつ 
日頃はスマイリングホスピタルジャパンの活動に賛同くださり、ご支援を賜り、誠にありがとうございます。お陰さまで
活動を開始して２年半が経ち、活動の場が広がってまいりました。９月３０日には無事２期目の決算を終え，無事新年度
を迎えることができました。 
昨年度は、宮城、京都、大阪へと活動場所を広げ、さらに療育施設や病院附属の乳児院での活動も始まりました。現在３
つの病院にて開始準備を行なっています。 
SHJ の「定期・個別訪問、参加型活動、プロの芸術家との活動共有」という独自な方針に基づいた日々の活動が現場で大
変喜ばれ、子どもたちやご家族が次の訪問を楽しみにしてくれています。病棟スタッフの協力を得、病院、医療者の理解
と期待、そして一層のよろこびと責任を感じる毎日です。アーティストたちは子どもたちのとびきりの笑顔を宝物に、 
活動を続けています。 
今後もみなさまからのご支援，ご期待に応えるべく、スタッフ一同努力してまいります。    
引き続き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 
 

7 月 25日 日赤医療センター乳児院  
     眞理さんの「ミニリサイタル＆何でもリクエスト」 

10 月 3日 神奈川県立こども医療センター外科病棟にて 
     佐々木優子さんのモンスターになろう」 



 
 

 

■ 石巻赤十字病院 
今年 10月より活動を開始しました。現在復興に向けて、病院増築棟、災害医療
総合研修センター(仮称)を建設し、 既存棟を改修中です。震災当日インフラが
あったのはこの病院だけで、周辺はどこまでも暗闇。周辺の医療機関はほぼ壊
滅状況で、地域 20 万人の命を一手に背負うことになりました。3 日後にはヘリ
が 63 機、ヘリの患者だけで 1251 人の患者が殺到、3月下旬になっても通常の
5 倍もの 1 日 300 人ほどの患者が押し寄せました。被災者も殺到し，フロアを
仕切り一般の人にも開放。家族の安否もわからないまま、不眠不休の極限状態
で働く医療従事者ばかりだったとのこと。そんななか、入院する子どもたちの
受けた精神的苦痛は計り知れません、打ち合わせを行なった 5 月時点で、震災
でなくなった病院の部分、病床が減った分、地域のニーズに沿えるように、職
員はいつも駆け足で働いている状況とのことでした。担当者から「是非、被災
地の病院の子どもたちのところに来てください」という言葉をいただき、 
活動開始に至りました。 
 

●新活動場所紹介 

   

■療育室つばさ 
定員１日５名の小規模通園事業所、療育室つばさは、障がいの有無にかかわら
ず子どもが一緒に活動する「統合保育」をめざしています。 
今年 8月 28 日に活動を始め、月に一度訪問しています。 
つばさの基本理念は、 
 ・障がいの有無にかかわらず、全ての子どもに平等な発達の機会を与えられ  
  る社会をつくること 
 ・子どもに障がいがあっても、その家族が休養を取る、精神的ケアを受ける、 
  就労することの自由が約束された社会をつくること 
目標は、 
 ・福祉、医療、リハビリの観点から、子ども一人ひとりに適した活動を提供 
    すること 
 ・地域全体で子どもを支援出来るよう、開かれた事業所であり続けること 
 
現在、知的障がい、発達障がい児が一般保育所に通園し、統合保育または
インクルーシブ教育を受けることは一般的になっています。しかし、身体
的な障がいが重度であるほどその実施が難しいと言われます。 
そのために、就学前の肢体不自由児の活動が大幅に制限されており、この
現状は早急に改善されなければなりません。 
このような社会的課題に対応するためのつばさの理念と活動内容は、今後
広く普及されるべき存在です。  

 

震災発生からひと
月の間掲げられ続
けた赤十字旗が病
院エントランス近
くに。当時の様子
を物語ります。 

３．１１直後、たくさんの避難所で行われた医療活動
についての大量の記録、カルテの保管庫。災害時に多
くの命を救うための貴重な記録です。病院のSHJ 担当
者も、実際にあちこちの避難所で毎日活動なさってい
たそうです。体験と記録が、今後の災害対策への準備
や、システムづくりにつながります。 

●病棟での活動を通して～絵本画家・水野ぷりんさん 
私は、絵本の絵や児童書の挿絵の仕事をしております。 
子どもにかかわる仕事を３０年近くしながら、病気で入院生活をしている子どもに考えがおよんでいませんでした。 
スマイリングホスピタルジャパンの活動を知って、病院を訪問してみて、はじめて知った世界です。大きな病気をかかえ、 
病院で大きくなる子もいるのだと実感として知りました。 
そういう子どもたちに、自分は何ができるのか？まだ、手探りです。プレイルームで、 
ちっちゃなお絵き教室のようなことをしてみているところです。子どもたちみんなで、 
大きな絵でも描いてみたいなぁと思っておりましたがなかなかうまくいきません。 
絵を描くというのは、能動的なことです。楽しいものを見せてもらう。聞かせてもらう。 
といった受動的なことではないので、何かきっかけやら、自信がないとむずかしいのかも 
しれません。でも、朝ドラの「花子のアン」のように、想像の翼はどこにでもとんでゆけ 
ます。治療中であって、体がおもうままにならなくても、想像のなかでは、うんと冒険 
してほしい。「こんなところにいって」「こんなことをして」「こんな私になりたい」 
そうしたことを、上手に描くのではなく、思いのままに手を動かして描いてみる。 
そんな自己表現できる「勇気」が、病気の子どもたちのなかにも、育ってほしいと思って 
います。その手助けができますよう、工夫しながら、活動を続けたいと思っています。 

10 月 15 日 石巻赤十字病院にて 
キーボードデュオ トゥッティの 
          「音楽を楽しもう！」 

療育室つばさにて  
上：11月 17 日  いっとくさんの「かみしばい」 
下：9月 30 日  クラウディの「英語で遊ぼう」 
 



 
病児を支援する団体が連携すればそのちからも大きくふくらむはず。互いに情報交換しながらスマイリングホスピタルジ
ャパンの活動をより多くの病院や施設など、病気の子どもたちが頑張っている場所で活用してもらいたいと考えます。 
 
 
 
 
 
  

にこにこトマト  
http://nikotoma.jugem.jp  
http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~pediatrics/institution/nikoniko.html  
https://www.facebook.com/nicotomakyoto 
 
京大病院小児科に入院している子どもたちに「今、この時、この瞬間」子どもたちの瞳が輝き
ますように！との願いを込めて「楽しく豊かな時間」をプレゼントしているボランティアグル
ープ。今年４月、にこにこトマト定例会の１つとしてSHJが京大で活動を始めました。 
 しぶたね  
http://blog.canpan.info/sib-tane/  
ja-jp.facebook.com/sibtane   twitter.com/sibtane 
 
病気の子どもの「きょうだい」が安心して自分の気持ちを話せる居場所を増やすため、きょう
だい支援の種を蒔いているボランティアグループ。大阪市立総合医療センターにて入院児の兄
弟を保護者の面会中に預かり、楽しいイベントやワークショップを開いています。今後のコラ
ボが楽しみです。 

こどものちから  
http://kodomonochikara.web.fc2.com/index.html  
 
国立がん研究センター中央病院にて、主に病児の兄弟を必要時預かる活動をしています。家族
のリラクゼーションプログラムなども行なっています。寂しさや待ちぼうけの多いきょうだい
たちへも SHJ のパーフォーマンスを届けられるよう連携しています。 

一般社団法人こどものホスピスプロジェクト 
http://www.childrenshospice.jp                                                  
 

英国の子どもホスピス “ ヘレン＆ダグラスハウス ” との交流を経て、日本における子どもホス
ピスの活動を推進しています。子どもホスピスが地域に当たり前にある社会を目指しています。
命を脅かす病気と共に生きる子どもたちとご家族に丁寧に寄り添うこどもホスピスプロジェク
トの取り組み。 来秋のオープンに合わせ、SHJ も活動を通してお手伝いをしていきます。 

●トピックス～こどもホスピスでの活動開始に向けて～ 
イギリスのヘレン・ダグラス病院は 30 年も前から英国全土に広がる小児ホスピスです。重い病気を持つ子どものQOL
を支える、終末期にある子どもとその家族に寄り添う、そしてご家族への休息などが目的です。日本では 2 年前にや
っと１施設がオープンしたばかり。院内学級での生徒との別れの度に、家族のもっと充実した別れのときが必要だと感
じていました。一般病棟の慌ただしさのなかで最期を迎え、バタバタと病院を後にする様子を見るにつけ、「人間の尊
厳」という言葉が頭をよぎりました。好きなことを一緒にしたり、好きなものを食べたり、会いたい人に会っておしゃ
べりしたり、好きな音楽を気にせず大音量で聴いたり、ときには医師同行で外出したりしながら穏やかに終末期を過ご
す、そんな最期の迎え方が、遠い異国の地では当たり前にある。 
そもそも、子どもが命を脅かされるような病気になってしまうこと自体、許せないことです。しかし、当事者とその家
族はいつの日か、現実を受け止め、これからの生き方に思いを巡らせながら前に進んで行かなくてはなりません。事実、
多く出会った家族は現実と向き合い、しかしその理不尽さをとうてい受け入れられず、苦しみながらやがて子どもは終
末期を迎え、別れがくる。治療法がもうない、と言われた段階で、残された日々をどうやって過ごすのか、その思いは
当事者でなければ想像することもできません。ホスピスに入るということは治療を諦めることという思いから、ホスピ
スへの入所を希望しない家族が多く、このことが日本で普及しない理由なのかもしれません。でもそう思ってしまうの
は、当たり前のように存在しないから・・・。 
そんななかで知ったのが、日本初の小児ホスピス「淀川キリスト教病院ホスピス・こどもホスピス病院」の存在でした。
縁があって、スマイリングホスピタルジャパンの活動を受け入れてくださり、１１月に開始に向けて打ち合わせをしま
した。健康な子どもと同じように色々な経験をさせるのも狙いの一つであるこどもホスピスで、芸術の専門家による参
加型活動を届けます。また、「一般社団法人こどものホスピスプロジェクト」とのご縁も繋がって、来秋オープンする
予定の施設での活動導入を予定しています。子どもを亡くしたご家庭にはその後のグリーフケアが必要であり、こども
ホスピスの考え方にはこのことも重要な位置づけとなっています。SHJ は小児ホスピスの普及に取り組むその他の
NPO団体とも連携し、その必要性を訴えながら、子どもたちへ豊かな時間を提供するお手伝いをしていきます。 
次ページに日本の小児ホスピスの現状をまとめた新聞記事を紹介します。 
小児ホスピスが当たり前のように存在する社会になっていくことを願います。             代表 松本 
                  

●病院非営利活動団体連携先紹介（一部） 



～重病の子に「第二の家」小児ホスピスで充実の時を～  
2014/10/9付 日本経済新聞 夕刊 
 
重い病気や障害を抱えた子供を受け入れる施設の開設が相次いでいる。英国で誕生した「小児ホスピス」の日本版で、
限られた時間を家族と一緒に過ごしたり、子供を一時的に預かって家族を休息させたりするのが狙い。病院とは違い、
医療専門職に支えられながら遊びや学びを楽しむ。「『ホスピス＝死』のイメージを払拭し、充実した生の時間を送
ってもらう施設」と関係者は話す。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
コンセプトは「第二の家」。大きな窓から光が入る設計にしたのは、「死を迎える暗い場所ではなく、患者本人が充
実した生活を送れ、家族を最大限応援できる明るい施設にしたかったから」と鍋谷まこと院長。柔らかい光を発する
病室前の和紙製ライトシェードには、キャラクターや動物があしらわれている。「子を亡くした後の両親のケアも大
切」（鍋谷院長）との考えから、年に一度、遺族が写真や思い出の品を持ち寄って亡き子をしのぶ「家族会」を開く。
「両親が受け入れにくい子供の死を一緒に乗り越えていく」（同院長）ためだ。 

大阪市立総合医療センター（大阪市）は12年９月、日本初の小児専用緩和ケア病室「ユニバーサル・ワンダー・ルー
ム」を院内に設けた。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（同市）を運営するユー・エス・ジェイの寄付で緩和ケア
病棟の一室約40平方メートルを改装。壁やベッドにカラフルなキャラクターが描かれ、遊園地のような雰囲気。家族
も一緒に寝泊まりできる。 

■「在宅」１万人超 
同センターは11年、小児の緩和ケアに精通した緩和ケア認定看護師や臨床心理士らで作る「こどもサポートチーム」
を結成。多田羅竜平緩和医療科部長は「療養場所はどこであれ、継続的にサポートすることが大切。自宅での療養が
難しくなればいつでも戻ってこられ、自宅で療養する子供や家族の安心にもつながっている」と語る。 

国立成育医療研究センター（東京・世田谷）は16年、公的な医療機関として国内初の小児ホスピス「第二のわが家（仮
称）」を開く。計画では、敷地内に３階建ての施設を建設、個室６室と４人部屋２室のほか、遊び場や学習室を備え
る。阪井裕一総合診療部長によると、人工呼吸や酸素吸入などの医療的ケアが必要な子供は同センターだけで200～
300人。全国では１万～１万３千人が在宅療養しているとみられる。「医療の進歩で難病や超低体重児、先天性疾患
を持った子の命を助けることができるようになったが、退院後に在宅で生活するには様々な支援が必要」と阪井部長
は語る。 

横浜市でも小児ホスピスの構想が動き出した。ＮＰＯ法人「スマイルオブキッズ」は８月、準備委員会を発足させた。
約１億円の寄付を基にチャリティーコンサートなどで２億円を集め、４年後に３～５家族が過ごせる施設を建てる計
画。代表理事の田川尚登さん（57）は「音楽や工作など子供がやりたいことを専門家と一緒に思う存分できる施設に
したい」と話す。 

■発祥地・英国には40カ所 生活の質支える 
小児ホスピスは1982年に英オックスフォードに開設された「ヘレン＆ダグラスハウス」が第１号。英国には40カ所
以上にあり、ドイツやオーストリア、カナダにも広がった。浜田裕子・九州大学医学研究院准教授（小児看護学）に
よると、これらの施設では、重い病気や障害を持つ子供を広く受け入れ、教育や音楽、芸術などを通して成長を支え
ている。(1)発達途上にある子供のＱＯＬ（生活・生命の質）を支える(2)子供を一時的に預かり、介護負担の大きい家
族に休息を与える(3)終末期にある子供とその家族に寄り添う（みとりのケア）――などの機能がある。 

浜田准教授も医師らとＮＰＯ法人「福岡子どもホスピスプロジェクト」を立ち上げ、地域に根ざした小児ホスピス設
立を目指している。                             （藤井将太、編集委員 木村彰） 

子供が不安を感じな
いように配慮した淀
川キリスト教病院の
小児ホスピス 
（大阪市東淀川区） 

■「第二の家」に 
淀川キリスト教病院（大阪市淀川区）は 2012 年、 
区内に小児ホスピス「淀川キリスト教病院ホスピス・ 
こどもホスピス病院」を開設した。これ以上治療が 
できないと宣告された小児がん患者が緩和ケアを受 
ける６床と、家族のレスパイト（休息）のための６ 
床の計 12 床。約１週間を上限に利用できるレスパ 
イト病床には現在約 170 人が登録、新規入院は約１ 
ヶ月待ちの状態という。 



 

月/日 曜 活動場所 活動内容 担当者 
10/2 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 塗り絵 コラージュ 真鍋麻里 
10/4 金 神奈川県立こども医療センター外科系幼児病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
10/7 月 日赤医療センター 小児病棟 マジック＆ジャグリング＆パントマイム よーへー 
10/9 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 マジック＆ジャグリング＆パントマイム よーへー 
10/11 金 神奈川県立こども医療センター外科系乳幼児病棟 うたのお姉さんと思い切り歌おう 湯浅ゆう子 
10/16 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 英語で遊ぼう＆マジック教室 クラウディ 
10/18 金 神奈川県立こども医療センター内科外科系病棟 こどもジャズ＆ブルース連弾 石橋和子 
10/21 月 日赤医療センター 小児病棟 塗り絵 コラージュ 真鍋麻里 
10/23 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 手形スタンプアート＆似顔絵会 ぴぃすけ 
10/25 金 神奈川県立こども医療センター骨髄移植科学療法病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
10/28 月 日赤医療センター 小児病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
10/30 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 音楽とお話朗読劇 もっきんぽっと 
11/1 金 神奈川県立こども医療センター内科外科系病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
11/6 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 塗り絵 コラージュ 真鍋麻里 
11/8 金 神奈川県立こども医療センターHC病棟 こどもジャズ＆ブルース連弾 石橋和子 
11/11 月 日赤医療センター 小児病棟 読み聞かせの会 平沢ゆかり 
11/13 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 版画教室 ツツミエミコ 
11/15 金 神奈川県立こども医療センター肢体不自由児施設 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
11/18 月 日赤医療センター 小児病棟 マジック＆バルーンアート ガイ 
11/20 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 英語で遊ぼう＆マジック教室 クラウディ 
11/22 金 神奈川県立こども医療センター内科外科系病棟 マジック＆バルーンアート ガイ 
11/25 月 日赤医療センター 小児病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
11/27 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 ミサンガづくり 松本恵里 
11/29 金 神奈川県立こども医療センター重症心身障害児施設 音楽とお話朗読劇 もっきんぽっと 
12/2 水 日赤医療センター 小児病棟 マジック＆バルーンアート ガイ 
12/6 金 神奈川県立こども医療センター外科系幼児病棟 うたのお姉さんと思い切り歌おう 湯浅ゆう子 
12/9 月 日赤医療センター 小児病棟 マジック＆バルーンアート ガイ 
12/11 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 マジック＆バルーンアート ガイ 
12/13 金 神奈川県立こども医療センター外科系乳幼児病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
12/16 月 日赤医療センター 小児病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
12/18 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 マジック＆ジャグリング＆パントマイム よーへー 
12/20 金 神奈川県立こども医療センター外科系乳幼児病棟 塗り絵 コラージュ 真鍋麻里 
12/25 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 音楽とお話朗読劇のクリスマス会 もっきんぽっと 
1/8 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
1/10 金 神奈川県立こども医療センター骨髄移植科学療法病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
1/15 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 ポップアップカードづくり 室園久美 
1/17 金 神奈川県立こども医療センター外科系乳幼児病棟 マジック＆ジャグリング＆パントマイム よーへー 
1/20 月 日赤医療センター 小児病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
1/22 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 マジック＆ジャグリング＆パントマイム よーへー 
1/24 金 神奈川県立こども医療センターHC病棟 塗り絵 コラージュ 真鍋麻里 
1/27 月 日赤医療センター 小児病棟 英語で遊ぼう＆マジック教室 クラウディ 
1/29 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 造形アート「モンスターになろう」 ささゆう 
1/31 金 神奈川県立こども医療センター重症心身障害児施設 音楽とお話朗読劇 もっきんぽっと 
2/3 月 日赤医療センター 小児病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
2/5 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 マジック＆ジャグリング＆パントマイム よーへー 
2/7 金 神奈川県立こども医療センター児童思春期精神科病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
2/10 月 日赤医療センター 小児病棟 英語で遊ぼう＆マジック教室 クラウディ 
2/12 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 うたのお姉さんと思い切り歌おう 湯浅ゆう子 
2/17 月 日赤医療センター 小児病棟 こどもジャズ＆ブルース連弾 石橋和子 
2/19 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 手形スタンプアート＆似顔絵会 ぴぃすけ 

�平成２５年度全活動報告 
平成 26 年 12 月現在、神奈川県立こども医療センター、日赤医療センター、療育室つばさ、宮城県立こども病院、石巻赤
十字病院、京都大学医学部附属病院、大阪市立総合医療センターにて活動しています。昨年度の全活動を紹介します。 



 
2/21 金 神奈川県立こども医療センター外科系幼児学童病棟 造形アート「モンスターになろう」 ささゆう 
2/24 月 日赤医療センター 小児病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
2/26 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 英語で遊ぼう＆マジック教室 クラウディ 
2/28 金 神奈川県立こども医療センター内科系外科系病棟 造形アート「モンスターになろう」 ささゆう 
3/3 月 日赤医療センター 小児病棟 マジック＆バルーンアート ガイ 
3/5 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 みんなで夢の島を描こう 水野ぷりん 
3/7 金 神奈川県立こども医療センター外科系乳幼児病棟 英語で遊ぼう＆マジック教室 クラウディ 
3/10 月 日赤医療センター 小児病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
3/12 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 マジック＆ジャグリング＆パントマイム よーへー 
3/14 金 神奈川県立こども医療センター骨髄移植科学療法病棟 音楽とお話の紙芝居朗読劇 もっきんぽっと 
3/17 月 日赤医療センター 小児病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
2/19 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 お絵描き 塗り絵 コラージュ 真鍋麻里 
3/24 月 日赤医療センター 小児病棟 こどもジャズ＆ブルース連弾 石橋和子 
3/26 水 神奈川県立こども医療センター内科系病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
3/28 金 神奈川県立こども医療センターHC病棟 ドラムサークル 打楽器で遊ぼう 川﨑まや 
4/2 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 版画教室 ツツミエミコ 
4/4 金 神奈川県立こども医療センター 外科系幼学童病棟 手形スタンプアートと似顔絵 ぴぃすけ 
4/7 月 日赤医療センター 小児病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
4/9 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 歌のお姉さんと思い切り歌おう 湯浅ゆう子 
4/11 金 神奈川県立こども医療センター外科系幼児学童病棟 音楽とお話の紙芝居朗読劇 もっきんぽっと 
4/14 月 日赤医療センター 小児病棟 英語で遊ぼう＆マジック教室 クラウディ 
4/16 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 マジック＆バルーンアート ガイ 
  京都大学医学部附属病院小児病棟 コミック大道芸マジック・ジャグリング・バルン たっきゅう 
4/18 金 神奈川県立こども医療センター肢体不自由児施設 マジック＆バルーンアート ガイ 
4/21 月 日赤医療センター 小児病棟 こどもジャズ＆ブルース連弾 石橋和子 
4/23 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 造形アート「モンスターになろう」 ささゆう 
4/25 金 神奈川県立こども医療センター外科系乳幼児病棟 お絵描き 塗り絵 コラージュ 真鍋麻里 
4/28 月 日赤医療センター 小児病棟 読み聞かせの会 平沢ゆかり 
5/7 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 お絵描き＆描画リクエスト 水野ぷりん 
5/9 金 神奈川県立こども医療センター内科系外科系病棟 造形アート「モンスターになろう」 ささゆう 
5/12 月 日赤医療センター 小児病棟 マジック＆バルーンアート ガイ 
5/14 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 マジック＆ジャグリング＆パントマイム よーへー 
5/16 金 神奈川県立こども医療センター児童思春期精神科病棟 ポップアップカードづくり 室園久美 
5/19 月 日赤医療センター 小児病棟 マジック＆バルーンアート ガイ 
  宮城県立こども病院 各小児病棟 南米の笛ケーナ・オカリナ・歌 山本まりん 
5/21 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 英語で遊ぼう＆マジック教室 クラウディ 
  京都大学医学部附属病院小児病棟 リズム遊び 西 純江 
5/23 金 神奈川県立こども医療センター重症心身障害児施設 音楽とお話の紙芝居朗読劇 もっきんぽっと 
5/26 月 日赤医療センター 小児病棟 附属乳児院 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
5/28 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 手形スタンプアートと似顔絵 ぴぃすけ 
5/30 金 神奈川県立こども医療センター 内科系乳幼児病棟 お絵描き 塗り絵 コラージュ 真鍋麻里 
6/2 月 日赤医療センター 小児病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
6/4 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 音楽とお話の紙芝居朗読劇 もっきんぽっと 
6/6 金 神奈川県立こども医療センターHC病棟 音楽とお話の紙芝居朗読劇 もっきんぽっと 
6/9 月 日赤医療センター 小児病棟 こどもジャズ＆ブルース連弾 石橋和子 
6/11 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 ドラムサークル 打楽器で遊ぼう 川﨑まや 
6/16 月 日赤医療センター 小児病棟 附属乳児院 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
  宮城県立こども病院 各小児病棟 アコーディオン演奏とリズム遊び 宍戸素子 
6/18 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 造形アート「モンスターになろう」 ささゆう 
  京都大学医学部附属病院小児病棟 コミック大道芸マジック・ジャグリング・バルン たっきゅう 
6/20 金 神奈川県立こども医療センター骨髄移植科学療法病棟 歌のお姉さんと思い切り歌おう 湯浅ゆう子 
6/23 月 日赤医療センター 小児病棟 英語で遊ぼう＆マジック教室 クラウディ 



 

 

6/24 火 大阪市立総合医療センター 小児病棟 コミック大道芸マジック・ジャグリング・バルン たっきゅう 
6/25 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 マジック＆バルーンアート ガイ 
6/27 金 神奈川県立こども医療センター骨髄移植科学療法 紙芝居 山中一徳 
7/2 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 お絵描き＆描画リクエスト 水野ぷりん 
7/4 金 神奈川県立こども医療センター肢体不自由児施設 マジック＆ジャグリング＆パントマイム よーへー 
7/7 月 日赤医療センター 小児病棟 こどもジャズ＆ブルース連弾 石橋和子 
  神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 コミック大道芸マジック・ジャグリング・バルン たっきゅう 
7/9 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 マジック＆バルーンアート ガイ 
7/11 金 神奈川県立こども医療センター児童思春期精神科 手形スタンプアートと似顔絵 ぴぃすけ 
7/14 月 日赤医療センター 小児病棟 附属乳児院 マジック＆バルーンアート ガイ 
7/16 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 マジック＆ジャグリング＆パントマイム よーへー 
  京都府立医科大学附属病院 小児病棟 コミック大道芸マジック・ジャグリング・バルン たっきゅう 
7/18 金 神奈川県立こども医療センター外科系乳幼児病棟 造形アート「モンスターになろう」 ささゆう 
  京都大学医学部附属病院小児病棟 即興演劇 カクテルホイップ 
7/23 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 お絵描き 塗り絵 コラージュ 真鍋麻里 
  大阪市立総合医療センター 小児病棟 コミック大道芸マジック・ジャグリング・バルン たっきゅう 
7/25 金 神奈川県立こども医療センター重症心身障害児施設 マジック＆バルーンアート ガイ 
7/26 土 神奈川県立こども医療センター重症心身障害児施設 音楽とお話の紙芝居朗読劇 もっきんぽっと 
7/28 月 日赤医療センター 小児病棟 読み聞かせの会 平沢ゆかり 
  宮城県立こども病院 各小児病棟 キーボードデュオの演奏 トッティ 
8/2 土 大阪市立総合医療センター 外来ロビー コミック大道芸マジック・ジャグリング・バルン たっきゅう 
8/4 月 日赤医療センター 小児病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
8/6 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 版画教室 ツツミエミコ 
8/8 金 神奈川県立こども医療センター外科系乳幼児病棟 手形スタンプアートと似顔絵 ぴぃすけ 
8/20 水 京都大学医学部附属病院小児病棟 パーカッションでリズム遊び 西 純江 
8/25 月 日赤医療センター 小児病棟 附属乳児院 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
  宮城県立こども病院 各小児病棟 バイオリン演奏とリズムあそび 宍戸素子小野由紀子 
8/27 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
8/28 木 療育室つばさ マジック＆バルーンアート ガイ 
8/29 金 神奈川県立こども医療センター 内科系乳幼児病棟 お絵描き 塗り絵 コラージュ 真鍋麻里 
9/1 月 日赤医療センター 小児病棟 ピアノと歌のミニリサイタル＆何でもリクエスト 眞理さん 
9/3 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 手形スタンプアートと似顔絵 ぴぃすけ 
9/5 金 神奈川県立こども医療センターHC病棟 歌のお姉さんと思い切り歌おう 湯浅ゆう子 
9/8 月 日赤医療センター 小児病棟 英語で遊ぼう＆マジック教室 クラウディ 
9/10 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 造形アート「モンスターになろう」 ささゆう 
9/12 金 神奈川県立こども医療センター児童思春期精神科 マジック＆ジャグリング＆パントマイム よーへー 
9/17 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 英語で遊ぼう＆マジック教室 クラウディ 
  京都大学医学部附属病院小児病棟 コミック大道芸マジック・ジャグリング・バルン たっきゅう 
9/19 金 神奈川県立こども医療センター肢体不自由児施設 紙芝居 山中一徳 
9/22 月 日赤医療センター 小児病棟 クラフト オリジナル缶バッジをつくろう 室園久美 
9/24 水 神奈川県立こども医療センター 内科系病棟 音楽とお話の紙芝居朗読劇 もっきんぽっと 
9/26 金 神奈川県立こども医療センター重症心身障害児施設 音楽とお話の紙芝居朗読劇 もっきんぽっと 
9/29 月 日赤医療センター 小児病棟 附属乳児院 音楽とお話の紙芝居朗読劇 もっきんぽっと 
  宮城県立こども病院 各小児病棟 アコーディオン演奏とリズム遊び 宍戸素子 庄司雪枝 
9/30 火 療育室つばさ 英語で遊ぼう＆マジック教室 クラウディ 

● その他活動報告 
 ○12月 年末チャリティイベント  FIAT シンポジウム  JP モルガン ホリディパーティーにチャリティ参加 
 ○3月 神奈川県立こども医療センターにてウォールペイント 
 ○4月 日赤医療センター附属乳児院、京大病院での活動開始  アースデイ2014 参加 
 ○5月 宮城県立こども病院にて活動開始 
 ○6月 米国商工会議所イベントにて活動紹介 
 ○7月 FIAT BIRTHDAY FESTA 参加 アーティスト交流会 TOOTH FAIRY プロジェクトより支援 
 ○8月 療育室つばさにて活動開始 
 ○9月 平成２５年度第２回理事会開催および決算  
 ○10 月 石巻赤十字病院にて活動開始  通常総会開催 都へ事業報告  
 



 
 
 

 

前年度繰越金 840,614 
会費 415,000 
寄附金          フィアットオートモービルズジャパン    1,000,000    
                フュージョンシステムジャパン         500,000 
                J.P.モルガン                200,000 
                 日本歯科医師会 日本財団          2,600,000 
                 その他個人                 793,866 

 
 

 
 

5,093,866 
事業収益     壁画事業（神奈川県小児医療基金）      200,000 
             フィアットイベント              39,622 

 
239,622 

利息 134 
合計 6,589,236 

数字で見る SHJ 平成 26 年 12 月現在 
活動病院数 7  活動病棟数 25  
登録アーティスト 3８     
正会員 14  サポート会員 70  
寄付件数延べ（個人 企業含め）65    
助成獲得件数 5（応募 8 回のうち） 
 

平成 25年度協賛企業・団体   
Fiat Chrysler Japan  沖ワークウェル   TEAM KAZU 
J.P. モルガン  帽子の写真屋さん   
Fusion System Japan  InterSearch Japan   
ACCJ 米国商工会議所  日本財団  日本歯科医師会  gooddo 
 
 

活動は多くの方のご寄付と会費に
より継続しています。 
紙面の都合上、個人のお名前の掲
載は割愛させていただきました
が、匿名希望以外の方のお名前は
ホームページに掲載しています。 
 
今後もより充実した活動を、より
たくさんの入院児へ届けるため、
皆様からのご寄付や援助が必要で
す。 
引き続き、継続的な支援を、 
よろしくお願いいたします。 
 
まわりの方へ、SHJ についてお伝
えください。そしてサポート会員
入会のお誘いをしていただければ
幸いです。 
       スタッフ一同 

● 事務局住所 
〒168-0072 東京都杉並区高井戸東三丁目 3 番 15-308 号 
電話番号/ファックス 03-6765-6883 

● HP：http://www.smilinghpj.org 
● Facebook：Smiling Hospital Japan 
● Twitter：https://twitter.com/SmilingHpJ 
●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 
  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 
  店名：    浜田山支店 
  預金種目：普通預金 
  口座番号：1950697 
 

 

● 平成２６年度役員一覧 
代表理事   松本 惠里 
副代表理事  神津 理絵 
理事     高橋 精一 
理事     三原 典子 
理事     谷口 幸路 
監事     浅野 眞理 

● 各地区コーディネーター一覧 
全体統括：  三原典子 
仙台：    宍戸素子 
石巻：    千葉淳子 
京都：    田久朋寛 
大阪：    西 純江 
北海道：   米澤倫子 
東京・神奈川：松本惠里 
 

２年目の昨年度は、初年度に東京、神奈川にてじっくりと足固めをしたあとに一気に活動場所をひろげた飛躍の年でした。
共感が広がり、地区コーディネーターとして運営に情熱を注ぐスタッフが各地に生まれました。そしてコーディネーター
を中心にたくさんの素敵なアーティストが集まり、病院の子どもたちに専門性の高い豊かな時間を届けています。「今」を
豊かに生きる、そして苦難を乗り越え社会に出て困難に出会ったとき、病気に打ち克った勲章とともに SHJ アーティスト
との時間を心のよりどころにして励みにしてほしい。 
たとえ命を脅かされるような病にあっても「豊かな今」を重ねてほしい。 
会員の皆様、寄付してくださった方々とともに、今後も子どもたちへの支援、活動をより充実させていきます。 
来年末には支援してくださる方たちのために『認定』（税の優遇が受けられます）を取得し、情報公開、活動報告を続け、
より安定した団体運営をめざします。 
先日、NPO法人「言論NPO」主催のエクセレント NPO大賞 2014 の課題解決力賞にノミネートされたとの連絡を受け 
年内に受賞発表です。スマイリングホスピタルジャパン大賞受賞なるか！！ 結果報告は HP 及び次号にて！ 
冬本番が駆け足でやってきます。どうぞお身体を大切に、佳き新年をお迎えください。          SHJ 事務局 

収入 ●平成２５年度収支報告 

次期繰越金                                 4,275,278 

 

事業費          謝金                                   1,322,424 
                 業務委託費                 200,000 
                 交通費                  401,597 
                 抗体検査，保険料、その他         158,492 

 
 
 
2,082,513 

管理費 231,445 
合計 2,313,958 
 

支出 

大阪地区コーディネーター 西 純江 
最初 SHJ 活動のお誘いを受けた時は正直戸惑いを感じていました。入院の子はどんな？私が気
持ちをわかってあげられる？偽善者じゃない？等々。入院中の生活ですら知らないのに大丈夫
かなと不安だったのです。でも実際活動してみたらわかりました。私が不安なまま接すると、
子供たちにも気持ちが伝わって探り合いの間柄になります。でもこちらが変にテンション高す
ぎても「？？？」。ここで深く学んだのは、常に子供たちが何をしたがっているか、そこにど
んな形で寄り添ってあげれるか、ということ。そしてそこにスパイスを加える程度でいいんだ
なと思いました。大阪地区のコーディネーターとしても多くのアーティストをお迎えします！  

●新コーディネーターごあいさつ     


