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ごあいさつ 

早いもので今年も残すところあとわずかとなりました。 

ご支援くださるみなさまに心より感謝申し上げます。 

 

活動を開始してから４年半、NPO 設立から丸４年が経ちま

す。スタート後１年間は１つの病院でじっくりと足固めを

し、その後３年で活動場所は 31 か所へと拡大しました。 

9 月には愛知地区が名古屋大学病院にて定期訪問を開始、 

10 月には広島地区が誕生し、広島県立障害者リハビリテー

ションセンター、広島市民病院にて定期訪問を始めました。 

他地区でも新アーティストや新しい活動場所が加わり、ます

ます充実してまいりました。 

子どもやご家族が笑顔に、アーティストはやりがいと喜び

を、そんなwin winの活動だからこその発展と考えています。 

医療者が患者さんの楽しむ様子を見て安心する、そして共に

支援くださる皆様には活動の様子をレターなどを通して知

っていただくことで、win win win の形が確かなものとなり、

継続できたらこれほど嬉しいことはありません。 

先日は認定 NPO 法人への申請が実現しました。認定を受け

ると、ご寄付くださる方々が寄付控除など税制優遇措置を受

けられ、そのために団体としてもより安定した資金調達が可

能になります。申請には法令に定められた様々な基準に適合

する必要があります。このうち比重がより大きいものに寄付 
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“Happiness Helps Healing” 

 

静岡県立こども病院にて  

音楽会 

者、賛助会員の数が年間 100 以上という基準があります。 

日頃ご支援くださる皆様に改めてお礼申し上げます。 

結果が出るのは４か月後で、それまでに監査があり厳しい

審査をクリアしなくてはなりませんが、初回のチャレンジ

ですので次のチャンスを念頭に、日々の活動を丁寧に行っ

てまいります。 

来年も引き続き活動を応援くださるよう、どうぞよろしく

お願いいたします。 

今年最終号も最後までお楽しみくだされば幸いです。                                                                                                                

スマイリングホスピタルジャパンスタッフ一同 

 

日用品音楽ユニット Kajii＠名大病院 

塗り絵＆貼り絵 by 真鍋麻里＠日赤医療センター お話＆工作 by ゆかり＆とみちゃん＠なかのドリーム 
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活動実施日 活動場所 活動内容 担当 

参加

人数 

1  9/1（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 

2  9/5（月） 日赤医療センター 小児病棟 二胡演奏＆二胡体験 近藤多英子 36 

3  9/5（月） 千葉県こども病院 リクエストを弾き語り＆音楽遊び 矢田美麗 27 

4  9/7（水） 東大病院 北・南小児病棟 こどもジャズ＆ブルース 石橋和子 39 

5  9/7（水） 神奈川県立こども医療センター5 西病棟 みんなでボサノバ！ Satoko & Friends 15 

6  9/9（金） 
神奈川県立こども医療センター 

肢体不自由児施設 
クラウン＆パントマイム マサトモジャ 28 

7  9/12（月） 大阪市立総合医療センターすみれ７病棟 音楽遊び 金愛利＆西純江 14 

8  9/12（月） 大阪市立総合医療センターさくら７病棟 音楽遊び 豊雅子＆西純江 33 

9 9/12（月） 日赤医療センター 小児病棟 読み聞かせ＆言葉遊び 平沢ゆかり＆冨田泰代 30 

10 9/12（月） 日赤医療センター 附属乳児院 読み聞かせ＆言葉遊び 平沢ゆかり＆冨田泰代 41 

11  9/13（火） 慶應義塾大学病院小児６E 病棟 ジャグリング＆コメディマジック Street Performer RYU 15  

12  9/14 （水） 大阪市立総合医療センターさくら 6 病棟 サウンドヒーリング 玉井澄恵＆西純江 18 

13  9/14（水） 大阪市立総合医療センターすみれ６病棟 ジャグリングショー たっきゅうさん 10 

14  9/15（木） 慶應義塾大学病院小児 5S 病棟 語りの会 川島昭恵 ５ 

15  9/15（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＆西純江 7 

16  9/16（金） 北海道大学病院 小児病棟 工作 山本道江 12 

17  9/21（水） 淀川キリスト教病院こどもホスピス ヒーリングセッション 玉井澄恵＆西純江 10 

18  9/21（水） 京都大学付属病院 いろんな楽器で遊ぼう 大橋翔 ８ 

19  9/21（水） 東大病院 北・南小児病棟 虹色スタンプアート ぴいすけ 21 

20  9/21（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 8 

21  9/23（金） 
神奈川県立こども医療センター 

重症心身障害児施設 

歌のお姉さんとお兄さんがやってき

た！ 
ゆうこ＆しょうた 12 

22  9/26（月） 静岡県立こども病院 絵本遊び＆クラフト Bon Vivant 53 

23  9/26（月） 日赤医療センター 小児病棟 
ミニミニミュージカル～歌とお話で

楽しもう～ 
高橋紀子＆冨田泰代 43 

24  9/27（火） 宮城県立こども病院 拓桃館 みんなでコンサート♪ もっきんバード 32 

25 9/29（木） 名古屋大学病院 日用品音楽 kajii 48 

26  10/1（土） 重症心身障害児サポート中野ドリーム ピアノ弾き語り 眞理さん 5 

27 10/2（日） マクドナルドハウス せんだいハウス 音楽会 千葉淳子 40 

28  10/3（月） 
広島県立障害者リハビリテーションセンター 

若草園 
音楽療法 狩谷美穂＆清水茜 15 

29  10/3（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 10 

30  10/3（月） 千葉県こども病院 ジャグリング＆コメディマジック Street Performer RYU 37 

31  10/3（月） 日赤医療センター 塗り絵＆貼り絵 真鍋麻里 15 

32  10/5（水） 神奈川県立こども医療センター5 西病棟 英語マジックで遊ぼう！ クラウディ 17 

33  10/5（水） 東大病院 北・南病棟 似顔絵ポートレート 水野ぷりん 19 

34 10/11（火） 慶應義塾大学病院小児６E 病棟 ピアノ弾き語り 眞理さん 10 

35 10/11（火） 大阪市立総合医療センターさくら 7 病棟 音楽あそび 金愛利＆西純江 15 

36 10/11（火） 大阪市立総合医療センターすみれ 7 病棟 ジャグリング＆マジックショー ジャグラーGT 14 

37 10/12（水） 大阪市立総合医療センターさくら 6 病棟 ジャグリング＆マジックショー 大ドジ芸人あざーす・のず 21 

●2016年９月〜2016年 11月の活動報告 



 

 活動実施日 活動場所 活動内容 担当 参加人数 

38 10/12（水） 大阪市立総合医療センター すみれ 6 病棟 ヒーリングセッション 玉井澄恵＆西純江 11 

39 10/13（木） 淀川キリスト教病院こどもホスピス 音楽遊び 豊雅子＆金愛利 8 

40 10/17（月） 日赤医療センター 小児病棟 音とことばの読み聞かせ トッテカルーソ 18 

41 10/19（水） 神奈川県立こども医療センター５西病棟 パントマイム＆バルーン マサトモジャ 10 

42 10/19（水） 東大病院 北・南小児病棟 塗り絵＆貼り絵 真鍋麻里 8 

43 10/19（水） 療育室つばさ モンスターになろう！  佐々木優子 26 

44 10/19（水） 京都大学病院 小児病棟 太鼓で遊ぼう 大橋翔 19 

45 10/19（水） 広島市立広島市民病院 ラテンアレンジライブ！ アルバル＆狩谷美穂 15 

46 10/20（木） 慶應病院 ５S 小児病棟 クレイクラフト 藤江智美 18 

47 10/21（金） 神奈川県立こども医療センター4 南病 二胡演奏会 近藤多英子 20 

48 10/21（金） 北海道大学病院 小児病棟 透し折り紙 松川敦子 14 

49 10/22（土） はる訪問看護ステーション 大道芸＆バルーン教室 Street Performer RYU 54 

50 10/22（土） 日赤医療センター コアラの会 
みんなでボサノバ＆ 

病院の写真屋さん 
Satoko&Friends 
戸取志織 

28 

51 10/23（日） マクドナルドハウスせたがやハウス バンドライブ！ BIGMAX 40 

52 10/24（月） 日赤医療センター 小児病棟 
歌のおねえさんとおにいさんが

やってきた！ 
ゆうこ＆しょうた 21 

53 10/28（金） 神奈川県立こども医療センター４東病棟 塗り絵＆貼り絵 真鍋麻里 11 

54 10/31（月） 静岡県立こども病院 クラフト マトリョン お話組み木 Bon Vivant 19 

55 10/31（月） 日赤医療センター 小児病棟 
ピアノ弾き語り＆なんでもリク

エスト 
真理さん 33 

56  11/2（水） 大阪市立総合医療センター さくら 6 病棟 ヒーリングセッション 玉井澄恵＆西純江 12 

57  11/2（水） 大阪市立総合医療センター すみれ 6 病棟 ヒーリングセッション 玉井澄恵＆西純江 15 

58  11/2（水） 神奈川県立こども医療センター５西病棟 マジックバルーンジャグリング NIKONIKO 大使ガイ 19 

59  11/2（水） 東大病院 北・南小児病棟 モンスターになろう！ 佐々木優子 15 

60  11/5（土） なかのドリーム 絵本読み聞かせ＆クラフト 平沢ゆかり＆冨田泰代 8 

61  11/7（月） 千葉県こども病院 
歌のおねえさんとおにいさんが

やってきた！ 
ゆうこ＆しょうた 15 

62  11/7（月） 淀川キリスト教病院こどもホスピス ヒーリングセッション 玉井澄恵 12 

63  11/7（月） 日赤医療センター 小児病棟 ピアノ弾き語り 高橋紀子 32 

64  11/8（火） 慶應病院 6E 小児病棟 語りの会 川島昭恵 6 

65 11/11（金） 神奈川県立こども医療センター４南病棟 塗り絵＆貼り絵 真鍋麻里 10 

66 11/11（金） 淀川キリスト教病院こどもホスピス 音楽遊び 金愛利＆豊雅子 9 

67 11/14（月） 日赤医療センター 小児病棟 マジック バルーン ジャグリング NIKONIKO 大使ガイ 22 

68 11/14（月） 日赤医療センター付属乳児院 マジック バルーン ジャグリング NIKONIKO 大使ガイ 36 

69 11/14（月） 広島県立障害者リハビリテーションセンター若草園 ラテン音楽会 アルバル＆狩谷美穂 20 

70 11/15（火） 広島市民病院 ９A 小児科病棟 折り紙遊び 兒玉久美子 4 

71 11/16（水） 京都大学付属病院 パントマイム マジック 飛花 17 

72 11/16（水） 神奈川県立こども医療センター５西病棟 
歌のおねえさんとおにいさんが

やってきた！ 
ゆうこ＆しょうた 29 

73 11/16（水） 東京大学病院 北南小児病棟 ペーパークラフト 天羽ひさ子 18 

74 11/17（木） 大阪市立総合医療センター すみれ 7 病棟 即興演劇で遊ぼう カクテルホイップ 13 



●活動病院から・・ 

●トピックス 

 

        ＊2016年 9月 1日〜2016年 11月 30日（３か月間） 

                        合計活動数 87回 合計参加者数 延べ 1657人 

 

75 11/17（木） 慶應病院 5S 小児病棟 マジック＆パントマイム 松川ポール 25 

76 11/18（金） 北海道大学病院 小児病棟 三味線演奏 佐久間信語 4 

77 11/21（月） 日赤医療センター 小児病棟 手作りチャームを作ろう 真鍋麻里 6 

78 11/22（火） 広島県立障害者リハビリテーションセンター若草園 音遊び 狩谷美穂＆清水茜 16 

79 11/24（木） 名古屋大学病院 小児内科＆外科病棟 みんなで楽しむ音楽プログラム スーハーハー 43 

80 11/25（金） 神奈川県立こども医療センタークリーン病棟 音楽紙芝居 いっとく＆和子 9 

81 11/28（月） 静岡県立こども病院 北４病棟 紙芝居＆絵本語り きみちゃん 10 

82 11/28（月） 静岡県立こども病院 北５病棟 紙芝居＆絵本語り きみちゃん 14 

83 11/28（月） 日赤医療センター 小児病棟 クレイアート 藤江智美 4 

84 11/28（月） 在宅訪問 リクエスト曲で歌って遊ぼう 矢田美麗 4 

85 11/29（火） 淀川キリスト教病院こどもホスピス 音楽遊び 豊雅子＆西純江 9 

86 11/29（火） 宮城県立こども病院 拓桃館 みんなでコンサート もっきんバード 32 

87 11/30（水） ひまわり HAUS こどもジャズ 石橋和子 17 

 9 月 29 日 

 10 月 3 日 

 10 月 19 日 

 10 月 22 日 

 10 月 23 日 

 10 月 27 日 

 11 月 5 日 

 11 月 7 日 

 11 月 16 日 

 11 月 20 日 

 11 月 21 日 

 11 月 30 日 

 11 月 30 日 

 
 
 スマイリングホスピタルジャパンの活動は、2012 年 5 月 9 日、神奈川県立こども医療センター５西病棟で始まりま

した。緊張の中スタートしたこの病棟の看護科長さんが、現在の同医療センターボランティアコーディネーターの 

加藤悦與さんでした。使命感と期待感で胸を膨らませながらも、不安を抱えてまずはナースステーションに向かうと、

温かな加藤さんの笑顔が迎えてくれました。一気に気持ちがほぐれ、初回から子どもたちと和やかに過ごすことがで

きました。 

誕生から見守ってくださっている加藤様に SHJ の活動へのコメントをいただきました。 

 
〜笑顔と笑いの時間をありがとうございます〜 

神奈川県立こども医療センター ボランティアコーディネーター                     

加藤 悦與 

神奈川県立こども医療センター（以下神奈川）は、病院と福祉施設と養護学校のある小児総合医療施設です。神奈

川で継続的にボランティア活動する場合は、ボランティア団体オレンジクラブに入会してもらっています。オレンジ

クラブは、グループ制をとり現在 27 グループおよそ 350 名の方が活動しています。SHJ 代表の松本さんと初めて

お会いしたのは、幼児学童内科病棟で看護科長をしていた時でした。松本さんは、前コーディネーターと一緒に病棟

に来て、「入院しているこども達は音楽や美術で一番笑顔になります。」と活動の主旨を話されました。あれから 4

年半が過ぎましたが、~Happiness Helps Healing~ぶれることなく素晴らしく発展されていることに、感謝と敬意

を表します。 

 

名古屋大学医学部附属病院にて定期活動を開始しました。 

広島県立障害者リハビリテーションセンター若草園にて定期活動を開始しました。 

広島市立広島市民病院にて定期活動を開始しました。 

日赤医療センターにて病院の写真屋さんプロジェクトを開始しました。 

マクドナルドせたがやハウス 15 周年記念イベントに参加しました。 

2015(平成 27)年度通常総会を開催しました。 

NPO 法人ソーシャルデベロップメントジャパン FLAP YARD オープニングセレモニーに参加しました。 

都へ 2015(平成 27)年度事業・収支報告を行いました。 

日本財団「難病の子どもと家族を支えるプログラム 助成/支援団体ネットワーク会議」に出席しました。 

全国小児病棟ボランティアネットワーク「こども病院視察交流報告会」に出席しました。 

認定 NPO 法人の申請をしました。 

新宿区立新宿養護学校放課後子どもひろば「ひまわり HAUS」で学期に１度の活動を開始しました。 

毎日新聞でスマイリングホスピタルジャパンが紹介されました。 

 



●広島地区コーディネーターコメント紹介  

 世界中のどこに行っても存在するアートは、私たち人間になくてはならないものです。音楽療法士としてボストン

の病院で働き始めた頃、私の担当した患者の多くが移民でした。言語コミュニケーションが不可能な患者達と唯一心

を通わせることができたのが芸術や音楽療法でした。共に絵を描く、太鼓を叩く、こどもみたいに歌い踊る事で言語

をこえたコミュニケーションをとるうちに、患者達が美しい個性と誇りをイキイキと取り戻していく姿を何度も目に

しました。そんな時、どんな病にかかっていてもアートがあれば私たちは自分らしく生きる事ができる、と確信しま

した。 

 こども時代はいろんなものを見て、聞いて、触って、ワクワクして、そして新しい人と出会い、新しい発見が大切

です。色々な経験と感情を通してこども達は大きく成長します。スマイリングホスピタルジャパンの活動で、病気で

も「自分らしく」「こどもらしく」過ごせるアートな時間を定期的に提供できるとはなんと素敵なことでしょう！ 

 広島でも活動したいという私の強い思いを友人アーティスト達に伝えると、すぐに協力を得る事ができました。 

広島ではすでに様々なジャンルの音楽家や音楽療法士、折り紙、イラスト、ペーパークラフト等を専門とする素晴ら

しいアーティスト達が登録してくれています。病院の求める活動と、アーティストの個性がマッチすると素晴らしい

ミラクルがおきると信じて、これから出会う 

こども達の笑顔を想像しては心おどる日々 

です。 

 こどもたちが「患者」としてではなく 

「こども」として純粋に笑い、楽しみ、 

びっくり驚き、ワクワクする事ができる 

アート時間を私の住む広島で提供できる 

ことを嬉しく思います。 

 

SHJ 広島地区コーディネーター/音楽療法士  

狩谷美穂 
 

スマイリングホスピタルジャパンの活動を知ったのは、すでにアーティスト登録してい

た親しい友人を通してでした。「本物のアートを入院中のこども達に届ける」と聞いてす

ぐに興味をもちました。そして、即座に思い出したのは、我が家の２歳児が入院した時

の事。24 時間点滴に縛られても動きたい、遊びたい、外に出たいという我が子に睡眠不

足で付き添う親も疲労でイライラもマックス状態。すでに音楽療法士として仕事をして

いた私は「入院中でも楽しめるコンサートでもあればいいのに」と考えましたが、そん

な楽しいイベントは年に１回とのこと。親子でヘトヘトに疲れた苦しい１週間でしたが、

長期入院のこども達と親御さんは本当に大変だろうと身にしみて思いました。 

 

神奈川での SHJ の活動は、アーティストアシスタントの奥村眞知子さんが同行し、月 4 回年間 50 回程になります。

半数は幼児学童内科病棟で、半数は肢体不自由児施設・重症心身障害児施設・こころの診療病棟・ハイケア病棟等の

９つの病棟を順々に訪問して頂いております。患者さん達の状況はその時々で違い、用意してきた事が出来ない場合

もあることでしょうし、参加者が 1 人 2 人の時もありました。その時の状況に合わせて、お 1 人お 1 人に寄り添う活

動をアーティストの皆さんがなさっています。それは凄いことで、まさにプロの皆さんです。恐れながら、私がいる

ボランティア室で、私の為に演奏してくれた方がおりました。『私のために！』という事がこんなに嬉しいものかと

あらためて実感しました。病棟に訪問してくれるということは、まさにそういう事と思います。 

さて病棟には AYA 世代～思春期と若年成人～の方も多く入院しています。SHJ のアーティストの方の活動は笑顔と

笑いの時間でありますが、きっと自分と向き合う時間になることもあるように思います。比較的年齢の近いアーティ

ストの方との接触は大切な時間です。医師や看護師からも「今日良かったね」と声をかけられ、嬉しくなります。 

SHJ の皆さんはもとより、SHJ を支援して下さっている方々にも感謝の気持ちでいっぱいです。 

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 



  
 

ICU からお昼過ぎに移ってきたのですが、ずっと「つまらない、つまらない」と⾔っていたところに
来てくださって、娘の顔が笑顔になって親としてとても感謝しております。とても明るく楽しく、娘
に話しかけて下さってありがとうございました。 
キラキラ可愛い作品に娘も⼤変満⾜しております。（保護者） 

●参加者の感想紹介 

紙芝居が楽しかったです。歌も⼆⼈のハーモニーが良かったです。⼊院中もこのような活動がある
ことをとてもありがたいと感じます。是⾮これからも活動を続けていただけるよう願っております。
（保護者） 

このような活動をなさっている団体があることを知りませんでした。とても喜ばれていることと思い
ます。⼦どもは絵本が⼤好きなのでもっとたくさん読んでくださると嬉しいです。病室に楽しい⾵が
⼊るのは皆にとって気が楽になるのではと思います。（保護者） 
 

ずっとたいくつしていたところにとつぜんドアから⼊ってきてくださって、さいしょはなにかなー
って思っていたけど、お話聞いたらすごく楽しそうでちょうど⼯作とかしたかったからすごく嬉し
かった。（⼦ども） 
 

⾚ちゃんでしたが、ジャグリングをじーっと⾒つめて楽しそうに拍⼿もしていました。⾃分で作っ
たバルーンも喜んで振り回しています。病室で DVD ばかり観ていたのでとてもいい刺激になった
ようです。楽しい時間をありがとうございました。（保護者） 
 

今回、いろいろおもしろいことがあって、楽しかったです。こんなにたくさん笑ったのは久しぶりだ
ったので良かったです。嵐の SAKURA とか⻄野カナのトリセツなどが聴けて嬉しかったです。普段病
室では⾳楽を聴かないのでとても新鮮な感じがしました。ありがとうございました。次回は嵐のふる
さとが聴けたら良いな、と思います。（⼦ども） 
 
 

●ダイナミックなパーフォーマンスも個別の関わりも大切にしています！ 



 ● 2015(平成２７)年度事業報告 
  事業内容 

特定非営利活動に係る事業 

① 病棟や個室を訪問する事業 

・内容：病棟のプレイルームや個室を訪問し、子どもたちに芸術活動を提供する。 

 日時：通年 

 場所：北海道、宮城、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、広島各地の病院 

 従事者人数：延べ 85 名 

 対象者の範囲：入院患児とそのご家族 

② 在宅児・者を訪問する事業 

・内容：在宅訪問して芸術活動を提供する。 

 日時：７月 

 場所：船橋市 

 従事者人数：２名 

 対象者の範囲：在宅医療を受ける子どもとそのご家族 

・内容：「学びサポート基金」設立（特定資産繰入） 

③ 病院や施設のホール等で芸術鑑賞などの会を開く事業 

・内容：施設にて芸術鑑賞会や芸術活動を提供する。 

 日時：通年 

 場所：北海道、宮城、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、広島各地の施設 

 従事者人数：延べ 40 名 

 対象者の範囲：施設入所、通所児と介助者 

①〜③実施回数及び対象者合計人数：301 回 延べ 6220 名 

④ 普及啓発及び情報発信事業 

・内容：広報活動（ホームページ更新、ニュースレター発行等）及び各地への活動普及 

 日時：通年 

 場所：事務局及び新規立ち上げ場所 

 従事者人数：4 名 

 対象者の範囲及び人数：寄付者、会員及び不特定多数 

    ・内容：全国ボランティア研修・交流会 

     日時：3 月 26 日（土） 

     場所：日本赤十字医療センター講堂 

     対象者の範囲及び人数：SHJ ボランティア（アーティスト・コーディネーター・アシスタント・ 

                事務局）及びサポート会員、スポンサー企業担当者 52 名 

 

 

 ● 活動計算書 
 

 科目 合計（円） 科目 合計（円） 

Ⅰ 経常収益 Ⅱ 経常費用 

１ 受取会費 695,000  １ 事業①病棟 4,284,757  

２ 受取寄付金 8,162,622    事業②在宅 13,224  

３ 事業収益④ 28,850    事業③施設 291,785  

４ その他収益 684    事業④普及 1,135,897  

   ２ 管理費 204,566  

経常収益計 8,884,156 経常費用計 5,930,229 

 当期経常増減額 2,953,927 

Ⅲ 経常外収益 Ⅳ 経常外費用 

0 0 当期正味財産増減額 2,953,927 

  前期繰越正味財産額 7,143,340 

  次期繰越正味財産額 10,097,267 

 



 

名称  特定非営利活動法人スマイリング 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 東京都杉並区高井戸東 3 丁目 3 番 15-308 

電話/Fax：03-4296-5691  その他連絡先：090-8894-2640   

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：17 

施設：14 

神奈川県立こども医療センター各病棟  

神奈川県立こども医療センター肢体不自由児施設 重症心身障害児施設 

日本赤十字医療センター小児病棟   京都大学医学部附属病院小児病棟 

日本赤十字医療センター附属乳児院 宮城県立こども病院各病棟 同拓桃館   石巻赤十字病院小児病棟 

大阪市立総合医療センター各小児病棟   療育室つばさ   慶応義塾大学病院各小児病棟   

淀川キリスト教病院ホスピス・こどもホスピス病院   静岡県立こども病院各病棟 

北海道道立子ども総合医療・療育センター   北海道大学病院小児病棟    

東京大学医学部附属病院各小児病棟   千葉県こども病院各病棟  ひまわり HAUS     

ドナルド・マクドナルド・ハウスせんだいハウス/おおさか すいたハウス/せたがやハウス   

東京女子医大筋ジストロフィー親子の会 すぎなみ重症心身障害児親子の会みかんぐみ 

あいち小児保健医療総合センター 重症心身障害児サポートなかのドリーム はる訪問看護ステーション 

名古屋大学医学部附属病院 広島県立障害者リハビリテーションセンター若草園 広島市立広島市民病院                      

年間活動数 301 回 （2015 年度実績）  参加者数  延べ 6220 名 （2015 年度実績） 

事業年度 １０月１日〜９月３０日   

役員  代表理事  松本惠里    理事 高橋精一    理事 矢田美麗     

副代表理事 谷口幸路    理事 三原典子    理事 榎本江美加    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    千葉：矢田美麗 

静岡：鈴木知子     愛知：榎本江美加   京都：田久朋寛    大阪：西 純江    

広島：狩谷美穂     東京・神奈川：松本惠里          

事務局 13 名  アーティスト  105 名  活動アシスタント  10 名 

正会員 13 名  サポート会員  160 名 10 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   

協賛 （株）FCA ジャパン  

日本歯科医師会 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（2016年 12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〜 
これも伝えたい、あれも伝えたい・・活動の広がりとともに紙面が足りなくなっている嬉しい悲鳴のこの頃です。来年は

新たに２つの地区設立の予定で、レターもバージョン＆ボリュームアップの予感です。今年も大変お世話になりました。 

新年も変わらずご支援くださいますようよろしくお願い申し上げます。   スマイリングホスピタルジャパンスタッフ

一同 

●予定 12/1 横浜こどもホスピス設立準備委員会出席 12/18 SHJ 関東病院アシスタント交流会  

          3/25 SHJ 全国合同研修＆交流会（13:00~ 日本赤十字医療センターにて） 

 

mailto:info@smilinghpj.org
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