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ごあいさつ 

今季はスタッフの研修に加え、団体認知拡⼤を⽬的とした様々な団体との協働が盛んでした。 
FCA ジャパン（株）の協⼒による今年５回⽬の参加となったアースデイでは、SHJ アーティスト５名に
よるパーフォマンスとワークショップを出展し、団体紹介の機会となりました。 
また、NPO 法⼈⼆枚⽬の名刺より、サポートプロジェクトの提案をいただき、認知促進など団体の課題
解決に向けて⼒をいただいています。⼆枚⽬の名刺は、様々な職種や背景を持った社会⼈がチームを組
み、新しい社会を創ることを⽬指す団体とともに、団体の事業推進（戦略査定や新規事業開発、マーケ
ティング等）に取り組む約３〜４ヶ⽉のプロジェクトを⾏っている団体です。 
さらに、⽇本財団による「難病の⼦どもと家族を⽀えるプログラム ネットワーク会議」にて事業報告を
するとともに、様々な団体とネットワークを組むことができ、新たな展望を持つことができました。 
 
４⽉には兵庫地区が発⾜し、早くも 3 つの病院で活発な活動をしています。そして６⽉には福岡地区が
発⾜します。京都、東京などの複数の病院からも問い合わせがあり、活動場所が増えます。 
ニーズもボランティアも順調に増えて活動がどんどん広がっています。この動きを⽌めることなく、全
国隅々まで頑張る⼦どもたちに笑顔と SHJ ならではの質の⾼い活動を届け続けるためには、アーティス
ト謝⾦や検査料などの事業費の確保が課題です。皆様のご協⼒に感謝するととともに、認知度を上げ、
サポート会員を増やすためにも、難病や障がいで頑張っている⼦どもたちのことや SHJ の活動のことを
まわりの⽅にお話くださったら幸いです。 
今号も、「本物のアート」へのこだわりをそのままに、進化し続けるスマイリングホスピタルジャパンの
活動を報告します。最後までお楽しみください。 
                                                                                                 

 スマイリングホスピタルジャパン スタッフ⼀同 
                                                                         

・ごあいさつ 
・2017 年 3 ⽉〜2017 年 5 ⽉活動報告 
・2017 年 3 ⽉〜2017 年 5 ⽉トピックス 主な予定 
・SHJ 第２回全国研修＆交流会報告 
・漫画でスマイリング！その２                 
・団体概要アップデート  
・後記  

“Happiness Helps Healing” 
 

アースデイにて 上：バルーンアート 
        左：モンスターになろう  中：クラフトワークショップ  右：ジャックマジシャン 

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。3~5 ⽉は延
べ 1798 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。 



2017年3⽉〜の活動報告
回 実施⽇ 活動場所 活動内容 担当 参加⼈数
1 3/1(⽔) 神奈川県⽴こども医療センター5⻄病棟 英語で遊ぼう＆マジック クラウディ 9
2 3/4(⼟) なかのドリーム 読み聞かせ＆⾔葉遊び 平沢ゆかり＆冨⽥泰代 13
3 3/6(⽉) 千葉県こども病院 歌のお兄さんお姉さんがやってきた！ 湯浅ゆう⼦&天野翔太 10
4 3/6(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 眞理さん 31
5 3/8(⽔) ⼤阪市⽴総合医療センターさくら7病棟 即興演劇で遊ぼう カクテルホイップ 10
6 3/8(⽔) ⼤阪市⽴総合医療センターすみれ7病棟 ⾳楽あそび 豊雅⼦＆⻄純江 12
7 3/9(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＆⻄純江 7
8 3/9(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 清⽔茜＆狩⾕美穂 14
9 3/10(⾦) 神奈川県⽴こども医療センター4⻄病棟 塗り絵・貼り絵 真鍋⿇⾥ 4
10 3/11(⼟) 神奈川県⽴こども医療ｾﾝﾀｰ重症⼼⾝障害児施設 歌のおにいさんおねえさんファミリーコンサート 湯浅ゆう⼦&天野翔太 29
11 3/13(⽉) ⽇⾚医療センター ⼩児病棟 ⼆胡演奏会 近藤多英⼦ 51
12 3/14(⽕) 慶應義塾⼤学病院⼩児6E病棟 紙芝居ミュージカル もっきんぽっと 16
13 3/15(⽔) 東⼤病院 北・南⼩児病棟 似顔絵ポートレート ⽔野ぷりん 19
14 3/15(⽔) 神奈川県⽴こども医療センター5⻄病棟 ジャグリング パントマイム＆クラウン 徳島はっちー 20
15 3/15(⽔) 京都⼤学附属病院 ジャグリング＆マジックショー たっきゅうさん 10
16 3/16(⽊) 慶應義塾⼤学病院⼩児5S病棟 語りの会 川島昭恵 8
17 3/16(⽊) 広島市⺠病院 9A⼩児科病棟 ⼤道芸パフォーマンス のら 25
18 3/17(⾦) 北海道⼤学病院⼩児病棟 歌と⼆胡の演奏 ⽶津果穂 9
19 3/21(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&⻄純江 9

20 3/23(⽊) 名古屋⼤学病院 ⽇⽤品⾳楽 kajii 53

21 3/23(⽊) ⼤阪市⽴総合医療センターさくら6,7 すみれ7病棟 ⾳楽あそび さとゆか 55
22 3/27(⽉) ⽇⾚医療センター ⼩児病棟 歌のお兄さんお姉さんがやってきた！湯浅ゆう⼦&天野翔太 27
23 3/27(⽉) ⽇⾚医療センター 附属乳児院 歌のお兄さんお姉さんがやってきた！湯浅ゆう⼦&天野翔太 45

24 3/27(⽉) 静岡県⽴こども病院 ⻄3•⻄6病棟 コメディジャグリング あまる 24
25 3/30(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
26 3/31(⾦) ⼤阪市⽴総合医療センター8階児童⻘年精神さくら8 ヒーリングミュージック ⽟井澄恵&⻄純江 13
27 4/1(⼟) なかのドリーム ギターと歌で遊ぼう 久末冴⼦＆平原謙吾 5
28 4/1(⼟) すぎなみ重症⼼⾝障害児親⼦の会みかんぐみ モンスターになろう！ 佐々⽊優⼦ 43
29 4/2(⽇) チャイルド・ケモ・ハウス ⾳楽あそび さとゆか 16
30 4/3(⽉) ⽇⾚医療センター ⼩児病棟 ⼯作・お絵描き 三輪ゆうこ 14
31 4/5(⽔) 神奈川県⽴こども医療センター5⻄病棟 塗り絵・貼り絵 真鍋⿇⾥ 5
32 4/5(⽔) 東⼤病院 北・南⼩児病棟 思いっきり歌おう！ 湯浅ゆう⼦&天野翔太 46
33 4/6(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 10
34 4/7(⾦) 神奈川県⽴こども医療センター4東病棟 マジック＆パントマイム マサトモジャ 24
35 4/7(⾦) 在宅訪問 リクエストで歌遊び ⽮⽥美麗 3
36 4/10(⽉) ⽇⾚医療センター ⼩児病棟 ピアノ弾き語り ⾼橋紀⼦ 28
37 4/10(⽉) ⽇⾚医療センター 附属乳児院 ピアノ弾き語り ⾼橋紀⼦ 21
38 4/10(⽉) ⼤阪市⽴総合医療センターさくら6病棟 ヒーリングミュージック ⽟井澄恵&⻄純江 11
39 4/10(⽉) ⼤阪市⽴総合医療センターすみれ6病棟 ジャグリング＆マジックショー たっきゅうさん 18
40 4/11(⽕) 慶應義塾⼤学病院⼩児6E病棟 ⼯作・お絵描き 三輪ゆうこ 7
41 4/11(⽕) 姫路⾚⼗字病院 ⼩児病棟 ⾳楽あそび さとゆか 16



2017年4⽉〜5⽉の活動報告
回 実施⽇ 活動場所 活動内容 担当 参加⼈数
42 4/13(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 清⽔茜＆狩⾕美穂 13
43 4/16(⽇) 広島県⽴障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ若草園 春のコンサート 清⽔茜＆森⼾幸枝 10
44 4/17(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 12
45 4/17(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 眞理さん 38
46 4/19(⽔) 京都⼤学附属病院 リズムであそぼう ⻄純江&⼤橋翔 4
47 4/19(⽔) 神奈川県⽴こども医療センター5⻄病棟 バルーンアート バルーンアーティスト瞳 23
48 4/19(⽔) 東⼤病院 北・南⼩児病棟 サックス演奏＆打楽器で遊ぼう 森英記＆⽶元美彦 26
49 4/19(⽔) 広島市⺠病院 9A⼩児科病棟 折り紙 児⽟久美⼦ 10
50 4/20(⽊) 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&⻄純江 14
51 4/20(⽊) 慶應義塾⼤学病院⼩児5S病棟 クレイ粘⼟アート 藤江智美 4
52 4/21(⾦) 神奈川県⽴こども医療ｾﾝﾀｰﾊｲｹｱ２病棟 マジック＆パントマイム マサトモジャ 28
53 4/21(⾦) 北海道⼤学病院⼩児病棟 ジャグリングショー PERFORMER☆KEITA 12
54 4/24(⽉) 静岡県⽴こども病院 コメディジャグリング あまる 19

55 4/24(⽉) ⽇⾚医療センター ⼩児病棟
⼿がたスタンプで鯉のぼり
病院の写真屋さん

坂本和美
⼾取志織

21

56 4/24(⽉) 千葉県こども病院 リクエストで歌って遊ぼう ⽮⽥美麗 14
57 4/26(⽔) ⼤阪市⽴総合医療センター6,7階こども病棟 ⾳楽あそび さとゆか 51
58 4/28(⾦) ⼤阪市⽴総合医療センター 8階児童⻘年精神 さくら8 読み聞かせ＆ミュージック 仮屋園智⼦,豊雅⼦&Satoko 13
59 4/29(⼟) 在宅訪問（東京都練⾺区） 弾き語り＆なんでもリクエスト 眞理さん 3

60 5/5(⾦) チャイルド・ケモ・ハウス 即興演劇 カクテルホイップ 16
61 5/6(⼟) なかのドリーム 弾き語り＆なんでもリクエスト 眞理さん 4
62 5/6(⼟) 東京⼥⼦医⼤キンジストロフィー親⼦の会 ギターと歌で遊ぼう 久末冴⼦＆平原謙吾 40
63 5/8(⽉) ⽇⾚医療センター ⼩児病棟 塗り絵・貼り絵 真鍋⿇⾥ 8
64 5/9(⽕) 慶應義塾⼤学病院⼩児6E病棟 ジャグリングショー Street Performer RYU 7
65 5/11 (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 14
66 5/11 (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 清⽔茜＆狩⾕美穂 16
67 5/11 (⽊) 広島市⺠病院 9A⼩児科病棟 リズムで楽しむコンサート ｱﾙﾊﾞﾙ・ｶｽﾃｨｰｼﾞｮ＆折⽥新 13
68 5/12 (⾦) 神奈川県⽴こども医療センター4南病棟 読み聞かせ 冨⽥泰代 12
69 5/15 (⽉) ⽇⾚医療センター ⼩児病棟 ペーパークラフト 天⽻ひさ⼦ 18
70 5/15 (⽉) 千葉県こども病院 ４階東・４階⻄病棟 美恵⼦＆美麗の歌って遊ぼう！ 堀越美恵⼦&⽮⽥美麗 15
71 5/16 (⽕) 姫路⾚⼗字病院 ⼩児病棟 ジャグリング＆マジックショー たっきゅうさん 20
72 5/17(⽔) ⼤阪市⽴総合医療センターさくら7病棟 バスケットボールパフォーマンスショー フリースタイラーNARI 14
73 5/17(⽔) 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 のず 10
74 5/17(⽔) 兵庫県⽴こども病院 2病棟 ⾳楽あそび さとゆか 27
75 5/17(⽔) 京都⼤学附属病院 いろんな楽器で遊ぼう ⼤橋翔 6
76 5/17(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 20
77 5/17(⽔) 神奈川県⽴こども医療センター5⻄病棟 ⼯作・お絵描き 三輪ゆうこ 7
78 5/17(⽔) 新宿養護学校内ひまわりHAUS ギターと歌で遊ぼう 久末冴⼦＆平原謙吾 12
79 5/17(⽔) こどもっくる バイオリン演奏 斎藤航 30
80 5/17(⽔) 県⽴広島病院きりんさんの会 リズムで楽しむコンサート ｱﾙﾊﾞﾙ・ｶｽﾃｨｰｼﾞｮ＆折⽥新 14



2017年5⽉の活動報告
回 実施⽇ 活動場所 活動内容 担当 参加⼈数
81 5/18(⽊) 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&⻄純江 10
82 5/18(⽊) 慶應義塾⼤学病院⼩児5S病棟 ジャグリング＆マジック Street Performer RYU 18
83 5/19(⾦) 北海道⼤学病院⼩児病棟 バイオリン演奏 斎藤航 13

84 5/22(⽉) ⽇⾚医療センター ⼩児病棟
弾き語り＆なんでもリクエスト
病院の写真屋さん

眞理さん
⼾取志織

50

85 5/22(⽉) 県⽴広島病院 みほ＆あかねのコンサート 清⽔茜＆狩⾕美穂 24
86 5/23(⽕) 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
87 5/25(⽊) ⼤阪市⽴総合医療センター さくら6 さくら7 すみれ7 ⾳楽あそび さとゆか 53
88 5/25(⽊) 名古屋⼤学病院⼩児外科内科病棟 みんなで楽しむ⾳楽プログラム スーハーハー 20
89 5/26(⾦) ⼤阪市⽴総合医療センター8階児童⻘年精神さくら8 ジャグリング＆マジックショー 後藤猛⽂ 12
90 5/26(⾦) 神奈川県⽴こども医療センター５南病棟 塗り絵・貼り絵 真鍋⿇⾥ 9
91 5/27(⼟) 神奈川県⽴こども医療ｾﾝﾀｰ重症⼼⾝障害児施設 ⾳楽とお話の会 冨⽥泰代 27

92 5/29(⽉) ⽇⾚医療センター ⼩児病棟
歌のゆうこお姉さんと翔太お兄さんが
やってきた！ 湯浅ゆう⼦&天野翔太 20

93 5/29(⽉) ⽇⾚医療センター 附属乳児院
歌のゆうこお姉さんと翔太お兄さんが
やってきた！ 湯浅ゆう⼦&天野翔太 31

94 5/29(⽉) 静岡県⽴こども病院 ⾳楽会♫ Bon vivant 22
95 5/30(⽕) 千葉県こども病院ロビー Musica Liberaのピアノ＆フルートコンサート ⾼野千秋＆⽮⽥美麗 40

    合計活動数 95回    合計参加⼈数 1,798⼈
＊2017年3⽉1⽇〜2017年5⽉31⽇（３か⽉間）

●トピックス
3⽉ 1⽇ 認定NPO法⼈申請事務所調査がありました。
3⽉13⽇ 事務局⽉例ミーティングがありました。
3⽉14⽇ 神奈川県⽴こども医療センターボランティア運営会議に出席しました。
3⽉20⽇ 「⼆枚⽬の名刺」コモンズ会議に出席しました。
3⽉22⽇ 姫路⾚⼗字病院と兵庫県⽴こども病院にて導⼊の打ち合わせがありました。
3⽉25⽇ 第２回SHJ全国研修・交流会を開催しました。
4⽉ 1⽇ ⼆枚⽬の名刺キックオフミーティングがありました。
4⽉ 2⽇ 神⼾チャイルド・ケモ・ハウスで活動を開始しました。
4⽉11⽇ 姫路⾚⼗字病院にて活動を開始しました。
5⽉17⽇ 神⼾新聞にて姫路⾚⼗字病院での活動が紹介されました。

兵庫県⽴こども病院で活動を開始しました。
5⽉18⽇ ⽇本財団｢難病の⼦どもと家族を⽀えるプログラム｣ネットワーク会議に出席、2016年度活動報告をしました。

広島県⽴広島病院で活動を開始しました。
5⽉19⽇ 国⽴成育医療研究センター及びもみじの家にて導⼊の説明及び打ち合わせがありました。
5⽉20⽇ ⼆枚⽬の名刺プロジェクト中間報告会がありました。
5⽉22⽇ 国⽴南京都病院にて導⼊の打ち合わせがありました。
5⽉26⽇ 事務局⽉例ミーティングがありました。
5⽉29⽇ 神奈川県⽴こども医療センター５年継続感謝状贈呈式に出席しました。
5⽉30⽇ ⽇本⼤学医学部附属板橋病院にて開始の打ち合わせがありました。

●今後の主な予定
6⽉1〜3⽇ 福岡地区を設⽴、準備
6⽉20⽇ 事務局⽉例ミーティング・アーティスト説明会
7⽉ 9⽇ FIAT Birthday Festa 2017パーフォマンス＆ブース参加
7⽉18⽇ 事務局⽉例ミーティング・アーティスト説明会
7⽉23⽇ 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院の⼩児病棟夏祭りにて活動



●研修会を終えて 
 

              SHJ 理事・コーディネーター・在宅担当／アーティスト ⽮⽥美麗 
2017 年 3 ⽉ 25 ⽇（⼟）、⽇⾚医療センターにて、第２回 SHJ 全国アーティスト研修・交流会が⾏われま
した。北海道から広島まで 68 名の参加がありました。 
今年も２名の外部講師による講義、新地区の紹介や各アーティストたちの紹介など、笑いあり、学びあり、
とても有意義な時間を過ごしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１つ⽬の講演は、千葉県こども病院より医療安全管理室、医療局⻑、そして脳外科医でもある伊藤千秋先⽣
のお話でした。テーマは「ボランティア活動と医療安全」。私たちがボランティアをしていて実際に起こり
うる事故について、医療の⽴場からお話をいただき⼤変勉強になりました。 
医療の⽴場から、ということでとても真⾯⽬で難しいお話に 
なるのかと思いきや・・・千葉県の先⽣、ということで、 
重要なポイントは「某有名テーマパークは千葉県にある」と 
いうこと・・・ここは皆さん、しっかりと抑えて置いてくだ 
さいと⾔われ、会場が笑いに包まれました。 
 
「医療事故」といえば、近年の⽇本でもそう遠くない過去に 
何件か起きています。そして実際の現場では医療ミス以外の 
⼩さな事故・・・例えば親御さんの⼀瞬の⽬の隙にお⼦さま 
がベッドから転落してしまった、といった事故は⼤変多くあ 
るそうです。私たちも病室、個室をまわって活動します。プレイルームでは、⾞いすやバギーに乗って⾒に
来てくださるお⼦さまもいます。⼗分に注意しなくてはならない中、私たちが安⼼して活動できるのは、そ
ばで保育⼠さんや看護師さんがしっかりと⽬を配ってくださっているからだと、現場のスタッフの⽅達への
感謝の思いを新たにしました。 
                また、点滴などチューブを付けているお⼦さまなどは感染しやすいとい 
                うことも教えていただきました。病院内では感染拡⼤を⽌めるためのポ 
                イントがあって、拡⼤は⼀度始まるとグルグルと繋がって広がってしま 
                いますが、そのどこか⼀カ所でも断ち切る事が出来れば、拡⼤は防げる 
                のだそうです。⽇頃の⾃分たちの健康管理ももちろん⼤事なのですが、 
                反対に私たちが感染してしまう可能性もあります。活動に際し、抗体の 
                チェックは徹底していますが、具体的な対策を改めて確認できました。                                                                                              



続いてのお話は都⽴永福学園肢体不⾃由部⾨の松本健太郎教諭。 
「重症⼼⾝障害児への⽀援〜⼦どもたちの困難さに寄り添い、 
やり取りを豊かにするヒント〜」というテーマでお話をいただ 
きました。重症⼼⾝障害のお⼦さんに対し、⼾惑う事があると思 
います。この活動をして、本当に喜んでいただけるだろうか、 
何か反応をしてくれるのだろうか、と、不安になります。 
それだけでなく、そういったお⼦さまたちの多くは「⾃分の意 
思や思いを⾔葉にすることが難しい」といいます。しかし、 
それは関わる側の勝⼿な思いなのかもしれません。なぜなら、 
⼦ども達は相⼿に対してしっかりと「サイン」を送っているから。 
もっとここはこうして欲しい、これがここにあったらラク、といったような、わずかな「サイン」を懸命に
発信していて、それを、私たち関わる側が「⾒逃さないように」することが⼤切であることを教えていただ
きました。⼦ども達の感性は本当に素晴らしいもの。純粋で、⼀途で、確かなもの。そのサインは常に⼦ど 
も達から送られ続けているのだということ。そして私たちはそれを「諦めずに探し続けること」。 
探し続けても、もしかしたら⼦どもの意思と私たちの受け⽌め⽅が違うかもしれない、それでも何度でも探
し続ける。それが、⼦ども達とのやり取りを豊かにするヒントなのだそうです。 
 
また、位置と⽅向を捉えることが難しいお⼦さまもいるということも教えていただきました。 
１枚の紙に景⾊を描く時、私たちは通常、「⼿前の⽅に地⾯」を、「奥の⽅に空」を描きます。が、「⼿前」     
                                                             と「奥」というのが区別しにくいのだそうです。そういった場 
                                                             合は「机の上に紙を置く」のではなく、書⾒台を使って実際の   
                     「景⾊の上と下」と、「紙に描こうとしている上と下」を⼀致      
                      させることで、その感覚がつかめるのだそうです。私たちには    
                      気づかない、当たり前に理解できているであろうことを、難し  
                      く感じる⼈がたくさんいるのだと気づかされました。    
                      すべては「気づきから」。そして「⼦ども⽬線に合わせること」 
                      を常に⼼がけていきたいものです。 
                      様々な⽀援機器の紹介もあり、参加者が熱⼼に⼿に取る様⼦が 
                      印象的でした。 
 
講義終了後は恒例、各地区の紹介コーナー。新しく活動 
の始まった愛知地区、広島地区、そして４⽉から始まる 
兵庫地区の紹介に続き、昨年からのおなじみのメンバー 
に加え、これから活動します！という楽しみなアーティ 
ストまで⼀挙に紹介！紹介時間があまり多く取れなかっ 
たので、各⾃⼰紹介は「１⼈１分ね！」と決めて⾏った 
つもりでしたが、やはりそこはアーティスト。何かパフ 
ォーマンスをしたくなってしまいます。⼀⾔、⼆⾔ずつ 
増えて⾏き・・・やっぱり最後にはいっぱいしゃべっち 
ゃった！というアーティストも⼤勢いたのでは。 
                     
                   研修会終了後に、１階のレストラン「川菜」にて懇親会が⾏われ 
                   ました。お酒が⼊るとやはりアーティスト、「パフォーマー魂」 
                   がますますうずいてきます。昨年同様、関⻄メンバーによる太⿎ 
                   と笛の⾳楽、コンテンポラリーダンスそして広島チームによるラ 
                   テンミュージック、北海道三味線のコラボ。そしておなじみマジ  
                   ックのコーナーではみんなが⼤注⽬で盛り上がり、お酒も会話も 
                   弾み、盛況のうちに終了しました。   



最初はわずかな⼈数で始まったこの団体も今は全国展開。 
昨年も「運営側」として参加させていただきましたこの会ですが、今年は、進⾏の部分についても関わらせ
ていただきました。何度もミーティングを重ね、無事に終了しほっとしました。「⻑かった」という感想も
ありましたが、SHJ の理念が各アーティストや運営スタッフにより深く伝わったのではないかと思っており
ます。そして何よりも、代表の「この活動は絶対に必要な活動！」という熱い想いが伝わって、原動⼒とな
り、全国のメンバーに広がっていき、今まで以上に団結⼒も感じました。 
皆さまからの様々なご意⾒やご感想をもとに、私も精⼀杯頑張っていきたいと思いました。 
そして、代表のパワーに負けないように今後も闘病中の⼦どもたちに本物のアートをお届け出来るよう、精
進してまいります。ご参加くださった皆様⽅本当にお疲れ様でした。 
ありがとうございました。 
 
 

●三輪ゆうこの漫画でスマイリング！その２ 



 

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 東京都杉並区⾼井⼾東 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：21 
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  新宿養護学校内ひまわり 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 コドモックル  
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 広島市⽴広島市⺠病院 
県⽴広島病院きりんさんの会 姫路⾚⼗字病院 兵庫県⽴こども病院 チャイルド・ケモ・ハウス 

在宅訪問 東京都内２カ所   事業年度     10 ⽉ 1 ⽇〜9 ⽉ 30 ⽇ 

年間活動数 322 回 （2016 年実績）   参加者数    延べ 6335 名 （2016 年実績） 

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  
静岡：鈴⽊知⼦     愛知：箕浦恭代   京都：⽥久朋寛    ⼤阪：⻄ 純江    
広島：狩⾕美穂     千葉・東京・神奈川：⽮⽥美麗  福岡：藤原隆幸          

事務局 4 名  アーティスト  120 名  活動アシスタント  10 名 

正会員 13 名  サポート会員  177 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（2017年 6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〜⼀年に⼀度、⽇本中のアーティストとコーディネーターが⼀堂に会する貴重な研修会が終了し、今号はそのご報告が主に
なりました。熱気がお伝えできていたら幸いです。次号は新しく始まる九州地区の活動と現場で活躍するアーティストのご紹介を
したいと思っております。どうぞお楽しみに！                スマイリングホスピタルジャパンスタッフ⼀同 
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