
                ニュースレター創刊！  冬号と秋号を発行します！  
厳しい冷え込みの中、各地で大雪の被害が相次ぎましたが、スマイリングホスピタルジャパンサポーターの皆様、	 

いかがお過ごしでしょうか。	 

活動を開始して５月で２年、法人設立後１年が経ちました。その間、より多くの入院児により充実した活動を提供す

ることを目標に、団体の告知と支援協力の要請を優先させてしまったため、活動報告の発行が大幅に遅れてしまった

ことを、まずはお詫び申し上げます。	 

現在活動している２つの病院では、SHJ の活動が定着し、病棟との連携によりこどもたちやご家庭に大変喜ばれ、病院

からも高い評価をいただくようになりました。活動の発展継続は、皆様からいただいているご支援のおかげと、	 

厚くお礼申し上げます。	 

今年はさらに活動の場が広がります！	 最新トピックスとこれまでの主な活動報告、今後の予定をお伝えします。	 
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ホームページリニューアル！  

トップページの大幅な見直しにより、シンプルで親しみやすいデザインに一新しました。各地の活動の様子をそれぞれ

別ページにて紹介していきます。さらに収支報告など、情報開示により力をいれています。	 

なお、HP 作成に関しては株式会社 OKI ワークウェルのご協力をいただいています。	 

英語ページ開設  

在日の外国の方や海外からの支援、問い合わせもいただくようになり、急ぎ開設しました。日本語ページと合わせて徐々

に充実させます。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 http://www.smilinghpj.org	 

	 

ロゴが新しくなりました！  

これまでの Smiling Hospital Foundationを 
Smiling Hospital Japanに修正いたしました。 
 

病院の真っ白な壁にウォールペイント！  

子ども病院をもっと明るく少しでも楽しい場所にしたい！	 

３月２３日、SHJ の願いがやっと叶います。まずは、神奈川県立こど

も医療センター理学療法室前の待合廊下。痛いリハビリを待ってい

る間、目の前が真っ白だなんてイヤだよね！	 

壁画を担当するのは活動開始直後から楽しい塗り絵ワークショップ

が好評の、イラストレーターの真鍋麻里さん。次回のニュースレタ

ーでその風景をご紹介します。	 

スポンサーの FFIIAATT からの支援が、  

                今年は倍額の 110000万円に！  

フィアットの社会貢献プロジェクト”Share	 With	 Fiat”の支

援を受け、設立時から資金等の協力をいただき、イベントや

ウェブマガジンを通し協働してきたフィアットクライスラー

ジャパン。SHJ への共感をさらに深めてくださり、さらなる発

展と活動拡散に協力してくださることになりました。	 

アースデイ（代々木公園）、チャリティイベント（青山 FIAT	 

CAFÉ）のご案内をお楽しみに。	 

	 １月	 東京新聞に SHJ の活動が紹介されました。	 

	 ３月	 日赤医療センターでの活動を開始。	 公益推進協会「子どもスマイル助成」の交付(30万円)を受けました。	 

	 ４月	 第一回アーティスト交流会，FIAT	 Test	 Drive,	 アースデイ参加	 

	 ６月	 活動開始１周年記念チャリティイベント(FIAT	 CAFFE にて)	 

	 ７月	 全労済地域貢献助成金の交付(30 万円)を受けました。	 

	 ９月	 平成２４年度決算	 	 	 １０月	 平成２４年度理事会	 総会	 	 	 １１月	 平成２４年度事業報告完了	 

１２月	 年末チャリティイベント(FIAT	 CAFFE にて)	 	 	 FIAT シンポジウム（表参道ヒルズにて）	 

	 	 	 	 JP モルガン	 ホリディパーティーにチャリティ参加	 

〜平成２５年  トピックス〜  

  

宮城県立こども病院と  

  京都大学附属病院での活動が始まります！  

この春、スマイリングホスピタルジャパンが少

しずつ活動の場を広げ始めます。まずは仙台と

京都で。それぞれ現地でアーティストと運営担

当者が決まり、現在準備中です。活動報告をホ

ームページにて紹介していきますので	 

どうぞご覧ください。	 

〜最新トピックス〜  
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〜平成２５年  活動報告〜  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

〜平成２４年度収支報告（２４年1122月 1188日法人設立日〜22５年９月３０日）〜  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

神奈川県立こども医療センター  

１月〜１２月（８月７日〜１６日除く）	 

毎週水曜日・・内科系長期入院病棟	 

毎週金曜日・・外科系、救急、骨髄移植、化学療法、精神科、肢体不自由児施設、	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 重症心身障害児施設を順番に１病棟ずつ	 

  

日赤医療センター  

３月１１日〜８月２６日	 

隔週月曜日・・小児病棟	 

９月〜１２月	 

毎週月曜日・・小児病棟	 

                活動内容                      担当アーティスト                                  
  

・マジックコメディアンの手品教室&英語であそぼう	 クラウディ・マルコム	 

・歌とリズム遊び&こどもジャズ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 石橋	 和子	 

・バルーンアートとマジック	 ジャグリングに挑戦！	 ガイ・トタロ	 

・ミニリサイタルと何でもリクエスト&音楽クイズ	 	 堀口	 眞理	 

・歌のおねえさんと、思いっきり歌おう！	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 湯浅	 ゆう子	 

・オリジナル塗り絵と貼り絵教室	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 真鍋	 麻里	 

・トントン版画ワークショップ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ツツミ	 エミコ	 

・一緒に踊ろう！世界のダンス	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 橋本	 幸子	 

・歌と音楽とお話の会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平沢	 ゆかり	 

・お絵描き教室&似顔絵を描いてもらおう	 	 	 	 	 	 坂本	 和美	 

・マジック・ジャグリング・パントマイム	 	 	 	 	 	 久我	 遥平	 

・ドラムサークル	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 三原	 典子	 

・みんなでひとつの大きな絵を描こう	 	 	 	 	 	 	 	 水野	 ぷりん	 

・イベントカードを作ろう！	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 室園	 久美	 

・モンスターになろう！	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 モンスターズ・佐々木	 優子	 

・音楽と朗読劇	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 もっきんぽっと・山中	 一徳	 松丸	 智子	 金野	 恵子	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 石橋	 和子	 バイオリニスト・石内	 幹子	 

	 	 	 ＊毎回活動報告を HP にて行っております。是非ご覧ください！	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 http://www.smilinghpj.org	 

	 

数字で見る SSHHJJ  平成２６年２月現在  

活動病院数 2	 	 活動病棟数 11	 	 登録アーティスト 22	 	 手続き中アーティスト 10	 	 正会員 12	 	 	 

サポート会員 44	 	 寄付件数（個人	 企業含め）60	 	 	 助成獲得件数 4（応募 7回のうち）	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 収入	 	 （単位：円）	 

★設立時繰越金.	 	 	 	 	 	 9,778	 

★会費	 	 	 	 295,000	 

★寄付金	 	 1,060,993	 

★助成金	 	 	 	 600,000	 

利息	 	 	 	 	 	 	 	 	 33	 

合計	 	 1,956,026	 

星 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 支出	 	 	 	 	 	 （単位：円）	 

★事業費（アーティスト支払

い、交通費、抗体検査、楽器な

ど備品、クラフト材料等）	 

	 1,022,778	 

★管理費	 	 	 	 102,412	 

★次期繰越金	 	 	 	 830,836	 

合計	 	 1,956,026	 

基本的に午後２時から４時の訪問で、前半

に比較的体調のいい子どもたちの集団活動

を病棟プレイルームにて、後半はベッドサ

イドで活動できる子どもを個別に訪問して

います。毎回、お母様の参加を含めて１０

名〜２５名の参加です。子ども、ご家族、

各病院スタッフへアンケートをとりまし

た。皆さまの声を HP にてご覧ください。	 
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アーティストから  〜活動を通して〜（SSHHJJアーティストのメッセージを各号にて紹介します）  

重い難病を抱えた子供達と初めて会った時、正直どこを見て良いか戸惑った自分がいました。それほど、子供達は	 

痛々しくて、あまりにも自由から遠ざけられているように見えました。ドキドキしながら歌い始めると、彼らは手や

足の指先をピンピコ動かしたり、キョロリと目を動かしたりして、一生懸命聴いている事を伝えてくれました。なん

というピュアな感性でしょう。それ以来、子供達と会うのが楽しみで、幸せな時間を一緒に過ごさせていただいてい

ます。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 シンガーソングライター	 石橋和子	 

東京都に提出した収支報告は HP にて公開していますのでご覧ください。収入は、約７０％が会費と寄付金が占め、

団体の目的である事業費として使用しています。引き続き皆様からのご支援を大切に、入院中の子ども達に寄り添い、

発展できるよう、地道な活動を積み重ねながら運営して参ります。公益性と情報公開を大切に透明性のある NPO とし

て取り組んで参ります。今後もご協力いただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。	 

★次号は７月を予定しています。住所等連絡先が変更になった場合はお知らせください。	 	 	 文責：松本惠里 


