病いや障がいと闘う子どもたちにアートと学びを！
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住所が変わっています。
登録変更お願いします。

“Season’s Greetings”

今年も残すところあと数日となりました。
感染対策に明け暮れた１年でしたが、おかげさまで変化に応じた工夫をしながら、様々な新しい試みに
挑戦することができました。 ひとえに皆様からの応援があったからこそとこころより感謝いたします。
来年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
Special Thanks!
写真はいつも支援いただいているロバートウォルターズジャパン様より、子どもたちへ送っていただいたクリスマスカードです。
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５ SHJ 子どもとアート研究会では

みなさまからのご支援は、アーティストの抗体検査、謝金などの貴重な活動費となります。
引き続き、大切に使わせていただきます。今後とも変わらず応援くだされば幸いです。
年間サポート会員、マンスリーサポート会員ご入会・ご寄付お待ちしています！
マンスリーなら月々500 円（年間 6,000 円）＝およそ活動 1 回１名分のアーティスト・学習支援員謝金＝平均
20 人の子どもに笑顔をプレゼント。詳しくは添付のチラシやホームページをご覧ください。
＊認定 NPO への寄付（SHJ サポート会費も含まれます）は税制優遇の対象になります。
詳しくは、SHJ ホームページ「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。
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メルマガ 9 月号を配信
日大板橋病院小児病棟とオンライン活動「音楽とお話」
「夢中になれる小児病棟」オンライン鼎談イベント開催
SHJ 子どもとアート研究会 zoom 勉強会
オンライン事務局定例会
R3 年度第３回理事会開催（特定資産取り崩しについて）
横浜こどもホスピスボランティア説明会出席
SHJ 子どもとアート研究会 zoom「シンガーソングライターSatoko を囲む会」
神奈川県立こども医療センター重症心身障害児施設“ひまわり”とオンライン活動「沖縄とラテンの音楽会」
日大板橋病院小児病棟とオンライン活動「マジックとパントマイム」
神奈川県立こども医療センター重心施設“ひまわり”とオンライン「高校生向けジャズでおとな時間」
県立広島病院バンビの会訪問活動「アコーディオンとチューバ演奏会」
オンライン事務局定例会
ハートっ子土浦とオンライン活動「絵本とこども寄席」
メルマガ 10 月号配信
R3 年度第 4 回理事会開催（通常総会で諮る R2 年度活動報告書計算書承認について）
神奈川県立こども医療センター重心施設“ひまわり”とオンライン「高校生向けジャズでおとな時間」
日大板橋病院小児病棟とオンライン活動「マジックとパントマイム」
R4 年度第１回理事会
丸善＆ジュンク堂書店渋谷店看護書コーナーにて”いのちの全体性を考える“ブックフェア開始
SHJ 子どもとアート研究会 NPO の広報について勉強会
メルマガ１１月号配信
オンライン事務局定例会

引き続き、温かなご支援をありがとうございます！
Amazon みんなで応援プログラム
このプログラムは、物資の支援を必要としている団体・施設・個人を、Amazon.co.jp を通
じてサポートするシステムです。それぞれの支援先が作成した「ほしい物リスト」から商品を
購入することで、物資の支援が行える、というもの。SHJ は「ほしい物リスト」に、コロナ禍
で必要とする衛生用品をリストアップしていて、SHJ アート＆学びサポート
センターへ、たくさんの品物が寄せられています。
ご支援くださっている方へ、厚くお礼申し上げます。

ロバートウォルターズ様より素敵な X’mas プレゼント！
表紙で紹介したクリスマスカードには、
“You’re so special. Please remember that☺“
“Did you know? The world became so much happier
since you were born ❤”
など、毎年社員の皆様から心のこもった
メッセージをいただいています。 クレヨンのプレゼントもありました。

チクチク会様より
手作り X’mas プレゼント！
夏休みに、動くはらぺこあおむしなどたくさんの楽しい折
り

紙や果物のマスコットをいただきました。 続けて今回は
クリスマスプレゼントとして、ツリーのオーナメントや
クマさんのあみぐるみなど、思わず「かわいい！」と抱きし
めたくなるものばかり。ありがとうございます！
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オンライン訪問 from

SHJ スタジオ
今年 6 月に開始したオンライン訪問。
画面越しでも生き生きとした交流ができるこ
とを実感しました。
子どもたちの表情の変化を紹介できないの
が残念。子どももアーティストも、オンライン
で笑顔が戻りました。
「Satoko&Salt 沖縄とブラジルの音楽！」
夏の名残を南国のリズムで！
9/29 神奈川県立こども医療センター重症心身障
害児施設“ひだまり”

「 西村直人＆coo 絵本と歌のコラボ！」
画面越しのラップ、盛り上がりました！
9/10 日大板橋病院

「石橋和子 Jazzy な音楽で大人タイム」
ディズニーやジブリをジャズアレンジで！
10/12 神奈川県立こども医療センター重症心身障害児施設“ひだまり”
&神奈川県立南養護学校

「マサトモジャのマジック＆パントマイム」
カードマジックも、モジャさんオリジナルシー
ル瞬間移動マジックもすごかった！
10/8, 11/12

日大板橋病院

「 保科琢音 紙芝居と子ども寄席」
オンライン寄席！子どもたち、真剣に聞き入る！

「石橋和子 Jazzy な音楽で大人タイム 2」
高校生以上向け大人のじかんをプレゼント！
11/9 神奈川県立こども医療センター重心施設“ひだまり”

10/23 ハートっ子土浦

zoom 操作＆パペット担当：冨田泰代・平沢ゆかり
-３-

学習支援員✖学びサポート生徒✖アーティストコラボ実現！
在宅医療を受ける重度障がい児を対象とした SHJ 在宅訪問学習支援「学びサポート」の生徒 K くんが文字
盤を使って作成したストーリーが、SHJ アーティストたちの手により、動画として完成しました。 立案からプ
ロデュースまで指揮を執った石橋和子さんが制作への思いを綴りました。
「青いカプセル」制作に関わって
SHJ アーティスト シンガーソングライター 石橋和子
NPO 法人になる前の Smiling Hospital Japan でお手伝いを始めて
から、いつの間にか１０年が経ちました。数年前からは、病院だけでなく自
宅療養中のお子さんを訪問する「学びサポート」の活動にも参加してきま
した。
そこで出会った K 君は、喋れないけど文字盤で言葉を伝える事が出来、
ディズニーランドと音楽が大好きな男の子。彼は、文字盤の文字を一つ一
つ指し示しながら何編もの物語を作っていました。お母さんから、清書
されたクリアファイル 3 冊分もの物語を見せて頂き感動していたら、突然 K 君が「よ・ん・で」と。ところが思
いがけないリクエストに、上手に読んであげられなかった私。せっかくの素敵な物語を「もっと上手な人に読
んでもらってくるから」と、原稿をお預かりしてきました。
早速、初期の頃から活動していたメンバーで、コロナ禍でも会えた声優さんにお願いしたら快く引き受けて
下さり、 しかも一緒に活動している声優さんにもお声掛け下さって、二人で早々にスマホで録音。私も効果
音で参加しました。それを K 君のお母さんにお送りしたら、辛い治療中だった K 君がニコニコになったとの
事。絵があればもっと喜んでくれるかもと、早速同じ様に自宅を訪問する活動に参加されていたイラストレー
ターさんにお願いしたら、これまた快く引き受けて下さり、あっと言う間に紙芝居が出来ました。
すると今度は、K 君が自分で見やすいようにと動画を作る事になり、編集も「私で良ければ。」と声優さんが
引き受けて下さる事に。調子にのった私は歌を作ると、オンラインで病院と繋がって音楽を届けていたミュ
ージシャンに押しかけて、その場で協力を依頼、快諾後、いきなりスマホで録音となりました。
こうして、SHJ で活動している其々のプロの方達が、個人的な繋がりで力を貸して下さって、手作りの温か
い動画が出来上がりました。皆さんお忙しい中、快くご協力頂き本当に感謝です。 完成した動画をお母さん
にお送りしたら、ヘルパーさんはじめ長年 K 君の治療に当たっていたスタッフの方々も一緒にご覧下さった
らしく、 K 君が本当に嬉しそうに笑いながら、時々画面を指さしたり皆の顔をのぞいたりしながら観てくれ
ている動画を返送して下さいました。オマケに、K 君が文字盤で「あ・り・が・と・う」とメッセージを伝えてくれ
た場面もあり、制作メンバー全員が感激しました。
思えば、お互い顔や名前は知っていたものの、具体的に他のアーティストとコラボする事は、今回が初めて
の事でした。コロナ禍でのオンラインミーティングを重ねるうちに声をかけやすくなっていたのかも知れませ
んが、その根底に「病気の子ども達にアートで笑顔を届ける」というミッションを、お互い真摯に続けてきたか
らこその信頼があったからだと思います。１0 年という歳月は、周りの様々な物を変えて
きましたが、このミッションは変わらず、更に多くの「仲間達」と深く広く共有していけたら
と思っています。
その可能性を教えてくれた K 君に、心から感謝です。「あ・り・が・と・う」
青いカプセル YouTube

何があっても、どんな時もこころは自由！

「SHJ 子どもとアート研究会」では・・・
〜アートを介したコミュニケーションを通して、闘病中であっても自分らしく夢中になれる時間を！〜
この研究会では月に１〜2 回の zoom ミーティングを通して活発な交流を行っています。
参加者を随時募集しています。
詳しくは「SHJ 子どもとアート研究会」サイトへ： https://smilinghpj.org/artforkids/
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SHJ アート＆学びサポートセンター日記〜
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◼緊急事態宣言解除後は体調をみてセンターに通って学習！
活動の制限が多い中、通って学習したり音楽を楽しんだりできる場所があると、
生活にハリが持てます。気持ちも切り替えやすく学習へのモチベーションも UP!

◼子どもたちへクリスマスプレゼントが続々到着・・・
支援くださる企業様よりクリス
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◼オンライン訪問＆動画撮影スタジオとして・・・
とても狭いセンターですが、工夫すれば変幻自在の多目的スペース。オン
ライン訪問の日は、アーティスト、MC 担当、zoom 操作担当が毎回早めに
集まって打ち合わせをします。いざ開始となり子どもたちの笑顔が見える
とスタッフのテンションも上がります。今後、オンラインの利点を生かして、
センターを拠点にしながら地区を超えた訪問が叶いそうです。
時にはアーティストがカメラマンと一緒にやって来て YouTube 用の動画
撮影も行っています。

◼教材作成工房にて、「バリアフリーみんなの教材」の研究、
制作が着々と進んでいます。
在宅学習支援で使用しているオリジナル教材は、引き続き大変好評を
いただいています。SMILING STORE で購入いただけますが、こちら
でもお求めいただけます。ぜひ手にとってみてください。

◼アート＆学びサポートセンターでは
「新型コロナ感染予防対策ガイドライン」を設置しその内容に
則り活動しています
感染防止のための基本的な考え方や位置付け、感染
予防対策の体制、そして具体的な予防対策としては、
スタッフの健康管理と事務所勤務に関しての様々な措
置、来訪者対応などについてもまとめています。
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杉並区永福 4-1-9 エイジアームズ 1-B
京王井の頭線「永福町」下車徒歩 1 分
03-6379-0028

連載漫画 ろてんちゃん その１7
〜SHJ アーティストろてんちゃんと猫のスタローの日常〜

「夢中になれる小児病棟〜子どもとアーティストが出会ったら〜」
ブックフェア”いのちの全体性を考える”開催中
丸善＆ジュンク堂書店 渋谷店看護書コーナーにて、
『夢中になれる小児病棟』 著者松本恵里が
“いのちの全体性”をテーマにセレクトした書籍を紹
介しています。
是非お立ち寄りください！！
他書店でも順次開催予定です。
2021 年 6 月 9 日刊行
ニュースレターやメルマガで
・サイズ四六判 200 ページ
お知らせしていきます。
・価格 1760 円（税込）
・出版社 英治出版

事務局頼り・・・

平日勤務に加え２足目のわらじを履き SHJ の発展のために奮闘する

事務局の日常を軽いタッチで赤裸々に語るコーナーを始めました！
今年ももう年の瀬ですね。
去年の１２月から始まったＳＨＪのメールマガジン（自分が配信を担当してます！）も、
１周年を迎えました。
メールマガジンを何人の方に見ていただいたかというのは、こちらでわかるように
なっているのですが好評をいただいているようで、毎回たくさんの方に見ていた
だいております。励みになります。感謝です。
メールマガジンを見返してみると、今年１年は、事務所移転、オンライン活動開始、
代表著書の出版、YouTube を使った活動、子どもとアート研究会立ち上げ等々、
活動の幅を広げる出来事がたくさんありました。
対して自分はこの１年、仕事に忙殺されてやりたいことができなかったなあと
反省多めです。
来年はＳＨＪに負けないよう活動の幅を広げられるように努力です！
事務局 加藤孝佳
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2020（令和 2）年度事業報告

(2020/10/1~2021/9/30)

事業内容

特定⾮営利活動に係る事業
① 病棟や個室を訪問して芸術活動等を⾏う事業
●⽇時︓6 ⽉よりオンラインにて活動
●場所︓希望する病院
●対象者の範囲︓⼊院患児とそのご家族
●従事者⼈数︓7 名
＋訪問代替活動としてアクティビティの提供や YouTube 配信
② 在宅児・者を訪問して芸術活動・学習⽀援等を⾏う事業（学びサポート）
●⽇時︓通年
●場所︓東京都杉並区、練⾺区、世⽥⾕区、中野区
●対象者の範囲︓在宅にて医療的ケアを受ける⼦ども
●従事者⼈数︓7 名
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
●⽇時︓2020 年１２⽉現地訪問１回および 6 ⽉よりオンラインにて活動
●場所︓希望する施設
●対象者の範囲︓施設⼊所、通所児と介助者
●従事者⼈数︓10 名
＋訪問代替活動としてアクティビティの提供や YouTube 配信
※①〜③実地/オンライン訪問実施回数及び対象者合計⼈数︓74 回 延べ 229 名
（2018 年度〔コロナ前〕実績
540 回 延べ 11,622 名）
④ 普及啓発及び情報発信事業
（１）広報活動（ホームページ更新、ニュースレター発⾏等）及び各地への普及活動
●⽇時︓通年
●場所︓事務所
●従事者⼈数︓6 名
●対象者の範囲及び⼈数︓寄付者、会員及び不特定多数
（２）教材、書籍による啓発活動
（３）全国ボランティア研修・交流会は 6 ⽉⽇ 12 ⽇（⽇）にオンライン開催

2020（令和 2）年度収⽀報告
科⽬

(2020/10/1~2021/9/30)

合計（円）

科⽬

Ⅰ 経常収益
１ 受取会費

合計（円）

Ⅱ 経常費⽤
755,638

１ 事業費

２ 受取寄付⾦

2,345,456

事業①病棟

1,830,273

３ スポンサー料

1,000,000

事業②在宅

1,358,233

110,750

事業③施設

1,279,061

事業④普及

2,129,723

４ 受取助成⾦
５ 事業収益
・在宅訪問

63,000

・普及啓発

1,014,900

事業費計

6,597,290

情報発信事業
6 その他収益

2,101,844
経常収益計

2 管理費

1,149,607

7,391,588

Ⅲ 経常外収益

経常費⽤計

7,746,897

当期経常増減額

△355,309

Ⅳ 経常外費⽤
当期正味財産増減額

△355,309

前期繰越正味財産額

10,399,724

次期繰越正味財産額

10,044,415

※「普及啓発・情報発信事業」の収益は、主に、バリアフリーみんなの教材、書籍販売収⼊です。
※「その他収益」の内訳は、主に持続化給付⾦で、SHJ アート＆学びサポートセンター開設に活⽤しました。
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●スマイリングホスピタルジャパン概要（202１年 12 月 15 日現在）
名称
月
1 日現在）

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

所在地

〒168-0064 東京都杉並区永福 4-1-9 1-B 電話/Fax：03-6379-0028 ★新しい住所/番号です。

活動目的

入院児や社会福祉施設入所児・者及び在宅児・者を定期的・継続的に訪問して参加型の芸術活動及び学習活動等
を提供し、豊かな時間と喜びを共有することで、闘病意欲や生きる喜びを持ち続けられるような QOL の向上に寄
与することを目的とする。

事業内容

①
②
③
④
⑤

活動方針

・個別訪問
・参加型活動
・定期訪問
・本物のアート

活動場所
小児病棟：30
施設：15

北海道・東北】北海道大学病院 / 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
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・重症心身障害児施設 / 慶應義塾大学病院 /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 / 特定非営利活動法人みかんぐみ / 千
葉県こども病院 / 筑波大学附属病院おしゃべり会 / 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 / 日本赤十字社医療センター / 同附属乳児院 / 日本大学医学部附属板橋病院 / 茨城県立医療大
学附属病院 / ハートっ子土浦 / 千葉大学医学部附属病院 / 埼玉県立小児医療センター
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 / 名古屋大学医学部附属病院 / 信州大学医学
部附属病院
近畿】大阪市立総合医療センター / 京都大学医学部附属病院 / 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こどもホスピス / 姫
路聖マリア病院ルルド館
中国】県立広島病院 / 広島市立広島市民病院 / 広島県立障害者リハビリテーションセンター若草園
九州・沖縄】九州大学病院 / 久山療育園重症児者医療療育センター / 北九州市立八幡病院
福岡市立こども病院 / 久留米大学病院 / 沖縄県立宮古病院

学びサポート

東京都内 12 カ所

事業年度

年間活動数

74 回 （2020 年度実績）

参加者数

役員

代表理事 松本惠里
副代表理事 瀬戸山あゆみ
理事 谷口明子
理事 平井麻衣子
理事 藤田城治
事務局長 瀬戸山あゆみ
事務局 加藤孝佳 山口英一

事務局
地区
コーディネーター

アーティスト
正会員

法人設立 2012 年 12 月 18 日

認定取得 2017 年 7 月 27 日

病棟や個室を訪問して芸術活動等を行う事業
在宅児・者を訪問して芸術活動・学習支援等を行う事業
病院や施設のホール等で芸術鑑賞などの会を開く事業
普及啓発及び情報発信事業
その他目的を達成するために必要な事業
一人ひとりを大切に。
受け身ではなく子ども自身が主体的に。
見通しを持って活動を楽しみにできるように。生活にリズムを。
質の高いクリエイティブな活動を。

北海道：米澤倫子
長野：小倉輝久
京都：田久朋寛
福岡：田中絵理香

石巻：千葉淳子
東京・神奈川：松本惠里
大阪：西 純江
沖縄：神原紀美代 知明

10 月 1 日〜9 月 30 日
延べ 229 名 （2020 年度実績）

監事 車尾薫

茨城：五十嵐純子
千葉：北畠みゆき
静岡：鈴木知子
愛知：箕浦恭代
兵庫：住野由佳子
広島：田中直子
学びサポート：松本健太郎

160 名

活動アシスタント

19 名

学習支援ボランティア

７名

11 名

サポート会員

2５3 名 11 団体

事務局ボランティア

13 名

ホームページ

http://www.smilinghpj.org

E-mail

info@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

主な使途：アーティスト謝金 抗体検査料 など

協力いただいている企業様・団体様
助成団体

このほか、たくさんの方からご寄付いただいています。個人寄付・サポート会員のお名前は、ホームページに掲載させ
ていただいています。
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