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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「南国のサウンドをオンラインで！」沖縄、そしてブラジル🥁
夏を先取り！。 SHJ では、高校生以上向けのプログラムもオンラインで届けています。
この日の活動は子どもたちと沖縄のアーティスト、そして東京のアーティストのコラボレーション。
沖縄の島唄やブラジルのサンバで、スタジオと病棟が一体となりました。施設のスタッフも SHJ のスタ
ッフも一緒に歌って踊って、それはそれは賑やかに盛り上がりました。
（5/18 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 College にて）
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みなさまからのご支援は、活動費や SHJ アート＆学びサポートセンター＆スタジオ維持費等として
大切に使わせていただいています。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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神奈川県立こども医療センターボランティア運営会議出席
メールマガジン 3 月号（vol.16）配信
改正個人情報保護法研修会参加
広島蔦屋主催オンライン鼎談イベント
学研「みんなの特別支援教育」連載開始 4 月号発刊
SHJ 子どもとアート研究会「病棟保育士を囲む会」
R3 年度第２回理事会オンライン開催「役員変更について」
オンライン事務局定例会
オンライン事業復活支援金解説セミナー参加
学研「みんなの特別支援教育」 5 月号発刊
事務局定例会
認定 NPO 更新申請
事業復活支援金申請
SHJ 子どもとアート研究会「水引結びワークショップ」
メールマガジン 4 月号(vol.17)配信
東京都社会福祉協議会発行「福祉広報」にてインタビュー記事
SHJ 子どもとアート研究会「音楽療法士を囲む会」
学研「みんなの特別支援教育」 6 月号発刊
事業復活支援金受領
メールマガジン 5 月号（vol.18）配信
SHJ 子どもとアート研究会「オンライン訪問見学会」

活動回数
３月
オンライン訪問

３回

学びサポート

３回

病院訪問

１回

４月
オンライン訪問

４回

学びサポート

６回

病院訪問

１回

５月
オンライン訪問

４回

学びサポート

９回

病院訪問

１回

季節のバルーンお届けご報告！
クラウンぴのこが手がける、
季節のバルーンプレゼントです。
3 月のバルーン
仲良く寄り添ったお内裏様とお雛様、素敵ですね！

絵がぜ〜んぶお寿司！

４月のバルーン
満開の桜。
病棟に春をお届け！

手巻き寿司アーティスト
津葉木茶々さんから絵本のプレゼント
クラウドファンディングに挑戦して出版を果たした茶々さんから
病院、施設へプレゼント。活動場所へ順次郵送します。
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連載漫画 ろてんちゃん その１8
〜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〜
出版から 1 年、ご愛読いただき、ありがとうございます！
小児医療現場にさらなる変革を！と願いながら昨年 6 月 9 日に
刊行した「夢中になれる小児病棟」。
おかげさまで、小児看護や病棟保育士を目指している方、障害児
支援の現場で頑張っていらっしゃる方など多くの方から共感をい
ただき、嬉しい感想をお寄せいただいています。一部紹介します。
🌀たくさんのことを学び考え方を変えさせてくれた
🌀辛い治療に取り組む子どもの様子から勇気をもらえた
🌀全ての人に一読してもらいたい本
🌀子どもの可能性に改めて気づいた

現場に携わる方はもちろん、様々なに読んでいただきたく思って
います。
トピックとして、「小児の心臓移植」や「病気の告知」について、
また、「病児のきょうだいを取り巻く課題」など綴っています。
医師や病棟保育士、そして SHJ アーティストや SHJ 地区コーディ
ネーターによるコラムも掲載しています。

・サイズ四六判 200 ページ
・価格 1760 円（税込）
・出版社 英治出版

アマゾンサイトで 28 個のコメントと星５つの評価をいただいています。
ご参考の上、ぜひご一読ください！
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SHJ 子どもとアート研究会活動報告
昨年６月に立ち上がった「SHJ 子どもとアート研究会」
これまでの内容をご報告します。

１ 2021.６.２０

顔合わせ

2 ２０２１.６.２７

「小児科医と病棟保育士を囲む会」
〜現場から意見を聞きながらコロナ禍でできることについて

３ 2021.7.4

〜コロナ禍の活動の工夫〜について

４ 2021.8.1

病院との連携を通した現段階での成果を発表

５ 2021.8.22

「絵本で子育てセンター 絵本講師 SHJ アーティスト益井美優紀さんを囲む会」

６ 2021.8.29

SHJ 茨城コーディネーター五十嵐純子さんによる「最近のオンライン活動
＠ハートっ子土浦の報告会」

７ 2021.9.12

「制作系のアーティストがコロナ禍でできることはなんだろう？」

８ 2021.9.26

「シンガーソングライター SHJ アーティスト Satoko を囲む会
〜音楽の不思議とミラクル」

９ 2022.10.17 「子どもの可能性、支援者の可能性」 〜「青いカプセルの巻」動画制作を通して〜
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10 2022.11.7

振り返り会

11 2022.11.21

「NPO の広報と運営について」

12 2022.12.5

「NPO の広報と運営について Vol.2」

13 2022.12.19 ファンを増やすには？
14 2022.1.23

今年の活動について

15 2022.2.6

企業の CSR 部門向けに NPO としてできること

16 2022.2.20

シミュレーション花火様より病棟で花火大会の提案を聞く会

17 2022.3.20

「病棟保育士 松田温子さんを囲む会」

18 2022.4.23

SHJ アーティスト滝沢孝子さん、美優さんによる
「水引結びワークショップ」 制作系アートを病棟に届けるために・・・

19 2022.5.10

「音楽療法士 西村直人さんを囲む会」

20 2022.5.23

「オンライン訪問見学会」

医療にアートを届け続けたい！
〜アートは人を幸せにする〜、という理念で動き始めた研究会。 長引くコロナ禍において、現場
を訪問せずにどのようにして病院や施設の子どもたちにアートを届けられるかを、現場の専門家
や外部の提案者などを囲みながらミーティングを重ねています。アーティストを囲む会やワークシ
ョップを通して、SHJ の活動を実感する機会もたくさん作っています。
その結果、SHJ スタジオから発信するオンラインライブの実施と、その内容と質の充実がこの 1 年
で叶いました。さらなる工夫に向けてミーティングを重ねています。

メンバー募集中！
メンバーは SHJ アーティストはじめ、会社員、医師、学生など様々。濃く関わる方からミーティン
グには参加せずに会の活動をフォローするだけの方も含め、現在３1 名です。
活動だけでなく、広報や運営について関わりたいと思ってくださる方も大歓迎です。
SHJ の活動に直接関われるマンスリーサポーターとしての意味合いもあり、年間サポート会員、
マンスリーサポーターからの移行も受け付けています。
月々550 円の参加費は、本会や SHJ スタジオの運営費として
大切に使っています。
会について詳しくはサイトをご覧ください→。
info@smilinghpj.org へのお問い合わせもお待ちしています。
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ペーパークラフトで活動に参加している 天羽きりさんより
メッセージとペーパークラフトのご紹介
天羽きり
出版社勤務時代と商品プランニングの仕事の中で
興味を持ち、作り始めたペーパークラフト。
より多くの人に使ってもらおうとフリーダウン
ロードのサイトを展開しています。

ペーパークラフト フリーダウンロードサイト
https://www.baribarikun.com

「スキマ」を遊ぶ
子どものころ、朝刊が来るのが毎日楽しみでした。記事が…ではありません。折り込みチラシです。その裏面がお
絵描きに使えるので。今はすっかり減ってしまいましたが、割りばしの紙袋もちょっと変わった折り紙やあみだく
じ、六角返し（今回ご紹介するパズル）にピッタリで、これも楽しみな材料でした。友達と 3 人、何して遊ぶ？何にも
ないけど…な時、じゃあトランプ作ろう、とノートを手でちぎって鉛筆書きのトランプを作りました。めちゃくちゃな
キャラのジョーカーやジャックはゲームそのものよりも大盛り上がりにしてくれました。そんな暮らしの小さなスキ
マで遊んでいました。
入院中の子どもたちは不安で退屈な時間を強いられています。そんな子どもたちに、
ちょっとしたスキマ時間を楽しく遊ぶお手伝いができればと思っています。小さな
紙切れから思いがけない動きが生まれること、手を動かして自分で作るって楽しい！
ということも伝えられたらうれしいですね。
スマイリングの活動は、たとえば医療機器の機械音が前に聞いた音楽のリズムの
ビートと重なったり、暗闇の中に朗読に出てきた登場人物を見つけたり。そんな
スキマ遊びにも繋がっているのではないかしらと思っています。
六角返し（ニワトリ）
くるっくるっと絵が変わります。

ペーパークラフトのこと
コロナで籠っている時にサイトを整理しました。
いろんなペーパークラフトをダウンロードでき
るようにしてあります。自分で描いたイラストや
写真を使って、オリジナルの神経衰弱やパズル
も作れます。スマイリングの活動でも、子どもた
ちのオリジナルを作ってほしいなと思うのです
が、時間的になかなか難しく、作り方を伝える
だけになってしまっていて、いつも心残りです。
これもこれからの課題です。
（あ、これをご覧のみなさん、お時間のあるとき、
ぜひサイトに行ってオリジナルを作ってみて
ください。）
オリジナル神経衰弱
イラストや写真を 6 点選んで、オリジナルの神経衰弱を作れます。

それよりも何よりも、コロナで子どもたちと会えないのが本当
に残念ですね。会って話をするって、こんなにも大きなことだっ
たのだと実感しています。コロナが収束して、またみんなに会っ
て楽しく活動できるのを心から待っています。（皆さん同じ想い
だと思います。）
指にんぎょう おはなしの動画と一緒に遊べます。
☆今回みなさんにもペーパークラフトを体験していただけるよう、1 ページを使わせていただきました。ぜひトライして
みてください。
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1. 形に切る

たにおりせん

2. 半分に折る

toＢ
A

A

toA

B

3. 図のように

4.くるりと回して
六角形を作る

A

ペーパークラフト

この ２枚を開き、裏に
のりをつけて、白い三角の
面（A と A、B と B）に貼る

B-back

六角返し作り方
Youtube

● 真ん中が山になるようにつまんで、

A

やまおり→たにおり→やまおり…と、
アコーディオンのように 三角に折る

山の真ん中から開くと、
絵が変わるよ！

ぱくぱくカラス
折って 開く。
もう片方も
折って 開く

2 中心せんに あわせて、3 同じように
左右を折って開く

反対がわも 折る

A

1 半分に

4 線に沿ってこんな

ふうに折って・・・

7 下のくちばしを

下に 半分に 折る

5 半分に 折る

6 中に かくれている

8 図のようにくちばしを

左右半分ずつ折り目をつける

●羽を動かしてね

三角の 部分を図のように
外がわに 開いて、羽を つくる

９くちばしが前に、

B

おしゃべりするよ！

A

B

やまおりせん

A

六角がえし

羽が後ろに来るように
半分に折る

●スマイリングホスピタルジャパン概要（2022 年 6 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

2５8 名 13 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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