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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。 
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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。 

発行：2022 年 9 月１5 日 東京都杉並区永福 4-1-9 1-B 「スマイリングホスピタルジャパン事務局」 

Tel/Fax: 03-6379-0028   E-mail: info@smilinghpj.org 

HP : www.smilinghpj.org 

 

大道芸人あまるさん、オンラインでも大活躍！ 

 

 

愛嬌たっぷりあまるさんのひょうきんな笑顔はみんな大好き❣  

子どもたちの期待と応援に応えて頑張った難易度の高いジャグリングは大スペクタクル！！！ 

（静岡県立こども病院、日大板橋病院などで活動） 
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● 6/  7 

● 6/  8 

● 6/  9 

● 6/ 16 

● 6/ 21 

● 6/ 29 

● 6/ 30       

● ７/  2 

● ７/ 18 

● 7/ 23 

● ７/ 24 

● 8/  9 

● ８/ 16 

● ８/ 22 

● ８/ 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

SHJ 子どもとアート研究会「子どもの夢叶えよう」 

第１回 SHJ オンラインおしゃべりカフェ 

学習支援員連載・学研「みんなの特別支援教育」7 月号発刊 

メールマガジン 6 月号（vol.19）配信 

コープ共済店長交流会にて代表登壇 

日本財団「難病の子どもと家族を支えるプログラム」会議出席 

SHJ 子どもとアート研究会「SNS のチカラ」 

メールマガジン 7 月号(vol.20)配信 

小児の在宅医療を考える会 代表講演＆アーティスト演奏 

オンライン事務局定例会 

SHJ オンラインおしゃべりカフェ 

学習支援員連載・学研「みんなの特別支援教育」 9 月号発刊 

メールマガジン 8 月号(vol.21)配信 

事務局定例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/6〜2022/8 活動＆トピックス 
                    

活動回数 

6 月 

オンライン訪問   

学びサポート    

病院/施設訪問       

7 月 

オンライン訪問   

学びサポート    

病院/施設訪問      

8 月 

オンライン訪問   

学びサポート   

病院/施設訪問        

 

 

6 回 

15 回 

0 回 

 

3 回 

9 回 

2 回 

 

2 回 

2 回 

5 回 

 

 

6/10 お話と工作＠日大板橋病院 
by 絵本専門士 近藤麻智子 

7/25 リクエストパーティ＠静岡県立こども病院 
by ピアノスト 湯浅玲子 from 広島 

6/25 お話＠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 
by 声優 平沢ゆかり＆冨田泰代 

8/12 水引結びワークショップ＠日大板橋病院 
by 水引アーティスト 滝沢たか子＆美優 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

現地訪問少しずつ・・・ 
                    

7/13 NPO 法人ひまわり Haus Project Team  

(重症心身障害児・肢体不自由児の放課後活動)＠新宿区立新宿養護学校 

放課後子どもひろばにお邪魔しました。コロナ禍の影響を受けお休みしていたひまわり Haus が 7 月に活

動を再開！まず SHJ の活動を！と呼んでいただきました。 

もっきんぽっとの音楽紙芝居が、約２年半のお休みを経て活動させていただき、楽しんでいただきました。

子どもたち、ひまわりのスタッフの皆さんから大きな希望と励みをいたいたひとときでした。 

 

7/27, 8/17, 19 中野ドリーム 「おでんくらぶ」 

(重症心身障害児の児童発達支援と放課後等デイサービス) 

夏休みのイベントとしてお邪魔しました。声優によるお話の会、音楽紙芝居、歌手＆遊び歌アーティストによ

る絵本と歌のコラボで、少しずつふれあいの活動ができるようになっていることを実感した活動でした。 

 

8/1, 3, 10 ハートっ子土浦 

(児童発達支援と放課後等デイサービス) 

オンラインと訪問の組み合わせです。アシスタントが現場にて、そしてアーティストが工房からオンラインで、 

ハートっ子の看板作りのお手伝いをしました。 
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学びサポート報告 活動の様子を報告書より抜粋してお伝えします。 
                    

Tuesday 26 July 2022 (0N さん)                               担当：奥山 

数学（除法） 

前回の約束通り「割り算」「除法」に取り組みました。 

私自身、小学校の時に割り算の筆算の訳がわからなくなって「のこ勉」させられたことを今でも覚えて

います。どちらかというと思い出したくない記憶のひとつです。だからこそ、自分がなじめなかったり

興味が持てない（注意を向け続けられなかった）やり方は止めて、もっと面白いものを探すことにしま

した。 

ネットで探してみると、乗法と除法が「仲間」であることをわかりやすく示す定規を考えた方がいらっ

しゃいました。この定規を借り Keynote で示すことにしました。ON さんの集中力はすごく、目を大

きく開いて keynote の画面を見ながら聞いていました。本当に数学に興味があって知りたいんだと

いうことが伝わってきます。 

次回は余りのある除法の学習に取り組むことを約束しました。 

 

Tuesday 26 July 2022(FKK さん)                                       担当：三輪 

美術（海のプレートの製作） 

 透明プレートに波型に切ったマスキングテープを貼りました。 

プレートをつかんでもらい感触を確認、補助をしながら 

マスキングテープを右手でこすって貼りました。次に、 

プレートに絵の具をスポンジで塗りました。 

テープを剥がし海の完成。中央に大好きな元嵐の大野くん 

の切り抜きを貼り、他貝やキラキラのパーツをレイアウトして 

貼り完成させました。 

 毎回、華子さんの選択や意思表示の読み取りが、 

わたしのひとりよがりになってないか模索中です、 

まだ続けて 4 回なので難しいところです。 

お母さんやヘルパーさんとワイワイ楽しむのも大切にしながらやっていきたいと思います。 

可能な限り、ゆっくりとしたやりとりを重ねながら華子さんと交流していけたらと考えています。 

 



現地訪問できない中、力を入れているのはオンライン活動だけでは 

ありません。この度、SHJ ちくちくチームを結成し、 

子どもたちが手作りできるようなキットを作成して順次病棟へ送る、 

という活動を始めました。 

裁縫の得意なボランティア数名がある工程までを自宅でちくちく。 

その後、事務所で作り方の説明や材料を封入して１人分ずつセットします。 

病室で針を使う必要がないように、なるべく子どもの独自性を 

発揮できるようにしよう、などと話し合い工夫しました。 
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SHJ ちくちくチーム結成！ 
                    

ちくちくチームがまず手掛けたのが、スマイリングホスピ

タルジャパン公式キャラクター、スマホジちゃんのマスコッ

ト人形です。身長１2 センチ、ストラップ付き。 

自由な発想で顔を描いたりフエルトをカットしてデコし

たり。 

楽しんでくれるといいな、と思いながらこの記事を書いて

いるところへさっそく写真が届きました！ 

 

🌀自分の好きなように工夫して作ることができる！ 

🌀キワニスドールのような存在！ 

🌀手術室まで持っていく子も！ 

🌀え？看護師さんも欲しいって？  

  

嬉しい報告続々です。 

小児病棟、施設の関係者の方、お問合せはこちらへ。 

info@smilinghpj.org 

スマホジちゃんマスコット誕生‼ 

                    



現場と一致団結して 

１回の活動に対して、病棟保育士や病院ボ

ランティアコーディネーターと、当日直前も

含め数回の打ち合わせをします。必要な材

料などはあらかじめ病棟へ送ります。バルー

ンに空気を入れておくなど、時には保育士

さんに前もって途中まで準備いただくこと

もあります。事前に保育士さんが試しておい

てくださると当日子どもからの“よくある質

問”に対応できます。子どもが好きな色など

を選べるように、人数の数倍の準備をする

こともあります。また、リクエストを事前に募

り、お誕生月の子をリストアップし、名前を

呼びやすいように名札を子どもの肩あたり

に貼っておくなど、細かな保育士さんの配

慮と協働作業で毎回が充実の活動です。 

とにかく子どもたちが参加しやすいよう

に、現場と SHJ アーティスト＆スタッフが団

結します。私たちは不安なく活動できるし、

子どもたちは安心して楽しむことができま

す。 

カメラ２台で場面切り替えも自在 

制作系の活動の場合はカメラを２台用意し

ます。 

実際の作り方の場面では手元用カメラに切

り替えアーティスト側からのアングルで手前

から写すことで子どもたちに作り方がよく

見えるようにします。 
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オンラインの可能性 

参加型を意識しこれまで実施した活動は、 

リクエストパーティー 

リズムの掛け合い 

みんなでラップ！ 

レッツダンス！、福笑い 

影絵当てクイズ 

バルーン犬を作ろう 

一緒にマジック 

水引結びワークショップ 

シミュレーション花火大会 

そのほか、作品を作って紹介し合ったり、お誕生月の子をみんな

でお祝いしたり、決して劇場型でないところがご家族や病棟スタ

ッフも含めて喜んでくださっている理由です。 

 

こだわりはなんと言っても参加型！ 

オンライン訪問を開始してからまる１年が経ち、zoom や機材の設定、

カメラや音声の切り替えなどに工夫を凝らしながらさまざまな活動を

届けることができています。 

参加型を一番のこだわりとしているから、企画と準備は念入りに、当日

の活動は非常にダイナミックです。 

試練が与えてくれた可能性と伸びしろ 
〜代表ブログより〜 

                    

「仕方ない」から「ならでは」へ 

モニターという平面に映る互いの顔や表情、動きは、当然 

実寸より小さく見えるし、やりとりに多少の時差が生じます。

温もりも奥行きも遮断され、ちょっとした間合いも測れず空気

も読めず、２年半前まで触れ合うことができていた頃に比べれ

ば歯痒さは拭えません。 

しかし、こうして双方向に思いを伝え合ったり一緒に歌ったり

踊ったりおしゃべりしたり、ベッドで共に過ごす仲間のぬいぐ

るみを紹介してくれたり、オンラインで味わえるダイナミックさ

に気づきます。 

“仕方ない”から“オンラインだからこそできる！”へ。 

例えば、東京のスタジオを中継して広島から神奈川の病院へア

ーティストが訪問する。子どもは、新しいアーティストとの活動

を味わう。アーティストは今まで訪問したことがなかった病院

を訪問してこれまでよりも多くの子どもへアートを届けること

ができる。感染症対策のためになかなか見学できなかった

SHJ スタッフはオンラインなら子どもとアーティストの出会い

と活動の様子を見ることができる。 

遠く離れた場所から時空を共有できます。 

障壁は新たな実践の母 

困難を乗り越えるための閃きと粘り、次から次へと芽生える

アイデア、そして実際に行動するバイタリティは、私たち団体ス

タッフや現場のスタッフにとってコロナが気づかせてくれた伸

びしろです。新たな困難に対処できる自信もちょっぴりつきま

した。１年間、代替活動として行ってきた実践は、困難が必要を

生み、新たな工夫と知恵に向かった結果です。 

誰一人取り残さない持続可能な社会に向けて、可能性は広が

ります。 
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連載漫画 ろてんちゃん その１9  
〜SHJ アーティストろてんちゃんと猫のスタローの日常〜 

                    

編集後記・・・ 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です！                    
                    

皆さんこんにちは、事務局のせとやまです。 

毎日暑いですが、夏バテしていませんか。 

リモートワークが日常になって仕事ではどんどん文字を紙に書くという機会が減りました。

紙に出力して確認・校正することもめっきりです。それはそれで便利で大賛成！なんです

が、なぜかアナログから離れられない私。もはやペンケースも手帳も時計も持ち歩かなく

ても困らない「はず」なんですが。これに加え紙の本を持ち歩くという・・・オートマティック

筋トレは継続中です（笑）ただでさえ暑いのに。 

どうも便利ということだけでは私の行動は変わらないようです！ 

みなさんは、そのようなこと、ないですか！？ 

 そして最近はじめてしまった万年筆は、まだまだ使いこなせていませんが、楽しいんだよ

なこれ！！このままインク沼と紙沼は決定でしょうか・・・。 

 

 おまけ・・・事務局長のお気に入り 

暦の上ではもう秋。しかしまだまだ残暑が厳しいですね！ 

南国 鹿児島県出身の事務局長から、部活帰りに頬張った思い出詰まる「し

ろくま」の（写真の）プレゼント。最近はコンビニでも見かけるほど全国的に

人気になった「しろくま」は、かき氷に白蜜と赤蜜、そしてチェリーやレーズ

ンがトッピングされていて、見た目が、白熊の顔に見えたことが「しろくま」

という名前の由来とか。 

 



  

名称  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  法人設立 2012 年 12 月 18 日    認定取得 2017 年 7 月 27 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 病棟や個室を訪問して芸術活動等を行う事業 

② 在宅児・者を訪問して芸術活動・学習支援等を行う事業 

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 

④ 普及啓発及び情報発信事業 

⑤ その他目的を達成するために必要な事業 

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。生活にリズムを。 

・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 

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 15 カ所   事業年度     10 月 1 日〜9 月 30 日 

年間活動数 74 回 （2020 年度実績）   参加者数    延べ 229 名 （2020 年度実績） 

役員 

 

事務局 

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      監事 車尾薫 

事務局長 瀬戸山あゆみ   事務局 加藤孝佳  山口英一    

地区 

コーディネーター 

北海道：米澤倫子   石巻：千葉淳子         茨城：五十嵐純子       千葉：北畠みゆき    

長野：小倉輝久     東京・神奈川：松本惠里   静岡：鈴木知子         愛知：箕浦恭代    

京都：田久朋寛     大阪：西 純江         兵庫：住野由佳子        広島：田中直子   

福岡：田中絵理香    沖縄：神原紀美代 知明   学びサポート：松本健太郎          

 アーティスト  160 名  活動アシスタント  19 名  学習支援ボランティア  ７名 

正会員 11 名  サポート会員  2５8 名 13 団体  事務局ボランティア 13 名 

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 助成金    主な使途：アーティスト謝金 抗体検査料 など 

 

●スマイリングホスピタルジャパン概要（2022 年 9 月 15 日現在） 

月 1日現在） 

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。 -8- 


