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うみとそらのおうち　1歳になりました
The Ocean and Sky Children’s Hospice in Yokohama is celebrating its first anniversary

 First, thank you for your continued and ardent support, 
we are able to celebrate the first anniversary of our project 
today. Many happy memories are accumulating in the hearts 
of the children and families who utilize the center, as well as 
in our hearts.
 Since the inception of our project, we have had many 
visitors from the local community. Some of them are joggers 
who pass by our house curious about what we do, and some 
neighborhood children come to play on the swing at our 
premises daily. We also had opportunities to speak at nearby 
universities and the local community about our project.
 Moreover, in September, we had local supporters take 
on a challenge to raise money through crowdfunding which 
enabled us to set up two merry-go-rounds here, bringing two 
fantastic days for the children.
 One of the characteristics of children’s hospices that were 
originally initiated in the UK and spread to the rest of the 
world is “facilities that are open to the communities”. Slowly, 
but surely we are becoming a locally-supported project and 
we strongly believe that more projects like ours are needed.
 However, at the current moment, there are no sections 
in the ministries of the Japanese government that provide the 
needs of children’s hospices, supporting the children under 
medical treatments. There are only 3 institutions that call 
themselves children’s hospices in Japan. The reality is that 
they must contrive ways to operate their daily activities all 
on their own. Some of them operate with hospitals attached, 
utilizing social systems such as healthcare and nursing-
care programs. On the other hand, there are others like our 
program whose operation depends solely on donations from 
local communities.
 To seek a uniform structure and to promote the spread of 
children’s hospices, children’s hospice groups have aligned 
to form the “National Children’s Hospices Support Council” 
whose main purpose is to make formal requests to the 
Ministry of Children and Families that will be established in 
the Japanese Government in April of next year. Furthermore, 
some Diet members launched the “Diet Members Federation 
Assisting Children’s Hospices” and the federation and we 
successfully held an inaugural ceremony on November 17. 
Going forward, the new federation will put together requests 
made by the existing children’s hospices and organizations 
that plan to open a facility, and formally present them to the 
Ministry.
 We are humbly proud that our project, which began in 
Yokohama, has triggered a series of meaningful waves of 
these trends. 

　いつもご支援ありがとうございます。お陰様で
開所より１年が過ぎました。たくさんの楽しい思
い出が利用する子どもと家族、そして私たちの心
に積み重なっていきます。
　開所してから多くの地域の方々が見学に来られ
ました。うみとそらのおうちの前をジョギングや
散歩で通る人が気さくに声をかけてくれてどんな
施設なのか尋ねられます。近所の子どもたちは毎
日のようにお庭のブランコに乗りに来ています。
また、近くの大学や地域コミュニティーでの講話
もさせていただきました。9月には地域の支援者
の方が「うみとそらのおうちにメリーゴーランド
を！」とクラファンに挑戦し、夢のような 2 日
間を届けてくれました。英国から世界に広がって
いるこどもホスピスの特性の一つが「地域に開か
れた施設」であること。私たちも少しずつではあ
りますが地域への理解が広がり、地域に支えられ
た施設になっていることを嬉しく実感すると同時
に、もっとこうした場所が必要だと感じています。
　しかし、わが国の省庁には療養生活を支える支
援施設こどもホスピスの窓口がありません。全国
にもこどもホスピスと名乗っている施設は 3か所
しかありませんし、病院併設で医療費や介護福祉
サービス等の社会制度で運営しているところと、
うみとそらのおうちのように制度を使わず地域
からの寄付等の支援で運営しているところなど、
様々な形態の施設が、工夫しながら運営している
のが実態です。そこで、こどもホスピス関連団体
が連携し、来年 4 月から設置されるこども家庭
庁にこどもホスピス普及に向けた要望をしていく
「全国こどもホスピス支援協議会」が発足しまし
た。国会議員側でも「こどもホスピスを応援する
議員連盟」ができ、去る 11 月 17 日に共同で発足
式が執り行われました。今後は全国のこどもホス
ピスの事業所と開設を目指している団体と共に国
への要望をまとめていくことになります。横浜に
開所したことがこのような流れの大きなきっかけ
にもなりましたことを報告させていただきます。
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ホンモノの車をキャンバ

スに自由にメッセージ

や絵が描ける「おえかき

カー」がうみとそらのお

うちのお庭に登場！

（ウエインズグループ）
「ちいさなマルシェ」

ではベーカリーハウ

スアオキさんの焼き

菓子や、手作り雑貨、

うみそら特製どら焼

き、地元野菜の販売

も行い、大盛況でし

た。

開所 1周年記念イベント

うみそら 1st アニバーサリー
 　「横浜こどもホスピス～うみとそらのおうち」は、11 月 21 日に開所 1 周年を迎えました。オープン

してからご利用のお子さんやご家族からさまざまな事を教わり育てていただいた 1 年でした。支援者様、

ボランティアの皆さま、医療機関や地域の皆さま、支えてくださったすべての皆さまへの感謝の気持ちを

込めて、1 周年記念イベント“うみそら 1st アニバーサリー”を開催しました。

　11 月 22-23 日の 2 日間、オープンハウスイベントとして、ご利用いただいたお子様やご家族との思

い出の場面や地域、企業、ボランティアの皆さまと一緒に築いた私たちの 1 年の活動写真を展示しました。

休眠預金活用事業

うみそら写真展（2022.11.22-23）



たくさんの方にご来訪いただき、1 周年をお祝いしていただきました。写真の提供にご協力くださっ

たご利用者の皆さま、ご来場いただきました皆さま、お祝いのお花やメッセージをいただきました皆

さま、本当にありがとうございました！

かながわボランタリー活動推進基金 21協働事業負担金対象事業

1 周年記念特別対談

　愛媛県今治市で地域とつながりながら新しいコミュニ

ティを形成されている岡田氏から昨年横浜市金沢区に開

所した「横浜こどもホスピス～うみとそらのおうち」が

地域に根付いていくための秘訣を伺っています。

※ YouTube 期間限定配信：2023 年 1 月 10 日まで

岡田武史氏（サッカー元日本代表監督） 
～地域とつながる、広がる未来～

岡田氏対談視聴はこちら（1/10 まで）

　公益社団法人こどものホスピスプロジェクト代表の高

場秀樹さんをうみとそらのおうちにお迎えしました。日

本で最初にコミュニティ型のこどもホスピスをスタート

され、現在 6 年目を迎える TSURUMI こどもホスピス

の代表からさまざまなお話を伺いました。

　YouTube で公開配信中です。是非ご視聴ください。

高場秀樹氏（TSURUMI こどもホスピス代表）
～共につくろう！こどもホスピスの明日を～

高場氏対談視聴はこちら



原 孝美（母）
　
　このうみとそらのおうちは、娘が気持ちを書いてあるとおり、ありのまま受け入れてい
ただけるので、娘にとっては甘えられる場になっております。先天性心臓疾患の為、入退
院も多くどうしても気を遣ってしまう事が多い子です。でも、ここでは彼女が安心して自
分をさらけ出してる姿に親ながらうれしく思っています。　素敵な場所を作ってくださり、
本当に感謝しております。

ご利用状況
　「横浜こどもホスピス～うみとそらのおうち」は 1 周年を迎えました。この一年間で、70 組ほどのご家

族にご利用のお問い合わせをいただき、50 組近くのご家族に実際に見学やご利用をいただきました。

　家族や親戚、お友だちを招いてお誕生日パーティをしたり、みんなで花火やバーベキュー、人生ゲーム

をしたり、大きな窓から海を見ながら家族でゆっくりお風呂に入ったり、何もしないで家族でお昼寝して

くつろいだり。過ごし方の内容は、元気な子どもたちにとっては日常のなかにあるもので、特別なもので

はないかもしれません。でも、そこには確かに、かけがえのない「家族の時間」がありました。

　子どもは、どのような時、どのような状態であっても、好きなことや楽しいと思えることをたくさんや

りたい。いつだって、子どもには遊ぶ力があり、今を楽しむ力がある。そして、家族は、子どもが楽しん

でいる様子を見て、今ある時間の意味や幸せを感じられる。私たちにとっては、そんな大事なことをおし

えてもらった一年間でありました。

　このような時間を紡ぎ出すことができたのは、いつも支えてくださるボランティアや地域の方々の存在

があったからこそです。これからも、うみそらファミリーのみなさまとご一緒に、子どもと家族の声に耳

を傾け続けていきたいと思います。

利用者の声
原 チカ

　
　こんにちは　私は先天性心疾患を持っている高校 1 年生女子です。
　この前　よこはまこどもホスピスうみとそらのおうちさんに遊びに行きました。 私は、
うみそらさんの雰囲気と空気感が大好きです。建物の内装や外装が素敵なのもそうですが
何よりスタッフの方々が持ってる雰囲気が最高！　 何かの遊びをしたい場合も、私と一緒
にノリノリで遊んでいただけます。 家族以外の人とこうして遊べるのはたのしいです。
　また、ここには、いろんな遊び道具があり、室内ブランコは私のお気に入りです。他の
遊び道具もあり、遊びに来ると今日は何をしようかと、わくわくした気分になります。
　私は在宅酸素をしてるので、歩くときお子さんが酸素ボンベチ－ブに引っかからないよ
うに注意して出かけています。理由はチューブが透明で見えにくいからです。また、私は
心臓病なので、感染にかなり気を遣っていますなので、大勢いる所は、とっても気を遣い
ます。 でもここでは酸素ボンベの心配や感染の心配をしないで、安心して遊ぶことが出来
ます。 私はほぼ在宅生活なので、母以外の人であそべるのがとっても楽
しいです。
　今回はレジンを一緒に出来て本当に楽しかったです。 友人を誘ってレ
ジンをしたいのですが有害な匂いもあるので、遊べる人が決まってしま
うので、今日の経験はとっても貴重な経験でした。次回は、皆さんとボ
－ドゲ－ムが出来るの楽しみです。



Message from Guests
Chika Hara

Hello, I am a first-year high school girl with congenital heart disease.
The other day, I visited the Ocean and Sky Children’s Hospice in Yokohama. I love the atmosphere 

and airy feeling of the facility. Not only are the interior and exterior of the building lovely, but most of all, 
the atmosphere that the staff extends is just wonderful! If I want to play some games, they are always 
ready to get into the groove with me. It is fun to be able to play in this way with people outside of my 
family.

At the facility, there are all kinds of playthings, and the indoor swing is my favorite. There is so 
much other stuff, that I feel excited about what I am going to do today every time I visit.

Since I am on home oxygen therapy, I make sure that little kids do not get caught in the oxygen 
cylinder tube when walking around. The reason is that the tube is transparent and hard to see. Also, 
due to having a heart condition, I am cautious about infections and am very careful in places where 
there are a lot of people. But here, I don't have to worry about oxygen cylinders or infections, and I can 
play without any worries. Since I live at home most of the time, I really enjoy playing with people other 
than my mother.

On this visit, I really enjoyed playing with Resin. I would like to invite my friends to play with Resin, 
but because of the toxic smell, only a limited number of people are allowed to play with it. On my next 
visit, I am looking forward to playing board games with everyone.

Takami Hara

As described by my daughter, the Ocean and Sky Children’s Hospice is a place where my 
daughter feels pampered because she is accepted as she truly is. Due to her congenital heart 

disease, she is in and out of the hospital often and must be sensitive to her surroundings. But here, 
she feels at ease and is able to open up about her true self. As a parent, seeing her like this makes me 
very happy. Thank you so much for creating such a wonderful place..

手作りクリスマスケーキ

大きなトランポリン

プランコでお昼寝ハゼ釣ったよ！

プールで水遊び

わたあめ作り♡

ハロウィンパーティー

家族みんなで花火



　「うみとそらのおうちを利用する子どもとご家族に、遊園地にいるような楽しい時間を届けたい！」「メ

リーゴーランドのある１日をきっかけに地域の皆さんにこどもホスピスを知ってもらいたい！」。あつい想

いを胸に、地元金沢区を中心に活動されている方が集まって”メリーゴーランドパーティー”を結成し、2

日間にわたり♪うみとそらのおうちにメリーゴーランドがやってくる♪というイベントを開催してくださ

いました。参加されたご家族から、「人がいる所にはなかなかいけないから、初めてメリーゴーランドに乗っ

たよね」「こんなにいっぱい笑ったり、自分から体を動かしたの久しぶりだね」との声が聞かれ、メリーゴー

ランドもマジックもみんなの笑顔を引き出す魔法のようでした。

メリーゴーランドがやってきた♪（2022.9.3-4）

　ご利用の皆様とご家族の笑顔の時間のためにと、お菓子や食料など様々なご支援を頂きました。本当に

ありがとうございます。また、新しい支援の形として、チャリテイーイベントやランチセミナーなども企画・

開催してくださいました。一部を紹介させて頂きます。

　10 月 16 日にハロウィンの地域交流イベ

ント「うみとそらのおうちでハロウィン大作

戦！」を開催しました。

　当日は、たくさんの地域の子どもとご家族

にご参加いただき、かぼちゃをくりぬいて世

界でたったひとつのジャックオーランタンが

完成。10 月のお庭を彩ってくれました。

　7 月 31 日に「うみそら★たなみん　夏まつり」の開

催を予定していましたが、残念ながら感染拡大の状況を

受け中止。お申込みいただいた皆様に、お菓子と夏のう

ちわ工作キットなどをプレゼント配布しました。

田辺三菱製薬株式会社

ゴールドマン・サックス証券株式会社

　今年もゆめいろシューズ

プロジェクトを開催し、ご

利用のお子さんやきょうだ

いさんに世界に一つだけの

靴を届けてくださいまし

た。

ロシュ・ダイアグノス
ティックス株式会社

さまざまな企業支援のかたち



　社内に設置済みの自販機において一部商品を

1 本購入につき 10 円の寄付として設定してくだ

さったり、プロバスケチーム「横浜ビー・コルセアー

ズ」の試合会場にて広報 P Ｒブースを出展、チャ

リティグッズ販売によるご寄付などをしてくださ

いました。

ウエインズグループ

うみとそらのおうちにメリーゴーランドがやってくる！を終えて

　今年の 9/3 〜 4、初めて移動式のメリーゴーランドを 2 日間設置し、うみそらが遊園地になるというイ
ベントを開催しました。2021 年 12 月にチャリティーコンサートから始まり、クラウドファンディングや
その他寄付を募り、皆んなの想いの詰まったイベントとなりました。コロナの影響で延期にするかと皆ん
なで悩み、やり方を工夫しました。マジックショーやマルシェもとても盛り上がり、また来年もやりましょ
う！となりました。
　来年は花火も上がるかも！

メリーゴーランドパーティ代表　蛇目泰子

Completion of the “Merry-go-round coming to the Ocean and Sky Children’s Hospice in 
Yokohama”

We held the first-ever event on September 3 and 4 to turn our house into an amusement park by 
installing two merry-go-rounds at our premises. Starting with the charity concert we held in December 
2021, the momentum has led to this adventure through crowdfunding and numerous donations. Given the 
impacts of the novel coronavirus, we devised ways to actualize our plan through trial and error. A magic 
show and various market stand added to everyone’s excitement, and we all made a pact with one another to 
do it again next year. Perhaps, fireworks may even be on display next year.

Yasuko Jyanome, Merry-go-round Party Project Leader

　川崎フロンターレのサッカー試合会場前にて、

広報 P Ｒブースの出展をさせて頂きました。

明治安田生命保険相互会社　川崎支社

　イラストレーターのくぜ様がうみとそらのおう

ちのトイレや、2 階の階段の蹴上に、とてもかわ

いいイラストを描いてくださいました。

株式会社ダッドウェイ

　「うみとそらのおうちをクリスマスの飾りでいっ

ぱいにしよう」と、窓拭き掃除やイルミネーショ

ンの飾り付けを一緒にさせていただきました。

株式会社セールスフォース・ジャパン



TokyoYamathon（2022.10.22）
　２年ぶりに TokyoYamathon2022 が開催されました。今年度も寄付先団体として選ばれ、参加費は

すべて横浜こどもホスピスプロジェクトへの寄付となります。今回参加してくださった約 290 チームの皆

さんが山手線一周またはハーフにチャレンジしてくださいました。今回、私たちは歩く組とブース組に分

かれて参加しました。

　昨年とは違い、たくさんの参加者の皆さまと交流することができ、直接お礼をお伝えすることもできま

した。なかには、学校単位でお申込みをしてくれた高校生も参加されていました。お友達と一緒に楽しく

い時間を過ごし、それが寄付につながる。日本にはまだなじみのないファンドレイジングの形ですが、広

く浸透していくことを願います。主催してくださったインターナショナルボランティアグループ（ＩＶＧ）

の皆さん、本当にありがとうございました！

横浜マラソン (2022.10.30)
　今年度、横浜マラソン 2022 のチャリティ枠として初めて選出され、チャリティランナーとして 30 名

もの方が参加してくださいました。

　スタッフ・ボランティアさんを中心にうみそらマラソン部を結成し、日曜日の朝一緒に練習を重ねてき

ました。そして、お揃いのうみそらスポーツＴシャツを着て、本番に挑みました。当日は、お天気も良く、

絶好のマラソン日和。おかげさまでたくさんの方がうみそらＴシャツを着て横浜マラソンを走ってくださ

いました。はじめましての方も同じＴシャツを着ているだけでもううみそらファミリー。声を掛け合って

横浜の街を走りました。来年もまたご一緒に参加できますように・・

　そして、Ｔシャツを購入して自宅で着てくださってるあなたもうみそらファミリーです！

うみそらスポーツ T シャツ。

期間限定で発売し、たくさんの方にご購入いた

だきました。

（現在、販売は終了しております）



　神奈川県の委託を受け、きょうだい児支援イベントを開催。

　9 月にオンライン交流会、10 月には対面活動「海辺であそぼう！わくわくディキャンプ」として逗子の

海に行ってきました。当日は天候にも恵まれ、海岸沿いを探検したりヤドカリやお魚探しに夢中になったり、

いつの間にか、みんな仲良くなって海の中をぷかぷか泳いでいました。対面だからこそ伝わる、一緒に過

ごした喜びと、初めての海遊びの楽しさを全身で感じ取り、笑顔あふれる時間となりました。参加者の保

護者からは、「すごく充実した顔でかえってきました。」「きょうだいが主役のイベントは嬉しい」などの声

が聞かれました。

神奈川県長期療養児支援事業

きょうだい児支援

ゴールドセプテンバーキャンペーン
　9 月は、世界的な小児がんの啓発月間です。小児がんへの理

解・支援を呼びかけるカラーはゴールド。今年は、9 月 9 日の夜

に、各地の名所やシンボルをゴールドにライトアップするイベン

トに「横浜こどもホスピス～うみとそらのおうち」が選ばれまし

た。神奈川では、他に県庁や市庁舎がライトアップされました。

休眠預金活用事業

うみそらグリーフカフェ
　今年 10 月より毎月第 3 火曜日に「うみそらグリーフカフェ」

を開催しています。対象は、お子さんを見送られた親御さんです。

　大切なお子さんに旅立たれてから、親御さん自身が楽しむこと

にうしろめたさを感じたり、今までと同じように過ごすことが難

しくなることがあります。でも、うみとそらのおうちに来れば、

同じ経験をした仲間がいます。以前のように笑ったり、時には一

緒に泣いたりしながら、一生懸命頑張った子ども達のお話ができ

る、そんな場所になれたらと思っています。

　今後は、お父さんの会やきょうだいさんの集まり、オンライン

での開催も検討しています。必要な方に届きますように・・今後

も継続して開催していきます。

10 月ワークショップで製作した

パステルアートの作品



【寄付によるご支援者】
青木 凜花／青木 正仁／赤木 勝正／赤木 和子／赤根 直樹／秋山 みどり／秋山 竹志／明吉 眞由美／明星 圭介／浅井 龍
一郎／浅木 紗綾子／朝比奈 定子／安倍 尋子／網野 真／荒井 優太／荒木 侑子／安藤 マサ子／飯岡 まゆ美／飯田 展久
／飯沼 健治／飯村 春樹／家村 充尋／井口 和子／ Imado Chizuko ／池田 徹／池田 祐子／石井 理子／石川 樹里／石田 
知子／礒崎 仁太郎／井田 幹夫／井田 啓／市川 久美子／伊藤 久／伊東 俊祐／伊藤 和輝／伊藤 ゆり／伊藤 玲子／稲垣 
登志子／稲垣 賢一／稲川 典子／犬井 三紀代／井上 徹哉／井上 富子／井上 玲子／井上 彰浩／井上 昌希／井上 一登子
／茨木 良枝／今井 博子／今津 博文／岩田 慶隆／岩田 安里／上島 睦子／上原 順子／植村 伊織／内田 ハル子／内堀 征
子／内村 慎史／浦川 富二子／上関 康樹／江波戸 洋子／江原 マチ子／遠藤 綾子／大久保 咸子／大久保 優美／大島 征
子／大嶋 博之／大住 多紀子／大津 雅弘／大野 康彦／大野 乃里子／大橋 惇／大原 英雄／大平 美保子／大森 久美子／
大山 行雄／小笠原 裕子／岡田 英明／オカノ セイコ／岡本 沙椰／小川 歩美／沖野 和正／奥泉 信子／奥村 美由／長 英
太郎／尾崎 茂子／小田切 利夫／御舘 和子／小野 淑子／小野寺 百合子／笠原 芳子／鹿嶋 美由紀／梶原 将道／ Katz 
Sachiko ／加藤 磨理子／加藤 泰子／金丸 由佳／金子 輝樹／香山 けい／川上 真理／川上 詩子／川倉 幸恵／河並 理美
／川野 美子／姜 暁俊／神成 和彦／菊地 真砂美／岸岡 庸之／北郷 秀人／木下 未果子／木下 嘉昭／木下 京子／君塚 弘
芳／木村 修一／木村 晶子／木村 正子／木村 愛理／キムラ ジュンコ／木村 かをり／桐本 史子／草場 春美／楠木 重範
／工藤 綾乃／熊谷 浩永／雲下 翠／栗原 悟／栗原 道子／黒田 節代／小泉 義也／小出 千尋／古賀 陽子／小口 由紀子／
小島 桂子／古関 はるよ／小瀬村 芳明／小竹 裕之／児玉 達矢／後藤 泰子／後藤 冨紗子／後藤 治／小林 保子／小林 昭
次／小林 みどり／小宮山 郁太郎／小山 桂子／斎藤 正孝／斎藤 憲子／斎藤 留美／斎藤 博美／斉藤 美香／坂本 進／櫻
井 理恵／佐々木 裕幸／佐々木 澪／笹原 京子／佐藤 哲太郎／佐藤 曉子／佐藤 愼次／佐藤 晃司／サトウ ケイコ／佐藤 
博樹／佐藤 佐栄子／佐野 知巳／佐山 俊夫／椎名 鉄男／塩澤 和子／塩島 えり子／塩津 尚子／塩見 あき子／シギョウ 
セツコ／重内 博美／重岡 栄子／志澤 直樹／篠崎 桃子／篠崎 暁子／柴田 正則・紀子／柴田 彰／柴山 操／島津 秀人／
嶋貫 博子／清水 正典／清水 敏明／庄司 正昭／白井 素子／新海 智子／水藤 謙輔／杉田 豊／杉山 美智子／杉山 定子／
杉山 智太郎／鈴木 一二美／鈴木 英樹／鈴木 淳子／鈴木 邦広／鈴木 良子／諏訪 理絵／清野 陽子／関 麻理子／関根 み
ちよ／芹田 俊雄／千田 浩子／副島 和彦／園田 誠一／高尾 節子／高木 博／高木 恭子／髙草木 重昭／高柴 裕太／高田 
大／髙橋 裕／高橋 雅樹／高橋 文子／髙橋 房子／高橋 ソノ／高山 みつ／田川 正志／田川 剛／田川 徹／瀧 俊雄／竹
内 文男／竹内 美弥子／武川 幸子／竹田 良治／竹林 裕美／竹村 夏希／武山 富久／多田 葉／田中 梓／田中 健一郎／田
邉 義博／種谷 栄枝／田村 泰治／田和 榮／千葉 豊／千葉 雅隆／千代田 紀行／月足 新／辻 優子／辻 政代／つじ じゅ
んこ／津田 敏夫／土谷 勇雄／円谷 幸輝／津呂 正代／寺村 昌子／東條 富美子／堂ノ脇 利々／土岐 正身／冨田 亜弥／
友田 元／友常 明子／富山 廣子／仲井間 克宗／中川 寿／中里 照枝／長澤 剛／中塚 陽子／中村 武美／中村 曜祐／中山 
陽子／成田 麻奈美／成富 育子／新実 絹代／仁柿 忠男／西岡 智子／西野 均／西村 江太郎／西本 惠／二宮 健夫／沼沢 
静江／野崎 信／野田 薫／野村 智江子／羽賀 亜由美／萩田 光博／萩原 光代／橋本／羽上田 裕子／長谷川 玲子／羽鳥 
廣法／花井 紀子／濱﨑 和子／濱野 一美／林 勝／林 尚美／林 広樹／原 純一／原田 作／原田 浩史／原田 善良／燧 淳
子／日浦 美智江／樋口 友宏／樋口 喜美子／菱沼 久美子／平井 武子／平川 久美子／平野 ひかる／平野 和之／廣田 忍
／広野 佑三／深谷 剣／福島 敬子／福田 純子／福田 理那／福田 寛／藤井 康友／藤井 恭子／藤田 達也／藤田 有沙／藤
本 義行／舟瀬 渚／舟橋 昭代／麓 理恵／ブルーマ しをり／古性 操／ Furuya Shizutaka ／堀井 満夫／堀篭 宏幸／本多 
久／本部 徳子／前川 紗莉／前川 真由美／蒔田 徳代／増田 英之／間瀬 裕子／町田 俊幸／松井 和幸／松井 美智子／松
尾 智子／松岡 喜美江／松瀬 幸子／松永 武久／松並 広幸／松宮 修／松宮 修／松宮 修／松村 美千代／松村 成之／松本 
達弘／松本 研／松本 絢乃／マツモト コウイチ／丸茂 弘子／三浦 八十治／右松 晶子／水上 春男／水口 幸治／道信 祐
三子／皆川 節子／宮田 惣太／宮原 愛子／宮前 朝子／宮道 不二男／宮本 弘子／武舎 澄江／武藤 夏子／村田 実智子／
村松 真美／村山 友崇／持田 加容子／森 カヨ子／森 尚行／森 直之／森田 明子／守谷 明美／矢島 美代／八代 徹／安井 
タカエ／八住 智明／柳川 小春／栁澤 京子／柳田 美智保／梁瀬 正彦／矢野 大介／矢部 敬輔／矢部 和宏／山口 伸之／
山口 祐也／山口 宏太／山崎 香織／山崎 康司／山﨑 恭子／山崎 信子／山田 一／山本 研一／山元 いづみ／山本 圭子／
山本 武道／山本 一宜／八幡 多美／横井 桃子／横岩 智子／横田 碩子／横山 清香／横山 朋美／吉岡 勝／芳垣 健夫／吉
田 久美子／吉田 賢一／吉田 秀一郎／吉田 孝子／吉村 雄希／米山 勝子／ LEOBRERA Conrad ／脇本 正和／渡辺 賢一
／渡邊 陽子／渡邉 祥／ I ‘ｍ g22 ／ Amazon ／（一財）伊丹エール財団／（一社）インターナショナルボランティア
グループ／（医）英信会 金沢あおぞらクリニック／エス・ケー・オー（同）／（株）エフブレイン／神奈川ネットワー
ク運動海老名／神奈川ロータリークラブ／がま口工房 knot ／川崎西ロータリークラブ／グランマイズナー（株）／（株）
ケイアイインターナショナル／ KDDI（株）／（株）広伸社／神戸製鋼所社宅自治会／境木地蔵堂／（株）サンセイフー
ドサービス／（株）三成ほていやビル／（一社）シャスタヒーリング協会／常願寺／（株）鈴徳／（一財）全国学生保
障援助会／全国共済神奈川県生活協同組合／大鵬薬品工業（株）／大洋建設（株）／辻村商事（株）／（有）ディーメ
イクス／ニジノ絵本屋（株）／日本産業パートナーズ（株）／（有）仁天堂薬局／（株）ファンケル／ BLOOMBERG
／ Marshall Wace ／（株）三菱ＵＦＪ銀行／（株）みつやま／ミツワ建設（株）／明治安田生命保険（相）川崎支社
／メリーゴーランドパーティー／モルガン・スタンレー MUFG 証券（株）／夢みるこども基金／（株）横浜アストレ
ア／（株）横浜デントセラミック／横浜トヨペット（株）／横浜みなとー馬車道ライオンズクラブ／（株）ロードアン
ドスカイ／ロシュ・ダイアグノスティックス（株）／ピュアハート

ご寄付一覧
( 順不同・敬称略 )　（2022 年 6月～ 2022 年 11 月）

ご支援、ありがとうございました



【会費によるご支援者】
相原 成昭／青木 千鶴子／青木 正仁／青柳 充彦／秋山 幸也／浅岡 浩行／浅川 冨美子／阿部 貴光／天野 安佐子／天野 
功二／有住 理恵／安藤 弘子／安保 さよ子／池川 明／石井 康博／石川 基子／磯 裕明／磯畑 翔／市川 利子／伊藤 美知
子／今村 恭子／今村 恭子／上野 尚子／内田 幸春／遠藤 恭子／太田 里美／太田 祐輔／大野 紗希／大野 明音／大平 美
保子／大村 恵子／尾崎 浩子／小澤 博／落合 剛／樫木 暢子／加藤 達也／加藤 郁代／門田 由美／岸本 貴子／北川 公美
／北野 企利子／城戸 太郎／木下 京子／木元 茂／工藤 久美子／熊谷 真由子／熊澤 美香／久山 明子／河野 順／小坂 智
子／児島 壽子／小濱 智代子／小宮 健一／今野 恭成／齋藤 あゆみ／齋藤 綾子／斎藤 なほみ／佐伯 雄治／佐伯 恵美子
／佐藤 千鶴子／佐藤 隆一／重田 薫／篠原 靖明／島崎 友樹／荘原 健／城 博俊／菅原 陽子／杉山 喜光／鈴木 美希子／
鈴木 祝美／園部 かおる／高市 方子／高岸 典子／高野 潤子／高橋 香／田中 信浩／田中 総一郎／田中 晃／田中 恵美／
戸高 蓮／土橋 功次／豊田 千早／鳥澤 竹彦／中川 ひとみ／長橋 喜恵／中山 英男／名取 雅人／西川 直子／二村 一生／
野瀬 美砂子／芳賀 伸子／萩野 心子／長谷部 明日香／服部 恭範／早川 航介／菱沼 久美子／藤川 奈央／藤田 寿枝／藤
塚 真希／古畝 宏幸／本多 久／牧野 広幸／松尾 祐樹／松田 昌典／松村 清美／丸茂 弘子／三ッ石 たき／三宅 達夫／宮
田 充弘／村上 杏菜／持田 奈緒／森崎 涼子／森田 知子／山口 茂隆／山口 みどり／山口 千恵子／山﨑 直子／山﨑 まど
か／山下 真吾／山田 洋子／山室 宗作／山本 博子／山本 悦子／行松 泰弘／横須賀 千賀子／横山 順子／吉川 孝之／芳
須 翠／吉田 あけみ／吉野 ゆかり／米内山 茜／脇本 正和／（株）安藤建設／（株）医療環境整備／大家さん向上委員
会／公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会／（株）キクシマ／北川商事（株）／小峰幼稚園／三晃商事（株）／（株）
CES．緑研究所／（株）シバスタッフ／（株）スマイルワン／ゾーホージャパン（株）／（株）第一保険センター／大
洋建設（株）／東京物流（株）／トルコキキョウの会／根本建設（株）／ブライト看護（株）／（株）ヘルスケアスク
エア／（医）やまびこ会／（株）ヨコハマ機工／（株）横浜銀行／（一社）横浜市薬剤師会／横浜ビル建材（株）／（株）
ヨコレイ／（株）吉永商店／陵光ゼミナール／（有）ワキ

【マンスリーサポーター】
粟生 恭子／秋山 映一／秋山 美千／浅川 均／安達 かほる／足立 悦子／阿部 智香／荒木 信寿／有田 佳史／飯野 幸久／
飯山 泰子／池田 千秋／石井 美知江／石井 睦子／石川 健二／石川 令子／石川 和男／石田 光和子／石塚 美智子／泉 美
由紀／五十嶺 若枝／伊東 昂耶／井上 いずる／井原 恒太／岩元 まゆみ／岩本 景子／上田 三千代／鵜篭 木の香／牛田 
毬子／臼井 歩／江口 るみ子／榎本 可奈／大河原 あずさ／大久保 昌徳／大崎 聖子／大島 学／太田 充彰／太田 峻平／
太田 正実／大塚 豊／大好 誠／尾崎 風花／小野 愛里／勝田 圭代／加藤 紗和／加藤 潤／金子 郁美／金子 友紀／神岡 
孝明／川口 ひろ子／河住 孝子／川又 幸恵／川本 和弘／菊池 安洋／貴島 庸子／楠 貴弘／工藤 近正／工藤 美子／國井 
安希／窪田 誠／久保山 茂樹／熊谷 克哉／黒川 正美／黒澤 千晴／郡司 洋平／小池 幸憲／河野 由香里／後藤 愛子／小
林 秀多／小林 彰宏／小林 妙子／小松 史歩／小峰 みち子／斎藤 孝子／斉藤 性均／齋藤 しおり／齋藤 圭／榊原 久里／
佐川 るり子／櫻井 紗弥子／佐藤 春美／佐藤 朝美／佐藤 睦子／佐藤 麻由美／佐藤 優／塩見 秀英／志賀 友紀／地下 翔
平／柴山 賢／澁澤 治美／島田 和彌／嶋田 杏里／清水 鉄也／下川 美和子／庄司 容子／新堰 雅文／新道 智子／末広 真
徳／菅 優一郎／菅井 秀子／杉浦 美知子／鈴岡 藍子／鈴木 康眞／鈴木 沙季／鈴木 聡／鈴木 直美／鈴木 芳之／鈴木 友
紀／関 哲／関口 美知子／世古 寛子／園生 晴子／高木 夏菜子／高橋 春菜／髙山 美紀／竹内 江里那／武居 依子／竹田 
裕子／竹田 良浩／田子 薫／田中 勝／田中 真能／田野中 朋子／千田 和馬／辻 矛／土田 佳菜恵／椿 芳／道正 伸久／冨
永 樹生／戸矢 直幸／鳥海 友理子／中沢 清明／長瀬 亘宏／中田 大輔／中村 智美／中村 肇／中山 香／縄田 修一／西尾 
真奈美／西川 奈奈／西嶋 菜美子／貫井 孝雄／沼田 和恵／橋本 知哉／蓮見 俊夫／長谷川 賢／林 晃正／葉山 千賀子／
平川 寿子／平島 朋美／平田 良子／平野 将大／平山 賢／比留間 桃子／福田 晃徳／福田 勝樹／藤井 紘司／藤井 望／藤
田 大智／藤田 龍也／藤本 奈美恵／藤谷 千賀子／藤原 里沙／古里 弘幸／古田 綾恵／古田 真弘／保住 砂登美／堀田 佳
耶／程野 祐司／本間 京子／本間 欽吾／前田 祥子／前之濱 真紀／松井 早苗／松尾 由美子／松下 萌華／松永 千鶴／松
本 尚子／松本 裕史／三崎 洋輔／水田 英朗／三田 恵美子／宮下 一紗／向井 百合子／村山 勢津子／本村 春守／茂原 治
／森 海優／森 彰子／森川 圭／森川 結子／森田 ひかる／森田 太浩／森田 稔／森元 由美子／森谷 綱太／八木 秀樹／八
鍬 宏昭／安田 文直／柳原 久美／山内 静香／山内 裕輔／山口 恵津子／山下 顕／山田 洋之／山本 幸平／山本 水香／
吉岡 亮輔／吉田 淳子／吉田 大祐／吉田 直人／吉成 孝元／我妻 慶祐／和栗 純子／和田 真由美／渡辺 桂子／渡邊 輝
子／渡邊 晋士／アミエル税理士法人／（株）一通／（株）ヴォイスオブジャパン／（株）エムシープランーズ／（株）
KEIT ／（株）サンコウ／（株）ジュリエッタ・ガーデン／（株）ソシオコポレーション／（株）ライズ・コーポレーショ
ンズ／（株）roger ＆ olivia

【募金によるご支援者】
teamHINATA ／ヘアーサロンまもるん／ベーカリーハウス アオキ／もりのお茶の間／菓匠 栗山／捜真女学校中学部・
高等学部／理容ミヤザワ

【物品寄贈】 （企業のみ掲載）
( 有 ) アオキ・グリーン／ニューウェルブランズ・ジャパン ( 同 ) コールマン事業部／ベーカリーハウス アオキ／ロシュ・
ダイアグノスティックス（株）／横浜トヨペット（株）／（株）横濱おもてなし家／ ( 株 ) 不二家／ ( 株 ) オーバーシー
ズ／（株）ダッドウェイ／（株）文明堂（横浜店）／全国共済神奈川県生活協同組合／辻村商事（株）／田辺三菱製薬（株）
／難病のこども支援全国ネットワーク／明治ホールディングス（株）／明治安田生命保険（相） ／明治安田生命保険（相）
川崎支社／荏原花園／（株）柴橋商会／認定 NPO 法人シャイン・オン・キッズ／ tarte 4u ／ ( 株 ) オルフィックデザ
イン



会報発行者：認定NPO法人横浜こどもホスピスプロジェクト
〒236-0037　神奈川県横浜市金沢区六浦東 1-49-5

TEL & FAX：045-353-3153　e-mail: contact@ykh.jp　／　編集制作：（株）ユック舎
会報誌は「休眠預金活用事業」の助成金で制作されています。

【振込先】 ※ご住所を必ず明記してください。追って領収書を送付させていただきます。
◎横浜銀行
支店名 本店営業部　普通預金口座番号　6173770
口座名義　特定非営利活動法人横浜こどもホスピスプロジェクト
◎ゆうちょ銀行
振替口座　００２６０－９－１０４５１８
口座名義　NPO 法人横浜こどもホスピスプロジェクト
◎ゆうちょ銀行以外の他の金融機関からの振込の場合
ゆうちょ銀行　店名０２９（ゼロニキュウ）、預金種目：当座、口座番号：0104518
口座名義：NPO 法人横浜こどもホスピスプロジェクト
※　寄付金、マンスリーサポーター、賛助会員年会費は税額控除が受けられます。
※　英語版寄付フォームもあります。

支援のおねがい

【寄付で支援する】
いつでも自由な金額でご寄付をいただいております。

【毎月の寄付（マンスリーサポーター）】　※クレジットカード決済のみ
毎月定額のご寄付で継続的に支援する方法です。決済方法はクレジットカードのみです。毎月自動引き落
としです。

【毎年の寄付（賛助会員年会費）】
会員として活動を継続的に見守り支えてくださる方を募集しています。 
①個人：年会費　1 口 5,000 円から
②法人・団体：年会費　1 口 10,000 円から各種プランがございます。お気軽にお問い合わせください。

◎遺贈による寄付
⽣涯で築かれた⼤切な財産をお預かりし役⽴てさせていただきます。当法人に遺贈いただいた財産は相
続税の課税対象になりません。お気軽にお問い合わせください。

○ HP　https://childrenshospice.yokohama/
○ Facebook・Instagram でも最新情報をお届けしています！

うみそら見学会のご案内

　昨年の開所から、「横浜こどもホスピス～うみとそらのおうち」を皆様に知っていただくために見学会を

開催してきました。開所からこれまで見学会にご参加いただきました方は、1400 名以上となりました。

近隣地域にお住まいの方、連携医療機関や福祉関係機関・教育機関・行政関係・こどもホスピスに関心の

ある皆様など多くの方々にご参加いただいています。

　見学していただきました皆様からは、「こどもホスピスの必要性を実感した」などの感想が寄せられ、よ

り一層のご支援につながっています。ご参加いただきました皆様に心より感謝申し上げます。

　2023 年 1 月からは、下記のとおりに見学会を開催いたします。

開催日時 原則水曜日（14 時〜 15 時）
定員  10 名程度（感染対策のため人数を制限しています）
参加費  無料
予約申し込み 予約サイト（Peatix）
  https://peatix.com/user/11711198/view

  ＊上記見学会以外で、個別調整が必要な見学や、研修（実習）見学、10 名以上の見学につきましては、
  　原則有料（1 名 1000 円〜）とさせていただきます。
  ＊感染症の発生状況により見学会を中止する場合があります。
  ＊駐車場の用意はありません。

寄付はこちら

予約はこちら


