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地域に根ざしたこどもホスピスを目指して
認定 NPO 法人横浜こどもホスピスプロジェクト 代表理事 田川 尚登
いつもご支援ありがとうございます。いよいよ

や挑戦を支えるためには、公的制度の枠を超えた

浜こどもホスピス～うみとそらのおうち」の工事

費を主たる財源とした運営をするため、県内の企

建設業者も決まり、来年夏の竣工を目指して「横
が始まります。ようやくという嬉しさがある一方、
建設費の高騰で予算内に治めることができず苦労
しているのも実情です。

11 月 18 日に、横浜銀行様から創立 100 年記

念事業に選定していただき、設立支援のためのご
寄附をいただけることが決まりました。地元の大
手銀行のサポートが得られたことは大きな意味を
持ちます。世界のこどもホスピスの特性や理念と
して① “Local initiative（地域に根ざした自発的

な活動）” ② ” Home from home（病院でなく

取り組みが必要です。制度を利用せずに寄附や会
業を始め、賛同者や賛助会員を増やしていくこと
が重要になります。特に今年はコロナ禍の影響で
寄附が大幅に減少してしまいました。今月に、横

浜市に申請していた「認定 NPO 法人」として認
証されましたので、今後の賛助会費や寄附金には
税額控除を受けることができるようになりまし

た。読者の皆様にもお知り合いの個人や企業の方
で「こどもホスピス」に関心を寄せてくださる方

がいらっしゃいましたら、是非、ご紹介ください。
10 月にスタッフ３名（看護師２名・保育士１名）

家である）” ③ ”Friendship（友として寄り添う）
”

が決まりました。来年 4 月から事務局を含む６

施設、寄附に頼った慈善事業）”の４つがあります。

に開設準備に入る予定です。入院中または在宅療

④ ” Free standing（制度に依拠しない独立した

視察した欧州のこどもホスピスは地元の子どもた
ちにも知られており、地域の誇りの施設として理
解されていました。運営費を寄附に頼ってはいま
すが、国民も社会的弱者への思いやりが厚く、制
度の狭間にいる子どもと家族を市民や企業等が支
えている良い構図が出来上っています。どんな子
どもにも優しい社会がそこにはあります。

うみとそらのおうちは、生命を脅かす病気の子

どもたち一人一人の命の可能性を輝かせる場所。
子どもたちやご家族に寄り添い、多様な夢や望み
外観イメージ図

名で 2021 年秋ごろのスタートを目指して本格的
養中の生命の脅かされている子どもと家族が楽し
い時間を過ごす居場所づくりをチームで取り組ん
でいきます。また、地域の皆様にもご協力いただ
きながら、こどもホスピスが横浜にあることが皆
様の誇りとなるよう努力を重ねてまいります。地
域に根ざした活動になれるように、今後ともご支
援をよろしくお願いします。

コロナ禍の早い終息を願いつつ、普通の日常に

戻れますことと、皆様のご健勝をお祈りしていま
す。

こどもホスピス着工によせて （故石川好枝様の遺産寄附の趣旨）
NPO 法人横浜こどもホスピスプロジェクト

横浜こどもホスピスプロジェクトは、一人の方
の遺贈と田川理事長の想いがつながって、スター
トしました。こどもホスピス着工によせて、改め
て、その方・石川好枝様の想いをお伝えしたいと
思います。
石川様は、１９３６年神奈川県川崎市に生まれ、
三重県の看護学校を卒業後、長く病院・障害児施
設で看護師として働かれました。お子様はいらっ
しゃいませんでしたが、看護師として関わる子ど
もたちを我が子のように思い接してこられたこと
は、お話しの端々で感じられました。
私は、石川様から「外国には「こどものための
ホスピス」というものがあるけれども、日本には
まだない」ということを教えていただき、「こど
もホスピス」の開設を目指す団体に遺贈したいと
考えているということを聞いていました。ところ
が、適当な団体がなく、なかなか遺言の作成がで
きずにいたところ、２０１２年２月に緊急手術を
受けることになったため、石川様は、手術を翌日
に控えた状況下で「こども医療センターの親子の
ための施設（注：リラのいえ）などに遺産を分け

副理事長／横浜サルビア法律事務所

てほしい」との自筆証書遺言を作成され、私に託
されました。私は、石川様が回復されるものと信
じていましたが、手術後、石川様は意識を回復さ
れることなく２月２９日にご逝去されました。
石川様亡き後、当時の NPO 法人スマイルオブ
キッズの代表理事であった田川さんと話す中で、
田川さんもこどもホスピスが夢であることを知り
ました。私としては、石川様がなぜ最終的にリラ
のいえを選ばれたのかわかりませんでしたが、田
川さんの話を聞いて、石川様がこれまで関わって
きた子ども達への強い思いが「こどものためのホ
スピス建設」へと繋がったのだと思いました。
石川様の遺産から総額１億５００万円を寄附し
ました。石川様は、慎ましい生活の中からこれだ
けの財産を築かれましたので、この寄附が石川様
の夢でもあった「こどもホスピス」の開設に結び
ついてほしいと願っていました。その夢が、多く
の方々の想いとつながって、こどもホスピス着工
となりました。
石川好枝様、これからも見守っていてください。

Memory of Ms. Yoshie Ishikawa
The Yokohama Children’s Hospice Project was
launched under a strong bond between a donation of a
certain woman, Ms. Ishikawa, and a long-awaited desire of
Mr. Tagawa, the director of Yokohama Children’s Hospice
Project. Upon the start of the construction of the Hospice,
I would like to share the memory and the wishes of Ms
Ishikawa.
She was born in Kawasaki-shi, Kanagawa in
1936. After graduation from a nursing school in Mie,
she had worked as a nurse at a hospital and a facility for
disabled children. Through conversation with her, I could
feel that she, who had no child, cared for the inpatient
children and the facility residents as if they were her own
children.
She had told me that there were “Children’s
Hospices in foreign countries but not in Japan” and
shared with me her strong desire to “leave a bequest to
an organization whose aim is to establish a children’s
hospice”. However, we could not find any that would meet
her requirements and were unable to prepare her will. In
February 2012, she suddenly fell into a situation where she
had to undergo an emergency operation. While preparing
for the operation the next day, she made a self-written
will stating “I hope the bequest will be used for the family
house for Kanagawa Children’s Medical Center” (note:

熊澤 美香

Mika Kumazawa, Lawyer

The House of Lila) and entrusted it to me as her Will. I did
not doubt her recovery, but regrettably she passed away on
29 February, 2012, without regaining consciousness.
After her death, I met Mr. Tagawa, who was
(at the time) the representative director of the non-profit
organization Smile of Kids, which was running the said
House of Lila. To my surprise, I learned that he too had
a dream of establishing a children’s hospice. I was not
told of the reason why Ms. Ishikawa finally chose The
House of Lila, however, while listening to Mr. Tagawa’s
thoughts, I became aware that her wish to alleviate the
burden of the families and children with serious illnesses
and special needs had set the path to “the construction of
the Children’s Hospice”.
For this reason, a total of 105 million yen was
donated to this project. She had built this large amount
by living a very modest life herself. I hope that the
donation would be effectively used to make her dream
of “establishing a children’s hospice” come true. It is
the connection between her dream and the desires of a
lot of persons which has allowed the construction of the
Children’s Hospice.
Ms. Yoshie Ishikawa, I hope you will watch over
our activities in heaven.

横浜こどもホスピス建設工事着工に向けて
岡田新一設計事務所

2014 年にスタートしたこのプロジェクトが、
ようやく形になろうとしています。昨年 11 月に
横浜市からの敷地無償貸与が決まり、1 年間を掛
けて設計を進めてきました。国内外のこどもホス
ピスを田川さんたちと一緒に見て周り、特にフラ
ンシスハウス（マンチェスター）からは多くの示
唆を戴きました。正会員の医療福祉関係者の皆さ
んには設計条件を確定していくヒアリングを通じ
て、貴重なご意見をたくさん伺うことができまし
た。この場をお借りして感謝申し上げます。お陰
様で感染症対策という一番ホットな課題にも合理
的な整理ができたと思います。
限られた貴重な資金をどのように活用したらよ
いか、常に頭を悩ますところです。できることと、
できないことを自覚し、できるところから着実に

津嶋 功

成果を積み上げ、このこどもホスピスの存続を安
定させることが何よりも大切です。
もっとも弱い立場にある “ 生命を脅かされた子
ども ” が生きられる場所。病院でもなく、自宅で
もなく、レスパイト施設でもなく、親と子が限ら
れた時間を穏やかに過ごせる場所。そんな当たり
前の場所が身近に在り続けることを願います。
横浜市内には医療的ケア児が約 900 人、小児慢
性特定疾病認定給付認定を受けていらっしゃるお
子さんが約 600 人います。わずか 3 室の横浜こど
もホスピスがどれだけの支援をできるかはこれか
らの課題ですが、横浜が “ こどもホスピス ” を育
てる地域モデルになる挑戦でもあります。小さな
点が少しずつ増え、線が繋がり面になっていくこ
とを応援します。

Getting ready for the construction of
the Yokohama Children’s Hospice
Isao Tsushima, Okada Architect & Associates

The efforts of the Yokohama Children’s Hospice
Project, launched in 2014, are taking shape. Beginning
with the agreement for free loan of the vacant lot from the
Yokohama City Government last November, we have been
engaged in our design task throughout the year. I visited
and observed several children’s hospices, both in Japan
and overseas, together with Mr. Tagawa and others. Staff at
the Francis House Children’s Hospice in Manchester were
especially helpful and gave us suggestions and advice.
At a meeting to define design conditions, we
gained valuable ideas from the regular members of the
Yokohama Children’s Hospice Project. These members
are medical and welfare personnel, and I’d like to take
this opportunity to express my deepest gratitude to
them. Thanks to their collaboration, we were able to
appropriately address infection control, one the hottest
topic today.
We have always had concerns about how to
ensure the best use of limited financial resources. What
is most important is to make clear what we can and what
we cannot do. By first undertaking the easily achievable

tasks, we must ensure sustainable operation of Yokohama
Children’s Hospice.
Our vision is a place where the most vulnerable
and life-threatened children can live: a place that is not a
hospital, not their home, and not a respite care facility. We
envisioned a calm, warm environment where the children
could spend the limited time they have with their parents.
We hope this place will become a familiar, comfortable
environment for the children and their families.
Yokohama city has approximately 900 children
with medical complexity, and approximately 600 children
qualified for specific pediatric chronic disease benefits.
Under such circumstances, the Yokohama Children’s
Hospice, having only three rooms, must address the
challenge of providing medical and welfare services to the
children.
This project in Yokohama will serve as a regional
model for developing children’s hospices. We hope that
the tiny sparks of individual initiatives will increase in
numbers and eventually come together to make a large
network of support for the children and families in need.

2020 年度の活動から

ロシュ・ゆめいろシューズ
プロジェクト
子どもたちの笑顔のために何かできないか。みんなで塗り絵の
ワークショップをして、それをもとにオリジナルシューズを作っ
てプレゼントしよう！そんなご提案をロシュ・ダイアグノス
ティックス株式会社様からいただいたのは、コロナ禍が深刻化
する前のことでした。一時は開催が危ぶまれましたが、「コロナ
禍だからこそ、子どもたちに楽しいことを届けたい」との社員
の皆様の熱意と病院側のご協力のもとオンライン開催に向けて
大きく方向転換し、無事に開催することができました！社員の
皆様、関係者の皆様に厚く感謝申し上げます。

ロシュ・ダイアグノスティッ
クスは、血液などを用いて体の
状態を調べる臨床検査薬の事業
を通じて、
「人々のすこやかな明
日に貢献する」ことを目指して
います。この考えのもとで CSR
活動においても、患者さんのよ
り良い生活・人生をサポートす
る NPO の活動を微力ながらご
支援させていただいています。
世界に一つだけの靴を制作す
る『ロシュゆめいろシューズプ
ロジェクト』は、横浜こどもホスピスプロジェク
ト、そして横浜市立大学附属病院の皆様の多大な
るご助力により実現しました。出来上がった靴を
履いて行きたい場所として、「いろんな世界」「公
園、じーじとばーばに見せたい」などと希望を語っ
てくれたお子さんたちが、治療に前向きに取り組
み、この靴を履いて元気に外へ出かけられるよう
にと、心から願っています。
こどもホスピスという素晴らしい活動に、本プ
ロジェクトを通じて関わらせていただいたこと
は、私どもにとって得難い貴重な経験となりまし
た。感謝申し上げると共に、来年の施設開設と運
営の成功を社員一同お祈りしております。
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
コミュニケーション部門
小野 綾・川口 智実・酒井 雅美

Roche: Yumeiro Shoes Project
Aya Ono, Tomomi Kawaguchi, Masami Sakai
Communications Department
Roche Diagnostics K.K.
Roche Diagnostics offers cutting-edge
clinical diagnostics solutions to contribute to the
betterment of people’ s lives now and for the future.
Based on this principle, we have supported non-profit
organisations that support patients in bettering their
lives as part of our corporate social responsibility
activities.
Our initiative, the 'Roche Yumeiro Shoes
Project', has been completed thanks to great support
from Yokohama Children’ s Hospice Project and
Yokohama City University Hospital. Children who
participated in this project enthusiastically said things
like: ‘I want to go to various places around the world
with these shoes on’ ; or ‘I want to go to a park and
show my shoes to my grandpa and grandma’ and so
on. It is our sincere wish that they will undergo the
treatment in a positive way and will enjoy going out
with these shoes on.
It was a valuable experience and an honour
for us to have been engaged in such meaningful and
fulfilling initiatives as with the children’ s hospice
in this project. We would like to express our sincere
gratitude and all the employees at our company wish
you all the best for the opening of the facility next
year as well as success in your on-going operations.

2020 年度の活動から

大きなガラス窓に
海のいきものを泳がせよう！
新型コロナ感染症の影響で、入院中の子ども達やきょうだい
さんにとっては楽しいことが制限される毎日。ご家族のお見舞
いだってままならない。
そんな中、少しでもワクワクする楽しいことを届けたい！と
アートセラピストのアートワーク教室でぃんぷる湘南様、江の
島らーめん花みずき様、そして多くの有志の方々のご協力があ
り、こんな楽しい企画が実現しました！

「入院しているこどもたちに海の絵を描いても
らい、江の島の『花みずき』というラーメン屋さ
んの窓に飾る」という話はコロナ禍で、イベン
トも無い退屈な夏休み中のお子さんには楽しい企
画。早速保育士に伝えたところ、1 週間くらいの
短期間で８つの病棟・施設から 26 枚の絵が届き
ました。
後日、発案者であるアートセラピストの原田望
由さんから送られてきた動画には、音楽と窓ガラ
スに貼った沢山の絵があり、自分の絵を見つけた
お子さんは繰り返し見ていました。絵は、病院の
ガラス窓にも貼りました。絵をご覧になったお母
様は、「江の島で飾ってあるなんて、楽しいね～」
と、お子さんと一緒に喜んでおりました。
保育士も、
「こどもたちの絵を見てきました。大
きい窓で魚が泳いでいました♪」と。
こんな企画は、みんなを笑顔にしてくれます。
ありがとうございました。
神奈川県立こども医療センター
ボランティアコーディネーター
加藤 悦與
“Let’ s have the children in the hospital draw
exciting underwater world and we’ ll display them on
the windows of Enoshima Ramen shop Hanamizuki.”
The proposal came from Ms. Miyu Harada, a
local art therapist, in the midst of COVID 19 pandemic
that had taken away all sorts of fun activities from
the children. We rushed to tell the ward nursery
teachers about the idea and within a week, 26
pictures were delivered to us from eight inpatient
wards and facilities. Later, Ms. Harada sent us a
video with lovely background music, which showed
the children’ s pictures displayed on the windows of
Hanamizuki. The children watched the video over and
over. The original paintings were also displayed on
the window panes of the hospital. One of the mothers
talked happily with her child about how exciting it was
to think that the paintings were decorating Enoshima.
The ward nursery teacher also said, “It’ s so exciting
to see these large fish swimming in the window
panes.”
I’ d like to take this opportunity to thank
everyone for bringing so many smiles to so many
children.
Etsuyo Kato
Volunteer Coordinator,
Kanagawa Chidren’ s Medical Center

LINE スタンプを購入して
横浜こどもホスピスを
応援しよう！
横浜銀行創立１００周年記念
のイベントとして、銀行キャラ
クターはまペンの作品＆ LINE
原画を募集する「はまペン コ
ンテスト」がおこなわれまし
た。その中から選ばれた作品が
LINE クリエイターズスタンプ
として登場！
このスタンプの収益は全額
「横浜こどもホスピスプロジェ
クト」に寄附されます！！
是非皆さん、「はまペン」ス
タンプのご購入
よろしくお願い
します！
https://www.boy.
co.jp/boy/brand/
contest/index.html
※横浜銀行ウェブサイトより

2020 年度の活動から
積水ハウスマッチングプログラム こども基金 長期プロジェクト助成事業

こどもホスピス・小児緩和ケア人材育成プログラム
医療的な側面だけでなく、子どもの生活の質（QOL）の向上と家族全体を支える取り組みとして位置づけ
られる小児緩和ケアとこどもホスピス。今年は会場とオンラインのハイブリッド形式で横浜（6 月、9 月）、
旭川（10 月）、名古屋（11 月）の計 4 回実施することが出来ました。

こどもホスピス・小児緩和ケア人材育成講座
（横浜）に参加して
研修会参加は、コロナ禍の 6 ヶ月ぶりの外出と
なり、横浜市民ながら、馬車道駅付近の風景を新
鮮に感じました。そして、静かな熱気と深い学び
の一日を頂いて、私も応援隊の一員となりました。
実は若き頃に抱いた夢は、現在の「チャイルド
ライフ・スペシャリスト（CLS）」でした。未開拓
な進路を歩む事はできませんでしたが、人生の巡
りの中に繋がりの機会に恵まれました。いよいよ
の工事着工への進みを知って、来年の今頃、長く
空き地であった場所に、光が灯ることを地域の者
としても大変楽しみです。
一年一年を積まれてこられたご活動に込められ
た希望と情熱と賛同は、これから金沢八景の地に
根を下ろされて、こどもホスピスの誕生に臨まれ
ます。工事の無事とこのプロジェクトの想いに、
さらにさらに理解と共感の風が、山側から海側か
らと吹きますよう、切にお祈り致します。
山元 由紀子
横浜市金沢区在住

6 月 20 日
横浜

On attending the Children’ s Hospice/
Pediatric Palliative Care Course
Yukiko YAMAMOTO
Resident in Kanazawa-ku, Yokohama
I attended the course held by the Yokohama
Children’ s Hospice Project in September. It was my
first outing in six months, since the start of COVID-19
pandemic. Although I’ m a resident of Yokohama, the
familiar sights around Bashamichi Station were very
refreshing.
After a quiet day of enthusiasm and
significant learning, I became a member of the
Children’ s Hospice supporter. When I was young, I
had dreamed of becoming what is now called “Child
Life Specialist (CLS)” , but I was unable to follow that
unexplored path. Through this course, I feel blessed
for having been given the opportunity to make a
connection with that dream.
During the course we were informed of the
plans to start the long-awaited construction soon. As
a resident of this area, I am very much looking forward
to seeing this long-time vacant area become filled
with light this time next year. The hope, passion, and
commitment poured into the organization’ s activities
each year will now take shape in Kanazawa Hakkei as
the newly born Children's Hospice. I hope the winds
of understanding and empathy for the project will
blow from the sides of the mountains and the ocean. I
wish you all the success.
9 月 20 日
横浜

10 月 11 日
旭川

11 月 29 日
名古屋

2020 年度の活動から
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

病児と遊びの研究会
病気や障がいがあっても、子どもは遊びたい！遊びを通して成長し、病気と向き合う力を育みます。しかし、
新型コロナ感染症の不安が長期化する中、遊び支援の形も変化が求められています。命と向き合う子ども
と家族にとっての遊びの持つ意味を考えるとともに、with コロナ時代におけるオンラインでの遊びの形を
学んでいます。
病児と遊びの研究会に参加して

Workshop on Playing with Sick Children

私は、看護学部への入学を目指す受験生です。
疾患を持つ子ども達とその家族を支え寄り添うこ
とのできる看護師になることを目指しています。
6 月に横浜で開催された「小児緩和ケア人材 育成
プログラム」に参加し、もっと多くのことを知り
たいと思い「病児と遊びの研究会」に参加しまし
た。
今回の研究会は End・Of・Life ケアがテーマで
したが、遊びの大切さを改めて考えるとともに、
遊びにも症状に合わせた色々な遊びがあることを
知りとても勉強になりました。私の妹は、白血病
と晩期障害による闘病生活を送りました。まだ寝
返りもできない赤ちゃんの頃からなので、とても
長い間でした。妹が自宅にいる時は嬉しくて、少
しでも空いている時間があれば、いろんな遊びを
考えては準備して 2 人で楽しみました。車イスや
在宅酸素が始まり、疲れさせないようにと日常が
単純化していきました。一昨年の春、妹は旅立ち
ました。あれからずっと、もっと楽しく過せたの
では ? と考えています。チャイルドライフスペシャ
リストの米道さんの「どんな時でも遊び学び成長
する」というメッセージに、大切なことに気づく
ことができました。そして、ご遺族である當間さ
んのゆいちゃんのお話に同じ家族として共感し、
社会福祉士として働く當間さんの姿に自分の背中
を押された気がしました。
これからも、研究会の参加を続けていきたいで
す。こどもホスピスがステキな「おうち」となり、
子ども達と家族の笑顔があふれる場所となります
ように応援します。
手塚 はな
高校生

Hana Tezuka
High School Student
I am a high school student aiming to enter a
nursing school. I want to become a nurse to support
sick children and their families. I previously attended
the “Children’ s Hospice/ Pediatric Palliative Care
Course” in Yokohama and this time I participated
in this “Workshop on Playing with Sick Children”
because I wanted to learn more.
The theme of the workshop was End-of-Life
Care. I learned that play is important and that there
are play options appropriate for each child’ s health
status.
My sister fought with leukemia all her life.
She was diagnosed as a baby. She was so tiny that
she could not yet turn over by herself. She had a very
long battle.
I was happy when my sister was home.
Whenever I had some free time, I would come up
with all kinds of games and enjoyed playing with her.
Eventually, she had to be on a wheelchair and home
oxygen therapy. Everyday life was simplified so as
not to get her tired. In spring 2018, my sister went to
heaven. Ever since then I have wondered if she could
have enjoyed her life more. Through this workshop I
realized the importance of play.
My family and I went through the same
experience as Mr. Taima, who shared with us his
thoughts about his late daughter, Yui. I could relate
myself with his family’ s story. The loss of his
daughter has led Mr. Taima to change his career and
he now works as a social worker. I felt encouraged
about my choice to become a nurse.
I would like to continue attending these
workshops. I am hoping that the children’ s hospice
becomes a wonderful “home” filled with the smiles of
children and their families.

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

アンケート調査のご報告
昨年度は、神奈川県のみならず全国に調査対象地域を広げてアンケート調査を実施いたしました。ご家族
のご経験を共有していただいたことで、こどもホスピスに求められることが、より鮮明に見えてきたよう
に思います。この場をお借りして、ご協力いただいたご遺族の皆様に厚く御礼申し上げます。

「小児がん遺族が望んだ余命宣告後の療養生活と支援」
横浜市立大学医学部看護学科

下道知世乃・藤塚真希・佐藤朝美

NPO 法人横浜こどもホスピスプロジェクトでは、2021 年開設予定の「うみとそらのおうち」ならびに
全国の「こどもホスピス」の設立・運営に資することを目的に、小児がんでお子様を亡くされた遺族を
対象にしたアンケート「小児がん遺族が望んだ療養生活と支援」を実施しました。今回はその結果の一
部を報告します。
【調査概要】
1. 対象：小児がん遺族 58 名（回収率 53％、有効回答率 50％）
2. 時期：2020 年 3 月 ~6 月
3. 調査：アンケート調査。「余命宣告後、子どもの家族が望んでいた療養生活と支援」に関する質問
46 項目について、
「とても思う」「少し思う」「どちらでもない」「あまり思わない」「全く思わない」
の５段階で回答を求めた。
4. 分析：属性、質問項目に「とても思う」と回答した人数を集計、その割合（％）を示した。
5. 結果：対象の属性は表に示し、余命宣告後の子どもの家族が望んでいた療養生活と支援は、各グラ
フに示した通りである。子どもと家族が一緒に安心して過ごせる場の形成支援、子どもの好きな食
事を作り家族で生活ができる支援、苦痛や症状なく安心して過ごせるための在宅医療支援、子ども
の希望をかなえられるイベント支援、きょうだいと子どもが今までと変わらず過ごせる家族支援が
望まれていることが明らかとなり、こどもホスピスでは多様な支援が求められていると考えられた。

（富士市～糸魚川 300）

コラム

支援者の声

コースト to コースト
ファンドレイジング・サイクリング

2020 年５月に予定していたチャリティイベン
ト「東京ヤマソン」は残念ながら中止となってし
まいましたが、横浜こどもホスピスプロジェクト
を支援する新たなファンドレイジングの試みとし
て、ヤマソンの参加メンバーを含むサイクル仲
間 6 人が太平洋から日本海へと本州を横断する
３００㎞のチャリティライドを行いました。10
月 17 日（土）から 18 日（日）にかけて、静岡県
の田子の浦を朝８時にスタートし、山梨県、長野
県を経て新潟県の糸魚川へ翌日の１７時にゴール
しました。あいにく初日は１日中冷たい雨に降ら
れ難儀し、真っ暗になるまで走りました。２日目
は晴れ間も見える天候に回復し、塩尻峠から安曇
野、白馬を経て無事全員ゴール。２１時間に亘る
サイクリングとなりました。普通のサイクリング
なら止めてしまうような天候でとても疲れました
が、多くの皆さんの応援が後押しとなり、モチベー
ションを保って走れました。メンバーは「自分の
為に走るのではない、誰かのために走るチャレン
ジって良いね」という想いを抱いたライドでした。
10 月 26 日現在で 143,000 円の寄附が集まりまし
た。この金額は横浜こどもホスピスプロジェクト
に寄附させていただきます。応援してくれた皆様、
有難うございました。また挑戦します。
本田 光広
（一社）インターナショナルボランティアグループ

Coast to coast fundraising cycling
(Fuji City-Itoigawa 300km)
Mitsuhiro Honda
International Volunteer Group

Unfortunately the 2020 Tokyo Yamathon
was cancelled, but as a new fundraising
attempt, six cycling mates including Yamathon's
regular participants, took a 300km bike ride
across Japan, from the Pacific Ocean to the Sea
of Japan. From 17th (Sat) to 18th (Sun) October,
we started at Tagonoura in Shizuoka prefecture
at 8:00, passed through Yamanashi and Nagano
prefecture, and finished at Itoigawa in Niigata
prefecture at 17:00 the next day. It was difficult
on the first day, by riding in the cold and the
rain all day long and the team rode on until
darkness had fallen. On the second day, the
weather improved with clear skies and all six
riders safely reached the goal from Shiojiri Pass
through Azumino and Hakuba. It was 21-hours
of cycling. If the ride was a personal one, we
would typically cancel riding in bad weather,
but with the support of many cheering and
supporting people, the team kept their positivity
and motivation. The common feeling we had
was "It's good to ride for myself, but even better
riding for someone” . As of 26th October, we
helped to fundraise 143,000 yen. Thank you to
everyone who supported us. We will challenge
again.

認定 NPO 法人になりました！
2020 年 12 月 9 日 付 で、 当 法 人 は 所 轄 庁 で あ る 横 浜 市 か ら「 認 定
NPO 法人」として承認されました。
《認定 NPO 法人》は、広く一般から支持を受けているか、組織運営や情
報公開が適切に行われているか、活動内容が適切かなど、様々な視点から
判定され、公益性が高いとして承認された団体を指します。
2014 年 に 立 ち 上 が っ た 小 児 ホ ス ピ ス 設 立 準 備 委 員 会 か ら 始 ま り、
2017 年に NPO 法人としてスタートを切ってから 3 年間、本当に多くの
方々に支えられここまで来ました。この場をお借りして皆様に心より感謝
申し上げますとともに、これからも末永いご支援・ご協力を何卒よろしく
お願い申し上げます。
※認定 NPO 法人へのご寄附は、確定申告の手続きをすることで寄附金控除などの税制上の優遇措置の対象となります。

ロゴもリニューアル
認定 NPO 法人として新たなスタートを切るにあたり、
ロゴもリニューアルしました。
これまでも会員証や会員バッジで皆様に親しんでいただ
いていた太陽のイラストがモチーフになっています。
病気や障がいの有無に関わらず、みんなを温かく照らす太陽。
これからも団体の象徴として、私たちを見守ってくれるよう願いを込めています。

スタッフ紹介
はじめまして。今年の 4 月から事務局で
働いています杉山真紀と申します。田川さ
んの著書『こどもホスピス』に書かれてい
る遺族の一人です。
仕事は、主に事務（寄附管理・イベント
管理等）を担当しています。
私が田川さんと出会ったのは、今から６年前になりま
す。息子がお空に旅立ってから 1 年ほど経った頃、その
当時すでに「横浜こどもホスピス設立準備委員会」とし
て活動されていた田川さんから患者会を通して遺族の体
験談を準備委員会の会合で話して欲しいとのご依頼があ
りました。患者会のメンバー 4 名で登壇させていただい
たことがきっかけで、その後も微力ながら活動を応援し
てきました。
息子と同じ病気で愛娘を亡くされた田川さんが奮闘さ
れている姿に自分自身とても刺激を受けました。何か私
の経験が生かせるのであればお手伝いさせて欲しいと思
い、現在に至っています。
こどもホスピスについて、息子の闘病を経験した私で
も知識はほとんどありませんでした。
日本ではまだまだ認知度の低い施設です。まずはたく
さんの方に知って頂くこと。そして、いつか当たり前に
誰もが利用できるようなやさしい社会になることを心か
ら願っています。
「横浜こどもホスピス うみとそらのおうち」が闘病中
の子どもはもちろん、集まるすべての人の笑顔があふれ
る場所になるようにスタッフみんなで開設に向けてしっ
かり準備を進めていきたいと思います。
きっとお空の上から子どもたちも応援してくれている
はず！！
（杉山真紀）

2020 年度事業予定
① かながわボランタリー推進基金 21 負担金事業
●小児緩和ケアに啓発及び普及活動事業

内容：第３回世界こどもホスピスフォーラム in Yokohama
日時：2021 年 2 月 14 日（祝） 17:45 ～ 20:45
場所：はまぎんホール・ヴィアマーレ
（会場 + オンライン開催予定）
講演：イギリス・ドイツ・日本より講師招聘予定

●小児緩和ケア共同研修会

日程：2021 年 1 月 22 日～ 24 日予定
場所：TSURUMI こどもホスピス

●小児緩和ケアに関する研修会（
『病児と遊びの研究会』）
日程：2021 年３月 13 日（土）14 時～ 16 時
場所：関内フューチャーセンター予定

② 独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業
●小児在宅移行のための多職種連携勉強会

日時：2021 年 2 月 27 日（土） 14：00 ～ 16：30
場所：関内フューチャーセンター予定

③ 積水ハウスマッチングプログラム助成金
●第 3 回全国こどもホスピスサミット in 福岡

日時：2021 年 2 月 20 日（土）14:00 ～ 16:30
場所：福岡からオンライン開催

④ 自主事業

●小児病棟サンタクロース・クリスマスプレゼント
日時：2020 年 12 月 24 日（木）午後予定
場所：横浜市立大学附属病院小児科

ご寄附一覧

( 順不同・敬称略 ) （2020 年 7 月～ 2020 年 11 月末）
ご支援、ありがとうございました
【会費・寄附によるご支援者】
Casa de Luz ／ JWE ジャパンレスリングエンターテイメント／赤池 文子／秋山 学／秋山 理央／浅川 冨美
子／浅野 康子／阿部 佳代／阿部 ひろみ／安保 さよ子／アミエル税理士法人／新井 朋子／安藤 陽子／飯塚
菜月・春樹・美月／飯山 さちえ／飯山 泰子／五十嵐 敏道／池田 恵子／池田 龍子／石川 基子／石橋 勝廣・
陽子／泉水 恭子／市原 早苗／伊藤 清子／伊藤 理智／稲田 雪路／稲部 澄子／井上 啓子／井上 富子／イマ
イ ケイコ／今津 英世／医療法人社団 松井病院／インターナショナルボランティアグループ／学校法人
石川学園／株式会社 OPEN FIELD ／株式会社アールケイエンタープライズ／株式会社ありあけ／株式会社
イデュース／株式会社キクシマ／株式会社創友／株式会社第一保険センター／株式会社吉永商店／ゲンス
ラー・アンド・アソシエイツ・インターナショナル・リミテッド／つのだ宏子／ノナカ アズミ／モリ サト
コ／杜企画株式会社／モルガン・スタンレ－ MUFG 証券株式会社／山本 詩子／山本 史子／山本 豊／有限
会社 川嶋設備／有限会社 湘南仲介センター／有限会社 ワキ／横田 碩子／横浜ビル建材株式会社／横山 新
一郎／横山 朋美／芳垣 健夫／𠮷川  満雄／吉田  あけみ／吉武  敦／リージェン株式会社／リタニ  アキシゲ／
リョーコーホーム株式会社／ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社／若狭 静枝／渡辺 由美／渡邊 陽
子／安藤 弘子／井上 玲子／右松 晶子／羽田 貞子／臼井 克榮／園部 かおる／遠藤 恭子／塩森 芳枝／岡山
建設株式会社／岡野 奈保子／沖野 和正／下出 和治／下道 知世乃／下野 裕子／河野 鈴児／花里 典廣／菓
匠栗山／株式会社イーエックス／間瀬 裕子／丸茂 弘子／岸 益枝／岩本 烈子／亀井 めぐみ／亀井 ゆかり／
亀井 洋子／吉井 豊／久住 早織／及川 浩次郎／宮本 弘子／牛田 毬子／境木地蔵堂／近藤 紀子／金子 サキ
／金子 互美／熊谷 明子／桂川 理恵子／原 尚正／原田 恵美子／古館 永久／古澤 光恵／光山 美代子／甲田
留美／綱島 健之／肱岡 あさ子／高市 方子／高倉 由紀／高木 伸幸／高野山真言宗寺族婦人会神奈川支部／
黒澤 宗剛／今村 恭子／根本建設株式会社／佐藤 綾子／佐藤 朝美／斎藤 義彦／阪部 寿子／三鬼 あかね／
三好 正子／山岸 千彰／山口 みどり／山室 宗作／山室 陽子／山谷 和明／山田 しのぶ／山田 冨士子／山本
一宜／山本 博正／山本 文子／山﨑 稔／市川 利子／志澤 直樹／氏家 ゆり子／寺村 昌子／鹿嶋 美由紀／柴
山 操／柴田 恭子／若村 みさき／手島 美由紀／重森 大成／小笠原 裕子／小館 貴幸／小黒 明美／小山 桂子
／小出 明美／小松 清子／小瀬村 芳明／小田切 利夫／小島 桂子／小島 典子／小嶋 英雄／小嶋 美恵／小野
佳子／小野寺 百合子／小林 猛・千賀子／松岡 弘・喜美江／松村 清美／松村 美千代／松田 正／松田 正治
／松田 夕加里／松本 英夫／上原 順子／上野 ゆり／新宅 美樹／森 みどり／森谷 幸江／深澤 ゆかり／神谷
修／須山 悦男／須山 治子／須藤 克哉／水野 愛子／杉山 真紀／杉本 郁子／杉目 敦子／菅野 孝志／成田 英
次／成富 育子／星 江里子／西留 敦子／青木 久実子／斉藤 俊雄／斉藤 昇／石井 由紀子／赤木 和子／千葉
豊／川上 詩子／川﨑 ｲ葉子／浅岡 浩行／前川 真由美／前田 和可子／前島 満佐子／曽我 宗代／早川 五三六
／草間 雅美／村山 明子／村田 実智子／太田 祐輔／大江 まみ子／大住 猛雄・多紀子／大津 雅弘／大塚 俊
明／大塚 洋子／大島 征子／大平 美保子／大野 乃里子／瀧口 秀之／谷 紫寿／竹沢 佐知子／竹内 美弥子／
中川 須美子／中村 日菜／中田 利恵／中條 初美／長谷川 洋子／鳥澤 竹彦／津田 敏夫／津嶋 功／津呂 正代
／辻 政代・百合江／田川 尚登／田川 徹／田中 真能／田中 聡子／田中 牧子／土岐 正身／土谷 勇雄／島 ひ
とみ／島崎 友樹／島田 和子／嶋田 年比于／藤井 弘子／藤原 成子／藤塚 真希／藤田 寿枝／藤田 道子／那
須 雅之／内村 慎史／内藤 凱子／二村 千津子／八住 智明／樋山 麻子／尾崎 茂子／菱沼 久美子／蛭田 りつ
子／武川 幸子／副島 智子／服部 恵津子／服部 陽児／福島 敬子／平井 武子／平野 チヱ・忠幸／平野 ひか
る／平野 辰子／平野 由美子／平野 和之／米道 宏子／豊田 千早／望月 郁文／北原 由佳／北村 多津一／牧
野 広幸／堀内 久美子／堀内 陽子／本多 知子／椋棒 弘子／木下 嘉昭／木下 未果子／木元 茂／木村 清一／
野瀬 美砂子／野村 忠男／矢島 千恵子／矢島 美代／鈴木 ルミ／鈴木 英樹／鈴木 啓子／鈴木 将彦・瑞穂／
鈴木 正雄／鈴木 明子／檜佐 幸子／櫻井 時子／濱﨑 智恵美／燧 淳子／齋藤 綾子／齊藤 恵美子／齊藤 明順
／髙橋 孝子／久保田 綾
【よこはま夢ファンド】
（今年 4 月分より寄附者様のお名前・金額などの公表をご希望されても寄附先団体には通知されなくなりま
した。お礼状をお送りすることができませんので、ご寄附の際に団体宛にもご一報いただけましたら幸甚
に存じます。）
【募金箱設置】
ベーカリーハウス アオキ／スマイルガーデン／ Bravissimo 美容室ブラヴィッシモ／ビィーンズファー
ム／ヘアーサロン タカキ／壮健堂治療室／山本助産院／花屋こはな／輿石且子事務所／角田宏子事務所
／ Café Bar and Lunch Box SMILE( スマイル食堂）／八景写真館／八木薬局 ／ BAR LUZ ／たわわや／
菓匠栗山／パブ ドレミ／大和・綾瀬理容組合／境木地蔵尊
小児ホスピス建設のための支援として認定 NPO 法人スマイルオブキッズにお振込みいただいた場合： 寄附金は当
法人のために確保されておりますが、個人情報保護の観点から当法人には寄附者氏名の開示がなされません。した
がって、こちらにお名前を掲載することができないことをご了承願います。

第３回

世界こどもホスピスフォーラムのご案内

私たちの目指す「こどもホスピス」は、医療・福祉・教育制度の狭間にいる子どもと家族に「友として」
寄り添い、地域で支える「第２のわが家」。第３回世界フォーラムは、英国・ドイツや日本のこどもホスピ
ス関係者を横浜会場とオンラインで繋ぎ、こどもホスピスでのグリーフケア、ビリーブメントケアの考え方・
関わりについて検討していきます。
日時：		
テーマ：
		
講演者（予定）：
		
会場：		
参加費：
申込：		
		

2021 年２月 14 日（日）17:45 ～ 20:45
こどもホスピスを世界の先駆者と共に考える
～グリーフケア、ビリーブメントケアについて～
Francis House イギリスこどもホスピス運営者、Regenbogenland ドイツこどもホスピス
運営者、医療法人淀川キリスト教病院、公益社団法人こどものホスピスプロジェクト
はまぎんホール・ヴィアマーレ（横浜市西区みなとみらい３- １- １）
1000 円（会場＋オンライン開催）
ウェブサイトなどでご案内させていただきます。
http://childrenshospice.yokohama/

第 3 回全国こどもホスピスサミット in 福岡のご案内
こどもホスピスを全国に広めようと、国内関係者が集結！第１回の横浜、第２回の札幌に続き、第３回の
今年は福岡からオンライン開催となります。
日時：		
テーマ：
講演者（予定）：
パネリスト：
（予定）
		
		
		
会場：		
参加費：
申込：		
		

2021 年 2 月 20 日（土）13：00 ～ 16:30
いのちかがやく社会へ、ともに考えよう！ “生きる” を支えるこどもホスピス
豊島勝昭（神奈川県立こども医療センター新生児科部長）ほか
国立成育医療研究センター短期入所施設「もみじの家」、公益社団法人こどものホスピス
プロジェクト大阪、医療法人淀川キリスト教病院、認定 NPO 法人横浜こどもホスピス
プロジェクト、一般社団法人北海道こどもホスピスプロジェクト、NPO 法人福岡子ども
ホスピスプロジェクト、NPO 法人東京こどもホスピスプロジェクト
オンライン（Zoom）開催のみ
1000 円
ウェブサイトなどでご案内させていただきます。
http://childrenshospice.yokohama/

支援のおねがい
【賛助会員 ( サポート会員）になって継続的に支援する】
①個人： 年会費 1 口 5,000 円から

② 法人・団体： 年会費

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。

【寄附で支援する】 自由な金額、自由な回数でご寄附をいただいております。
【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
◎その他の金融機関からの振り込みの場合
ゆうちょ銀行
店名０２９（ゼロニキユウ）、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
※
※

寄附金、賛助会員会費は税額控除が受けられます。
遺贈の相談も承っております。

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
TEL：045-274-8686
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FAX: 045-550-3459 e-mail: contact@childrenshospice.yokohama http://childrenshospice.yokohama/
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