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認定 NPO 法人スマイルオブキッズ

理事長

松尾 忠雄

愛する子ども達のために愛する子ども達のために

はじめに

　認定 NPO 法人スマイルオブキッズ
の定款には「本会は、闘病中の子ども
たちの基本的人権が尊重され、最善の
医療を受け日々の生活の質を向上させ
ることができるよう、本人及び家族に
精神的、物質的支援をする事業並びに
小児医療に関わる法人、団体への支援
事業を行うとともに闘病中の子どもた
ちの現状を広く社会に伝え、志のある
ボランティアを育成することによって、
広く社会全体の子育て環境の改善に寄
与することを目的とする。」と記されて
います。
　定款に基づく事業として、患者・家
族滞在施設の運営事業、病気の子ども
のきょうだい児保育事業、家族の交流
の場の提供事業としての音楽支援活動
などがあります。設立当初、数人で始
めた活動でありましたが、本年で 15 周
年を迎えることができました。
　また、家族の精神的負担と経済的負
担の軽減を目的とする患者・家族滞在
施設「リラのいえ」は神奈川県立こど

も医療センターとの協働事業として開
設 10 周年を迎えることができました。
　「リラのいえ」の多目的ホールを活用
して患児のきょうだい児保育を行って
います。きょうだい児は家族の関心が
患児に移るためにさみしさやストレス
を抱えてしまうことがあります。この
さみしさを少しでも和らげることがで
きればとの思いで約 10 名の保育士が関
わっています。
　障害がある子ども達が健常児と同じ
ように音楽を楽しめる場を提供するた
め、重症心身障がい児と家族のための
コンサート、訪問ピアノコンサートな
どを行っています。
　これらの活動に参加するボランティ
アの動機は様々ですが、共通する思い
は「愛する子ども達のために」という
ことではないでしょうか。この 15 年間
には紆余曲折がありましたが、私たち
がこれからも活動を続けていけるエネ
ルギーは愛そのものではないかと私は
考えます。
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　患者・家族滞在施設「リラのいえ」は、闘病

中の経済的負担を軽減するだけでなく、お子さ

んとご家族の立場に立ち、滞在する家族同士が

支え合える場であるようにという思いでボラン

ティアが協力して運営しています。利用者の声

ノートには、ご自身もいつかボランティア活動

に関わりたいと思う、と言った声が多く寄せら

れます。

　支えられる側から支える側へと、周囲の皆様

へもバトンを繋げられたご家族。今なお病気と

闘いながらも、前向きに立ち向かうお力を得ら

れたご家族もいらっしゃいます。様々なご家族

の声をご紹介致します。

「リラのいえ」
に滞在して
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出会いと感謝の気持ちを忘れずに

リラのいえ利用者より

　心待ちだった次女の誕生で幸せの絶頂であ
るはずなのに、祝う間もなく純型肺動脈閉鎖
症で即緊急搬送された愛する我が子。一体何
が起きてるのか。将来どうなるのか。様々な
思いや不安が矢継ぎの様に頭を過ぎ一睡もで
きない日々が続きました。
　そんな精神状態が自分を追い込み旧知の友
人でさえ連絡を閉ざし閉鎖的に。そんな私を
ずっと冷静に見守っていた夫が私を現実に戻
してくれました。それからは気持ちを新たに
娘の疾患について一心不乱に勉強しました。
私達の運命を変えた心疾患を持つママのブロ
グとの出会いも前向きな気持ちにさせてくれ
ました。
　緊急搬送された病院での治療方針に疑問を
抱き思い切ってセカンドオピニオンを受け、
主人と 5 歳の娘の協力でこども医療センター

に転院を決断。病院のスタッフは明るく他の
お母さんと話が出来る安心して子供を預けら
れる環境でした。約３ヶ月、「リラのいえ」と
病院で過ごした時間は辛かったけど自分を成
長させてくれた場所です。
　勤務先の横田基地の有志団体「サンズオブ
ハワイ」のあるメンバーの提案で、生活物資
やクリスマスプレゼントを「リラのいえ」と
病院にボランティアで届けるようになりまし
た。皆で力を合わせればこんなに素晴らしい
事ができる！ダイナミックでハートウォーミ
ングなアメリカ人パワーを感じてます。医師、
看護師、事務、清掃員、食堂、ガードマン、
ベイリー＆アニー、「リラのいえ」のすべての
スタッフに感謝の気持ちを込めてこれからも
奉仕を仲間としていきたいと思います。
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高 3 の息子が 2 月に肺の手術を受けました。
今回、退院が思ったより長引いてしまい、息
子を 1 人病院に残し、先に長崎に帰ることに
なりました。とても心配したのですが、予定
より 1 週間あとに帰ることになった息子は、
退院後その足で、江ノ島と鎌倉を観光し、そ
の後夜行バスで京都に移動。早朝に着いた京
都では、まだ観光客がいない伏見稲荷大社や
白峰神社、下鴨神社、平安神宮、八坂神社な
どを回り、一日中一人旅を堪能。またその夜、
夜行バスに乗り、朝方長崎へ帰ってきました。
親の心配をよそに、本人はとても元気でした。
退院が長引き、一人で帰るはめになった事も、
息子は楽しみに変えたようです。1 人の入院
生活も、保育士さんや入院中のこども達とそ

戸田さん ( 長崎県 )

（リラのいえ利用者）

マイナスを
プラスに
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　地元の病院ではもう手術できませんと言われ、八方ふさがりでし
たが、ネットで何とか手術できそうなこのこども医療センターを見
つけました。遠方のため少しとまどいましたが、この「リラのいえ」
の存在を知り、思いきってセカンドオピニオンを受けることがで
きました。先生が手術できますとおっしゃって下さり、とんとん
拍子に手術できることになりました。
　この度は右肺と左肺の手術。術後の経過も良く、無事終わり今
日退院しました。高 3の息子は今日元気に鎌倉を散策することが
できました。
　こんな日を迎えることができたのも、北河先生をはじめこども医
療センターの方々のおかげだと思いますし、また、この「リラのい
え」のおかげだと思います。スタッフの方々をはじめ、入所者の
方々にとても温かく接していただき、本当に感謝です。「リラのい
え」がなかったら、セカンドオピニオンを受ける勇気が持てなかっ
たかもしれません。「リラのいえ」は本当に居心地が良い場所であ
り、この 3週間はとても思い出深い 3週間になりました。本当に
ありがとうございました。
(2017 年発行スマイルオブキッズ通信 19 号より )

の保護者の皆さんと、毎日トランプやゲーム
などをして楽しく過ごせたようで、本当に皆
さんに感謝です。
　帰宅後も、少し咳は出るものの、大好きな
卓球やゴルフの練習を始め、3 月 11 日には佐
賀で行われた障がい者卓球大会、そしてその
まま熊本に移動し、12 日に障がい者ゴルフ大
会に参加してきました。
　約 1 年半前、骨肉腫で右腕を失くしてから
始めた卓球と、腕を失くす前から大好きだっ
たゴルフが、今の息子の支えです。片腕の息
子ですが、ゴルフも卓球も、私よりはるかに
上手です。我が子ながら、これはもう本当に
凄いなぁと思います。そして、今までは、卓
球やゴルフの試合の時、私は観戦するだけで

したが、今回からは、勇気を出して、一緒に
参加することにしました。日々、息子と練習
です。一緒に試合に参加することで息子も「親
を付き合わせている」から「一緒に楽しんでる」
と思えて、嬉しいようです。
　右腕を失くして辛いこともたくさんあると
思いますが、それでも、その状況でできるこ
とを探し、日々頑張っている姿に、親の私が
元気をもらっています。
　今、息子と私が、毎日このように過ごせて
いるのも、北河先生をはじめ、「リラのいえ」
の皆さん、こども医療センターに携わるすべ
ての皆さんのおかげです。本当にありがとう
ございました。
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永井 大樹さん ( 静岡県 )

（リラのいえ利用者）

『絶望』からの始まり

　突然、娘の未来が思い描けなくなりました。
自分の生き方を悔やみました。神を憎みまし
た。
　なんでうちの子ばっかり。何で自分ばっか
り。何がいけなかったんだ。頭がおかしくな
りそうだ。考えれば考えるほど気持ち悪くな
る。他人がうらやましい。逃げたい、逃げ出
したい。
　二児の父親である私は昔から弱い人間です。
楽をして好き勝手したい。気楽に生きて・・・
それなのに何でうちの子が。それは、絶望で
した。字の如く、自分の望みを絶たれた日で
した。
　しばらくして、スマホで「リラのいえ」の
存在を知りました。車を走らせる事 4 時間、
下見に行く事にしました。その梅雨晴れの日
の出来事、今でもはっきり覚えています。「絶
対良くなる！あの病院には超、超、超一流の
先生方が居るんだから！あと、パパさん見た
ら分かる！大丈夫！」

　「リラのいえ」で出会ったボランティアの方
からの一言でした。絶望感に包み込まれてい
た私に光りが差し込んだ瞬間でした。無力感
に打ちひしがれている弱い私の心に届いた強
力なメッセージでした。私が絶対助けてみせ
る！そう背中を押された気がして、今も奮闘
中です。負けません！どんな父親にも！娘の
父親は私だけなのだから。
　そうした強い気持ちを持ち続けられている
のは「リラのいえ」に携わる皆様一人ひとり
のご支援のおかげであり、共に奮闘する親御
さんとの共同生活が糧になっているんだと思
います。
　「絶対良くなる！あの病院には超、超、超一
流の先生方が居るんだから！あと、親御さん
見たら分かる！大丈夫！」私もそう声掛け出
来るような篤志のある人生を歩んでいこうと
思います。
　私にとって、そんな経験をさせて頂いたの
が「リラのいえ」です。



　お子さんの入院・通院により、それまでとは

全く違う生活に身を置く事となるご家族の皆

様。その一員であるきょうだい児をお預かり

し、親御さんが安心できるだけでなく、きょう

だい児の抱える寂しさを少しでも軽減してあげ

たい。そんな思いから、「リラのいえ」開設 8 ヶ

月後にきょうだい児保育事業がスタートしまし

た。

　利用されたご家族の声と、笑顔あふれるきょ

うだい児保育の一日をお届けします。

きょうだい児にも
スマイルを
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「リラのいえ」10周年　おめでとうございます

　「リラのいえ」を利用したのは、今から２年
前。次女がオペ入院で７ヶ月間入院した時に、
幼稚園入園前の三女のお預かりをして頂きま
した。まだ手のかかる年頃の三女でしたが、「リ
ラのいえ」でお友達や保育士さんと過ごすの
を楽しみにしており、私も安心して三女を預
けて病院へ行く事が出来ました。迎えに行っ
た時の保育士さんとの会話は、私にとっても
リラックス出来るひとときでした。
　三女は次女の通院に一緒についてくる事も
あるのですが、「リラのいえ」の前を通ると

「あーちゃんがいってたところだ！」「ここで
どんぐり拾ったよ !」「ここはお散歩の時に通っ
たよ !」と、２年経った今もよく覚えていて、
教えてくれます。幼稚園の集団生活に入る前
に「リラのいえ」で過ごせた事は、三女にとっ
て貴重な経験になった事でしょう。そんな三
女もこの春から幼稚園の年長さんです。
　入院していた次女も、今では元気に小学校
へ通っています。毎日が楽しいようで、休日
も学校へ行きたいとリュックを玄関へ運んだ
りしてアピールするほど。家では、姉妹と毎
日のようにケンカしたり笑いあったり、跳ん
だりはねたり走ったり。止まっていた時間を
取り戻すかのような勢いで毎日を元気に過ご
しています。夏には家族で新幹線に乗って北
海道へ旅行する事も出来ました。今まで出来
なかった事を、ひとつひとつ叶えて、病院に
お世話になりつつも、楽しく過ごしていけた
らと思います。
　これからも、リラのいえがみんなのホッと
出来る憩いの場でありますよう願っています。

小川　由美 さん
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「リラのいえ」10周年　おめでとうございます
毎日新聞・

きょうだい児
保育記事

2016 年、毎日新聞神奈川版で、きょうだい児
保育について掲載していただきました。
10 月 30 日の記事に、保育を利用していた頃
の小川さんの声が紹介されています。
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きょうだい児保育を利用して
添田　英子 さん

　2 歳の長女が白血病で移植後再々発し、難
治性のため治療薬を求めて神奈川県立こども
医療センターへセカンドオピニオンに来まし
た。その時長男は生後 10 か月。身内で預け先
の無い中、リラのいえときょうだい児保育の
存在を知り、転院をきめました。
　長男は保育初日から泣く事も無く、たくさ
んのおもちゃに目を輝かせまっしぐらでした。
　聞けば、保育室が新ホールとアカシアのお
部屋へ移転後とのこと。帰りにいただく保育
報告書では、遊びの内容・睡眠時の呼吸確認・
ご飯と排泄の記録があり、後で読んだ時楽し
んで過ごせている様子に安心しました。お昼
寝する時もアカシアのお部屋のベビーベッド
でぐっすりと寝かせていただけた事で、夜泣
きも減り大変助かりました。
　まだ 0 歳児、感染症を患うリスクが高く、

そして感染症を発症すると患児である長女の
面会にも行けなくなるため、ほぼ毎日きょう
だい児保育を利用させていただきました。自
分の健康管理も含め、冬場である時節柄緊張
しながらの日々を過ごしました。
　長女は生後 11 か月で発症してから感染症を
患うことが多く、再発、再々発と続く中で病
院では個室でしか過ごせなくなっていきまし
た。付き添う親である私も、必然的に個室に
引きこもる日々でした。そんな時に、「リラの
いえ」でたくさんの方々と出会い、お話しす
る機会があり、随分と励まされました。
　保育スタッフの方々には、長女の容態が安
定するまでや病院で主治医との話がある時、
急遽保育時間を延長する事もありましたが、
柔軟に対応していただき本当にありがたかっ
たです。精神的に苦しいとき、お迎えに向か
う途中に涙が溢れることもありましたが、温
かく迎えてくださった事は生涯忘れません。
　きょうだい児を連れての滞在だったので、

「リラのいえ」のボランティアの皆様及び保育
スタッフの皆様には並々ならぬご配慮をいた
だき大変感謝しております。
　この先もご利用される皆様にとって心休ま
る居場所となりますことを願うばかりです。

追伸
素直に感じることを書こう、と思ったら
８００字では収まりませんでした。なの
で１番伝えたいことを書かせていただき
ました。
書いている間、また皆様にいただいたあ
たたかさを思い出し涙してしまいまし
た。やはり、思いは感謝に尽きます。
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リラのいえスタッフより

きょうだい児保育

　きょうだい児保育はそれまでに前例のないところから始まりました。 利用

されている方のサポートができるようにと試行錯誤で歩んできました。 すべ

てが一時預かり保育で状況も皆それぞれ違います。　行政の保育待機児童ゼロとは全く別のものです。　予想してないことが、ある日突然起こり、パパもママも病児のことが決まっ

てから、 きょうだい児をどうしたら…と電話をかけていらっしゃいます。 多く

の方は、 身内以外で預けるのが初めてでとても不安そうです。
　「リラのいえ」 で過ごす時間はリラックスして、 思い切り甘えて良い場所と

して我慢しないで楽しく過ごして欲しいと思っています。 病児もご両親もきょ

うだい児もみんなこれ以上がんばれないくらい精一杯頑張っています。
　子ども達は話せなくても、 いろいろわかっているのだろうと思います。 子

どもはママに喜んで貰えることや、 ママの笑顔が大好きです。
　どんなに小さな赤ちゃんでも 「ママ医療センターいってくるね。 遊んでい

てね。」、 泣きながらでも 「ママ行ってらっしゃい。」。 そして預けたら心配せ

ず、 病児のことに専念して欲しい。 良い子でなくていいし、 我慢しないでお

うちのように我儘も言って過ごして貰えたら嬉しいです。
　そして、 お迎えに来たら、 「ありがとう。 ○○ちゃんが待っててくれたから

たくさん御用ができて、 ママ助かったよ。」 って、 いっぱい褒めて笑顔で抱

きしめてあげて頂けたらと思っています。　きょうだい児保育はなかなか世の中に知られにくいことですが、 必要性は

あるのだから当たり前に保育ができるような社会に向かって試行錯誤で進

んでいきます。

保育士　大石 貴子
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絵具遊び

お砂遊び

テラスでシャボン玉

つみき遊び

アンパンマン号で

①お出迎え

「こんにちは」「一緒に遊ぼうね」
お友だちも一緒にお出迎え。
健康状態・注意事項をママと確認。
「ママ、いってらっしゃい」と、必ず
ママを見送ります。

②お遊び

「今日は何して遊ぼうかな？」
子どもたちはたくさんのおもちゃに目を輝か
せます。

＜お部屋で＞

＜お外で＞

「リラのいえ」1日保育の様子
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赤ちゃんには授乳します。

ときには近くの公園へ

③お昼ご飯

⑤お見送り

「みんなで食べるとおいしいね」
各自持参したお弁当を食べます。

お昼寝はベッドのあるお部
屋でゆっくり休んでね。

「ママお帰りなさい」
「楽しかった？」
ニコニコ笑顔でママを
お迎え。
保育士とタッチでお別
れ。
「さようなら」「気を付
けてね」

＜お散歩＞

④お昼寝
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　スマイルオブキッズの 15 年間は音楽と共に

ありました。院内コンサートやチャリティーピ

アノコンサート、重症心身障がい児とご家族に

音楽を楽しんでいただき、その効果を研究する

施設訪問コンサートの開催。

　そして毎年夏休みのお楽しみ、横浜ラポール

シアターでの「地域がささえるふれあいコン

サート」。本年で 10 回目を迎えるコンサート

に初回からご出演頂いている The Voices of 

Japan (VOJA) の皆様と、ふれあいコンサー

トの発起人である岡山様より、メッセージをい

ただきました。

音楽と共に
歩んだ 15 年間
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音楽による支援活動
２０１３年２月より神奈川県立こども医療セ

ンター内で、音楽が示す医学的効用の研究が

始まりました。

ピアニスト関	孝弘氏の奥様であるマリアン

ジェラさんのミラノ大学（イタリア）におけ

る研究をもとに提唱されました。

関	孝弘氏の演奏協力も得て、スマイルオブ

キッズの音楽支援活動の一環として研究が進

められております。

２０１７年１２月９日、神奈川県立こども医

療センター、重症心身障害児施設。

ピアニスト関	孝弘氏によるクリスマスコン

サートが開催されました。

毎年行われている恒例のコンサートで、今年

も多くの患者家族も集い、音楽の輪が広がっ

ています。

２０１６年１１月２９日、旭川荘療育・医療

センター（岡山県）におけるコンサート。

神奈川圏外へのコンサートも始まり、音楽支

援活動は全国ネットに広がり始めています。

研究

こども医療センター重心施設

旭川荘
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　第 1 回からご一緒させていただいている「ふ
れあいコンサート」が、今年の夏で第 10 回を
迎えるとお聞きし、ときの流れの速さを改め
て感じています。
　The Voices of Japan (VOJA) に と っ て こ の

「ふれあいコンサート」は、特別の意味をもっ
ています。昨年 10 月に天国へ旅立った私たち
のリーダー亀渕友香は、この「ふれあいコン
サート」を何よりも楽しみに、そして大切に
思っておりました。コンサートが近くなると、
どんな歌を歌ったら、聴きに来てくれる子ど
もたちが喜んでくれるのか、保護者の皆さま
にほっとした時間を過ごしていただけるのか、
一生懸命考えていた姿が今でも目に焼き付い
ています。私たち VOJA のメンバーもそんな
亀渕の思いを皆さまにお届けできるよう、毎
回、練習に励んでまいりました。
　コンサートが始まると、子どもたちは、声
をあげたり、手を叩いたり、身体中で感情を
表してくれます。保護者の皆さまはとても穏
やかな優しい表情で、私たちの歌を聴いてく
ださっています。その姿を見て、亀渕もメン
バーも、いつもたくさんの勇気と元気をいた

だいてまいりました。
　終演後のロビーでは、毎年、たくさんの方
と言葉を交わします。

「今年も来ました！」。9 年の間に顔見知りの
お客さまも増えました。お会いできてうれし
いです。「迷いましたが、来て良かったです」。
そっと声をかけてくださったお母さまの言葉
に涙することもありました。「一緒に写真を
撮ってください」。そう言っていただけること
が何よりの励みです。
　残念ながら、今年の記念すべき第 10 回のコ
ンサートに、亀渕友香の姿はありません。でも、
VOJA が大切に歌い続けてきた「きずな」の歌
詞にもあるように、「目には見えないけれど、
まるで空気のように」、きっと亀渕はステージ
の上で、私たち VOJA と一緒に歌っているは
ずです。
　10 回、20 回、50 回と、これからも私たち
VOJA は、「ふれあいコンサート」を通じて、
皆さまとの絆を重ねていきたいと願っていま
す。これからもどうぞよろしくお願いいたし
ます。

The Voices of Japan (VOJA)

スマイルオブキッズ設立 15周年、
「リラのいえ」開設 10周年、
誠におめでとうございます！
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岡山 美幸 

　スマイルオブキッズ設立 15 周年・「リラ
のいえ」開設 10 周年、おめでとうござい
ます。
　沢山の出会いと皆様の温かい想いが奇跡
を起こし、1 回だけと思っていた　重度心
身障害の子ども達と、その家族の為の「地
域がささえるふれあいコンサート」も、今
年の夏に 10 回目を迎えます。
　「リラのいえ」の開設間もない時に、コ
ンサートの主旨に賛同してくださり、そ
れからの企画運営を全てお引き受けいただ
き、本当に感謝申し上げます。
　施設面のバリアフリーもそうですが、声
を出す、騒ぐ、吸引、注入、オムツ替えの
場所が少ない、車椅子から降ろしたい、子
どもの体調最優先の為、当日キャンセルは
有り、等など普通では考えられないような
注文を、丸ごと受け止めてくださったス
タッフ、歌手、ボランティアの皆様。
　夏休みの一日、誰気兼ねなく家族で生の
歌声のコンサートを楽しめる機会を作って
いただきました。
　そして、その注文に一際（ひときわ）心

を寄せて、毎年このコンサートを心から楽
しみにしてくださっていた歌手の亀渕友香
さんが、昨年、天に召されました。
　亀渕さんが歌っている最中に、それを上
回る大きな声を子どもが出した時、間奏中
に、「お子さんも歌いたいのね。止めなく
ていいですよ。歌わせてあげて」と、おっ
しゃってくださったのが、印象的でした。
亀渕さんのご冥福を心よりお祈り申し上げ
ます。
　そして、スマイルオブキッズと、「リラ
のいえ」の皆様に心より御礼申し上げ、お
祝いの言葉とさせていただきます。

子ども達と家族とスマイル
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記念誌
に寄せて

　たくさんの方々のお支えがあってこそ、スマ

イルオブキッズはお子さんとご家族への支援を

続ける事ができました。こども医療センターと

の協働、議員の皆様から行政への働きかけ、個

人の方からの継続したご支援、企業・団体の皆

様の活動へご理解とご協力。

　皆様から記念誌に寄せて、これからのスマイ

ルオブキッズに期待する事も伺いました。
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スマイルオブキッズ設立 15周年
「リラのいえ」開設 10周年
おめでとうございます

　近年、神奈川県立こども医療センターにお
ける診療の進展と共に、広域からの患者さん
が来院するようになりました。「リラのいえ」
は、そのような患者さんをサポートする活動
ですし、こども医療センターの医療を支援し
てくださる活動でもあります。ここに、感謝
と共にお祝いを申し上げます。利用されるご
家族にとって、経済的なサポートばかりでは
なく、病児を抱えるご家族の気持ちが、どん
なに励まされたことでしょう。
　年月と共に、「リラのいえ」があって当たり
前のようになってしまいがちですが、毎月の
診療会議に、利用状況の報告を受けるたびに

神奈川県立こども医療センター　総長

山下純正

多数のご家族を受け入れてくださっているこ
とに驚くばかりです。
　「リラのいえ」の活動の多くがボランティア
によって支えられていること。たいへん貴重
なことと思います。協力してくださる方々の
それぞれのペースに応じて活動されることを
願っています。
　「リラのいえ」が季節の草花で囲まれている
と、きれいな蝶々や野鳥が訪れてくれるでしょ
う。多くの方々に扉が開かれていること、迎
え入れてくれる空間と、ひとの温もりがある
ことなど、これからも期待します。
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　「リラのいえ」が開設 10 年目を迎えられま
すこと、まず関係者のみなさまに心より感謝
と敬意を表します。
　私は「リラのいえ」の前身の「よこはまファ
ミリーハウス」からお付き合いをさせていた
だき、見守ってまいりました。その頃は、民
間の方が（佐伯さんご夫婦）ご自身の自宅を

「滞在施設」として提供してくださっており、
又、神奈川新聞社から「神奈川地域社会事業賞」
をいただいた時期でした。私は大変感銘し議
会で扱ったのも記憶に新しいところです。
　私が「がん克服条例」を議員提案してでも
作ろうと考えたのも「リラのいえ」の子ども
達の存在があったのも事実です。施行から 10
年目を迎えます。理念条例でなく実行力が伴
う条例にしたいと思っておりました。
　「がん克服条例の施行」と「リラのいえの開

10 年目を迎えた「リラのいえ」

神奈川県議会議員　

桐生 秀昭

設」の時期はまったく同じであり、共に、一
歩一歩患者さんの支援を強く推進していくの
も政治の力の一つと考えます。
　条例は 5 年に 1 回見直します。今回の見直
しでは小児がん関係（患者等の支援）を追加
いたしました。「教育と治療の両立」患者が必
要な教育及び適切な治療のいずれも継続的か
つ円滑に受けることが出来る環境の整備。ま
た、「情報提供の促進」を追加しました。
　この条例の追加は県にとっても非常に重い
ものであります。しっかりと政策に活かして
いきたいと思っております。
　この先も「リラのいえ」はお子さんの傍ら
にいつも親御さんがいる、心強い安心感に満
ちた、「ホット」な場所であり続けていただき
たいと思います。
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スマイルオブキッズ設立 15 周年、「リラのい
え」開設 10 年、おめでとうございます。ＮＰ
Ｏ設立以来、田川前理事長・松尾理事長始め
関係者の皆様のこれまでのご努力・ご尽力に
心より敬意を表しますとともに、子を持つ親
として心より感謝申し上げます。
神奈川県立こども医療センターには、全国か
ら重い病気を抱えたお子さんとそのご家族が
集まってきます。実は私の息子も幼い頃、数
年間こども医療センターにお世話になりまし
た。全国有数の小児医療の拠点病院と、その
患者・家族を支援する滞在施設の存在は、本
当に心強いものです。ですから、横浜市南区
選出の議員として、我が地元にこども医療セ
ンターとリラのいえがあることを誇りに思っ
ています。

スマイルオブキッズ設立 15周年
リラのいえ開設 10周年にあたって

神奈川県議会議員　

新堀 史明

近い将来、日本は超高齢社会を迎えます。高
齢者の方々の医療・介護はもちろん重要な課
題ではありますが、一方で未来ある子ども達
とその保護者の方々をしっかりと支えて行く
のも今後の重要なテーマです。そういった意
味でも、スマイルオブキッズの活動と「リラ
のいえ」の存在には、大きな期待を寄せると
ころであり、大変だとは思いますが、今後も
引き続き患者さんとご家族のためにご尽力い
ただければ幸いです。私も県会議員として、「リ
ラのいえ」の更なる設備拡充や外部からのサ
ポート体制の強化、また「きょうだい児保育」
の充実など、患者さんとそのご家族により良
い環境を提供できるよう、これからも全力で
応援させて頂きます。
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これまでに感謝、
未来に期待！

　認定特定非営利活動法人スマイルオブキッ
ズが設立 15 周年、そして患者・家族滞在施設

「リラのいえ」が開設 10 周年を迎えられ、心
よりお慶び申し上げます。
　近隣に住む私は、「リラのいえ」が開設さ
れる以前に、その重要性を実感する場面に出
会いました。福島県に転居した知人のお子様
が県立こども医療センターに入院することと
なった際、入院中に家族の住む住居について
相談を受け、幸いに近くの集合住宅をご紹介
することができ、安心して治療に専念できた
という経験です。
　法人設立から制度の位置づけもない中での
施設の開設には筆舌に尽くし難いご苦労が
あったことと拝察しますが、これまでの「リ
ラのいえ」の活動に深く感謝と敬意を表する
次第です。また、地域の皆様をはじめ運営に
携わる関係各位に御礼申し上げます。
　これまで、国の次世代育成支援対策施設整
備交付金制度にともない横浜市は支援してき
ましたが、2023 年度までの 6 年間を計画期
間とした「よこはま保健医療プラン 2018」の
中で「家族への心身のケア、きょうだい児の
支援など、関係機関や民間、NPO 団体などと
も協力した取組を進めます」と、小児医療に
関する施策の一つの方向性を示しました。
　今後とも、スマイルオブキッズや「リラの
いえ」が横浜市との協働により、難病と闘う
小児医療を支える大きな力として、様々にご
貢献を賜りますよう大いなるご期待を申し上
げ、益々のご活躍をお祈り申し上げます。

横浜市会議員　

仁田 昌寿
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誰の前にも、
生きるチャンス
を創る

　スマイルオブキッズ設立 15 周年、「リラのい
え」開設 10 周年、誠におめでとうございます。
　スマイルオブキッズが設立されたころ、横
浜市会議員になりたての私は重症心身障害児
者を取り巻く課題に取り組み始めていました。
医療が進歩したおかげで命をつなぐことが可
能になったのに福祉が追い付いていない状況
を目の当たりにして、「これは政治がリーダー
シップを発揮しなければならない」と決意し、
横浜市における新たな重症心身障害児者入所
施設の整備の必要性を主張しました。
　この間、スマイルオブキッズの皆様から患
者・家族滞在施設の重要性をご教授いただき、
私の持っている問題意識と同じだと思い、勝
手に同志として応援して参りました。公的な
支援制度に基づいていない患者・家族滞在施
設の実情を横浜市長に就任したばかりの林文
子さんに知ってもらおうと思い、林市長を「リ
ラのいえ」にご案内できたことも今では思い
出のひとつです。
　重症心身障害児者入所施設の方は、平成 28
年 6 月に横浜医療福祉センター港南が開設さ
れました。これで一定のニーズには対応でき
るものの、これで終わりではありません。「リ
ラのいえ」は各界から高い評価を得ています。
しかし、病気に負けずに生きていきたいとい
う子ども達、そのご家族の希望を実らせてい
くにはスマイルオブキッズの取組に終わりは
ありません。これからも誰の前にも生きるチャ
ンスを創るために共に努力を続けてまいりま
しょう。

横浜市会議員　

鈴木 太郎
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　お立ち上げになって 15 周年おめでとうござ
います。
　私は、スマイルオブキッズとのお付合いは、
ここ 4 ～ 5 年でございます。50 年前の私共が
子育てしていた頃、元気で遊んで帰ってくる
子どもが普通と思って泣いたり叱ったりの毎
日でしたが、子どもが一旦病気を発症すると
親は、一日も早く快復して、あの又騒々しい
日が戻ることを願っておりました。
　病児の弟妹が母親の愛をどれ程欲しながら、
子ども心に苦しい時間を過ごしていることで
しょう。
　たまたま神奈中バスで戸塚方面に乗りまし
たところ、こども医療センターを迂回するバ
スに乗り合せ、身体中から緊張をみなぎらせ
たママ達と出合いました。我が子の病気と眞
正面から向き合っている、お母さんの気がど
なたからもみなぎっていて、私には、昔の自
分を思い出し、お母さんの一人一人にエール
を送っている自分に気付きました。
　頑張っている母 ( 父 ) の頑張れるパワーのお
手伝い、僅かばかりでも参加させて頂ける喜
び、そして病気の子どもの小さい兄、姉を安
心して預かってくれる心のオアシス、それが
スマイルオブキッズの姿だと思っております。
　微力なれど参加出来る喜びを与えて下さる、
皆様に只々感謝です。
　フレーフレー、パパ、ママ、そして施設の
運営に当られる皆様、今の手助けを待ってい
る方々にこれからも愛のリレーをお願い致し
ます。

認定特定非営利活動法人
スマイルオブキッズ様

支援者

高尾 節子
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　一言ご挨拶申し上げます。冬季オリンピッ
クでの素晴らしい日本人アスリートの活躍で
病気の子ども達も勇気つけられた2月でした。　
　世界の紛争地域では罪のない多くの子ども
達が犠牲になり満足な治療も受けられていま
せん。そうした中でシッカリと地に足を付け
病気と闘う子ども達の為に奮闘されておられ
ます皆様に敬意を表します。私も神奈川県央
厚木で出来る限りの応援をして、一人でも多
くの子ども達が病気を克服し笑顔で暮らせる
日が来る為に微力ながら支えになれればと思
います。
　私の次女も幾つかの病気を抱えながら一所
懸命生きております。「父親として果たして悔
いのない治療を施してきたか？」と顧みると
忸
じ く じ

怩たる思いになります。
　今後も細やかではございますがサポートを
必要としている子ども達の為に尽力していき
たいと思います。

2018 年 3 月 1 日　記

サポートを必要としている
子ども達の為に

支援者

鳥澤 竹彦
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　スマイルオブキッズの設立 15 周年並びに
「リラのいえ」の開設 10 周年を、心からお喜
び申し上げます。
　貴団体は、平成 15 年に神奈川県立こども医
療センターに入院する子どもたちの生活環境
向上とそのご家族の負担を軽減してより豊か
な毎日を過ごせる社会づくりを目的として設
立され、以来、入院する子どもの闘病生活を
支えるため、患者・家族滞在施設「リラのいえ」
を運営するとともに、きょうだい児保育を行
うなど、患者家族の皆様を物心両面で支えて
こられました。また、平成 20 年から重症心身
障がいのある子どもとご家族をコンサートに
ご招待して音楽教育にも寄与されるなど、理
事長をはじめスタッフの皆様のご尽力に深く
敬意を表します。
　さて、私ども協会は県内のパチンコ・パチ
スロ業界の中で、社会福祉に貢献する組織と
して設立し、33 年間にわたり様々な社会貢献
活動を継続してまいりましたが、貴団体が開
催するコンサートに毎年支援を続け、また、
昨年の「リラのいえ」の増改築の際にも支援
させていただきました。
　入院する子どもの闘病生活を支えるのは、
ご両親をはじめとしたご家族の存在であり、

「リラのいえ」に対する期待は、今後ますます
大きくなっていくものと思います。
　結びに、設立 15 周年を契機として、貴団体
の更なるご発展と、皆様のご健勝、ご活躍を
心から祈念してお祝いの言葉といたします。

スマイルオブキッズ設立 15周年
「リラのいえ」開設 10周年

記念誌に寄せて

神奈川福祉事業協会　会長

伊坂 重憲

神奈川福祉事業協会
横浜市神奈川区鶴屋町 1-6-10

神奈川県遊技場協同組合会館 7F

http://www.kykk.com/fukushi/
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スマイルオブキッズ設立 15周年
「リラのいえ」開設 10周年

記念誌に寄せて

揺りかご、
学び習う学び舎、

旅立ちのステーションとして

　「リラのいえ」には、「社会貢献論、サービス・
ラーニング（以下 SL）」の授業で学生が大変
お世話になっています。SL は、文字どおりサー
ビス（社会体験やボランティア活動）を行い
つつ学ぶという欧米に端を発する体験型の教
育です。しかし本来、学習は書物や座学で学
ぶだけではなく実践を基礎にし、それらを体
系化し学んだことを実践の中で深めることに
より成立つものです。
　有名な論語の学而編に「学びて時に之を習
う」があります。この学びて時に習うには、
復習することと、実践し習い自分のものにす
る実習の意が込められていると言われていま
す。また、習うという文字も、ひな鳥が親鳥
の羽ばたきを繰り返し真似ながら飛翔する様
を表した象形文字に由来します。
　学生は地域の中で様々な社会貢献活動を
担っている方々のおかげで、学習の本質に立
ち返り、心と体と智を総動員し学び習うこと
ができるのです。
　「リラのいえ」の活動は、重い病を患う子ど
もや家族のために、滞在施設の提供や良好な
療育環境を整えることを願い行われています。
喩えて言えば、その活動は、傷ついたひな鳥
や親鳥が身体を休める場の如く、揺りかごの
ように安らぎの場を提供するとともに、自立
や旅立ちをサポートし、ある時はお互いが支
え合い学び合い交流する場として大きな役割
を果たしておられます。
　もちろん、それらは様々な困難を抱えてい

る子どもや家族のためのものですが、結果的
に学生達にも同様な恩恵を与えて下さってい
ます。その上、「リラのいえ」の活動や子ども
の頑張り、スタッフの姿に触れることで、学
生達は健康や命の尊さを考え、スポーツ健康
政策学部で学ぶ意義を見つめ直すことにも繋
がっています。有難いことです。今後さらに、
やさしさに満ちたスマイルオブキッズの輪が
広がることを願い、私達も微力ながらその一
翼を担えるよう努めていく所存です。

桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部　客員教授

服部 英二

桐蔭横浜大学
横浜市青葉区鉄町 1614 番地

http://toin.ac.jp/univ/
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　スマイルオブキッズ設立１５周年・「リラの
いえ」開設１０周年おめでとうございます。
毎週土曜日午前１０時１０分「ラジオからこ
んにちは！」のタイトルコールからはじまる
１８分。
　こども医療センターに入院し病気と向き
合っているみんなと、つながりたくて作った
コーナーです。
　ラジオで自分の名前が読み上げられたら、
リクエスト曲がかかったら、そのまれごとは
きっと嬉しいかな？と…
　マイクに向かって呼びかける「こんにち
は！」で、私の背筋も伸びます。
　子どもたちからのお手紙とリクエスト曲が、
センター内にある特設ポストを通してラジオ
局に届く仕組みです。「まま」と、ひらがなで
大きく書かれたメッセージに、マイクの前で
声がつまります。
　現在は、地元の企業９社の皆様がスポンサー
として応援して下さっています。皆様をお連
れしての見学会には、「リラのいえ」にも必ず
立ち寄らせていただき、さらなる応援をお願
いしています。
　「リラのいえ」の運営、きょうだい児保育な
ど、その事業には愛があふれています。愛が
満ちた空間から「いってらっしゃい！」そし
て「おかえりなさい！」の受容の声が、今日
もそしてこれからも響くことを願っています。

「こんにちは！」
「いってらっしゃい！」
「おかえりなさい！」の声

コミュニティーラジオ局エフエム戸塚

パーソナリティー

相浦 やよい

エフエム戸塚 83.7MHz
横浜市戸塚区川上町 91-1

http://www.fm-totsuka.com/
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「こんにちは！」
「いってらっしゃい！」
「おかえりなさい！」の声

お祝い申し上げます

　スマイルオブキッズ設立 15 周年、「リラの
いえ」開設 10 周年おめでとうございます。私
は薬剤師として、患者さんのご自宅へ薬を持っ
て訪問する仕事をさせていただいております。
ターミナルケアでご自宅に帰られる方も多く、
ご本人や介護されているご家族の苦労に接
し「薬剤師ができるお手伝い」を考えながら、
日々、ご訪問させていただいております。
　さて、私と「リラのいえ」のきっかけは、
息子が１才の時に心臓病と判り、20 才過ぎま
でこども医療センターへ治療に通っていまし
た。息子の主治医が康井前総長だったことも
あり、佐伯さんと出会い、「リラのいえ」の活
動を知りました。FM 戸塚の相浦さんを通して、
佐伯さん、松尾理事長はじめスタッフの皆様
の熱意に感じて、些少でも援助をさせていた
だいております。息子は今も元気ですし、「ご
縁」でいろいろな方々とつながったことに感
謝しております。
　知る人が少ない地道な活動ですけれど、ス
タッフの皆様の活動を継続されて、医療的ケ
ア児や難病を抱えたご家族を支援する拠点を
この先何十年も継続してください。私も微力
ながら応援させていただきます。これからも
一緒にお手伝いさせてください。最後に皆様
のご健康と「リラのいえ」の益々のご発展を
お祈りさせていただきます。

仁天堂薬局　代表

湯川 仁

仁天堂薬局
横浜市戸塚区戸塚町 55

http://nintendou.co.jp/
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未来に向けて

( 有 ) 髙橋ハウジング
横浜市保土ヶ谷区東川島町 81-2

 http://www.takahashi-housing.co.jp/

( 有 ) 髙橋ハウジング　代表取締役

髙橋 政明

　スマイルオブキッズ設立 15 周年・リラのい
え開設 10 周年おめでとうございます。
ご縁がありまして平成 29 年 3 月中旬に患者・
家族滞在施設「リラのいえ」の増築工事を竣
工引渡をしました ( 有 ) 髙橋ハウジング　代表
取締役　髙橋政明です。
　工事は 2 ヶ月半で建物を完成させる短い工
期でしたのでとても苦労しました。増築前は
ご利用者の増加に伴いキャンセル待ちなどで
多くの方にご不便をかけているとのお話を聞
き、私共ならお力になれると思い工事を請負
いました。毎日のように現場に通って工期の
短縮に励んだのが懐かしい思い出です。この
建物は木造で神奈川県の県産材を使った木の
温もり溢れる構造となってます。家は活用す
ることによって味わい深いものになり、この
空間で過ごされる方々の想いが浸透され月日
を刻むごとに愛着も湧いてくるものです。今
後 10 年、色々なニーズが出てくると思います
が創意工夫でこの家を温もりある木の年輪の
ように育てて下さい。
　「リラのいえ」の今後の発展とスタッフの
方々の一層の活躍を祈念しております。



　こどもホスピス設立のための新法人設立に伴

い、2017 年 6 月、スマイルオブキッズは理

事長交替を致しました。組織を支える理事会は

少しずつ形を変えながらも、「愛する子ども達

のために」という変わらぬ理念を持ち、必要と

される支援に向かって舵を取っています。

　理事会役員よりご挨拶を申し上げます。

病気や障害が
ある子どもの

未来を変えていく
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　スマイルオブキッズの活動は娘の闘病生活
から始まりました。NPO 法ができて間もない
2003 年に資本金の要らない非営利活動が主の
NPO 法人を友人達と設立しました。社会的な
課題として小児医療の現場と病児と家族にス
ポットを当て、身近な病院として闘病中大変
お世話になった、こども医療センターへの備
品の寄附から始まりました。車いすの子ども
達が天気の良い日に食事ができる野外用テー
ブル寄贈 ( 医療センター入口脇に設置 )、セン
ター講堂のワイヤレスマイク、アンプの寄贈。　　
　そして、ピアニストで現理事の関孝弘氏と
院内コンサートで音楽支援活動を開始しまし
た。今では多く開催されている院内コンサー
トも 2003 年頃は殆んど開催されていません
でした。また院内患者家族会での子どもの預
かり保育など、スマイルオブキッズで現在行
われている滞在施設運営以外の活動を行って
いました。
　2005 年より滞在施設の建設のために、医療
センターや現理事長たちと滞在施設設立準備
委員会を立ち上げ、募金活動を行い、2008 年
に個室 8 部屋の「リラのいえ」を開設しました。
年々稼働率が上がり、満室状態が続き、2017
年には 3 部屋と保育室の増築 ( 厚労省小児慢
性疾病支援事業補助金、横浜市からの補助金
と神奈川福祉事業協会、原田積善会等からの

小児難病医療の社会的課題の
解決をめざして

認定 NPO 法人スマイルオブキッズ 前理事長

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

支援による。) を行いましたが、未だ満室状態
が続いています。
　小児専門病院は大都市にしかなく、インター
ネット等を使い、症例の多い小児病院や宿泊
施設のある病院などを選ぶ患児の家族が遠方
からも治療に来るようになって、生活してい
る地域では解決するには難しい所もあるよう
に、これまでの小児医療の形が少しづつ変化
しています。
　医療の進歩があっても、一方では治療方法
がない病や、遺伝子系や神経系で小児期に亡
くなってしまう小児がんや難病が存在します。
医療や教育、福祉制度にも含まれずにサービ
スを受けることができない子ども達の支援施
設がまだ存在しないのが現状です。次なる社
会的課題の解決のため、欧米では普及してい
る「こどもホスピス」の設立に軸足を移しま
した。娘の闘病の物語から発生した課題の解
決のストーリーが完結できるよう親子ででき
ることを続けていこうと思っています。
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　ここに周年の記念を迎えられます事、平素
よりご支援・ご理解・ご指導を賜ります皆々
様へ心から厚く御礼を申し上げます。
　リラのいえ開設準備委員会からご支援の
方々も大勢いらっしゃいます。継続してご支
援されると言うご厚意に日々感謝申し上げて
おります。
　こども医療センターは平成 25 年、小児がん
拠点病院に指定されてからは横浜へ行ったら
助かると言う声に願いをかけ、年々、利用希
望が増えております。
　全員が県外の利用者と言う時もありました。
そんな中、キャンセル待ちでの受付は大変心
苦しく、「リラのいえ」の前身である「よこは
まファミリーハウス」（よこファミ）を案内し、
必ずどちらか利用が可能になる旨をお伝えし
ております。特に県外の方々は殆どの方が利
用できる状況です。よこファミ 3 室は「リラ
のいえ」の待機場所としてお手伝いをさせて
頂いております。昨年度の利用家族：83 家族、
宿泊数：385 泊、利用者数：452 名と 1 昨年
にも増した利用状況でした。この 1 月、2 月
は 20 家族の利用があり「リラのいえ」の稼働
率も 98％と言う記録でした。
　利用されるご家族に取りまして、「リラのい
え」での生活は非日常的でお子さんの容態に
もより、落ち込む事もしばしば、皆様からの

裏方で 20 年目の活動

理事・よこはまファミリーハウス提供者

佐伯 トシコ

ご寄付の嗜好品を頂きながら、手術どうでし
た、お熱は、食欲は等々、家族同様が声を掛
け合える食堂があります。このような環境に
多くの感謝を頂けることも誇りでございます。
又、入院中のお子さんも体調によって週末に
は「リラのいえ」への外泊も頻繁にあり、清潔・
安全な環境も要求されます。子ども達はお母
さんの手作りのお料理を一緒に頂く嬉しさは
一気に笑顔になります。
　私達スタッフも自然と笑顔をもらい、心温
まる「リラのいえ」を見守ってまいりたいと
思います。
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　「僕には夢がある。力を貸して頂けますか」
と前理事長・田川さんから声をかけられたの
は 2004 年初夏のことでした。この一言によ
り、翌年に患者・家族滞在施設建設のための
第 1 回チャリティーコンサートを開催するこ
ととなり、多くの方々に広くスマイルオブキッ
ズの活動を伝えるきっかけの一つとなりまし
た。皆様の熱い支援によって 3 年後には「リ
ラのいえ」が開設され、今年で 10 周年を迎え
る節目の年となりました。
　スマイルオブキッズの柱の一つである音楽
支援活動では、難病の子ども達のために施設
へ出向いてコンサートなどを開催してきまし
たが、「赤ん坊は母親の胎内の音を常に聴いて
育つ。その音の波長に最も近い楽器はピアノ
である」というイタリアの研究論文に出会い、
耳の不自由な子ども達のためのコンサートも
実現しました。
　音楽は、単に娯楽の提供にとどまらず、時
には人の健康や能力さえも大きく左右させる
効果をもたらします。電気的な機械を通す音
よりも、生の自然な美しい音の効用が絶大で
あるという不思議さ。生の美しい音を聴かせ
る、それも一流の音を、と目指して来た音楽
支援活動。これからも、日本全国に音楽の持
つ効果を伝え、一人でも多くの難病の子ども

音楽の持つ力

理事・ピアニスト

関 孝弘

達とその家族に、希望と未来へ進む力になれ
ばと強く願ってやみません。
　多くの方の支えが結集してスマイルオブ
キッズは発展して来ましたが、15 周年・10
周年というのは到達点ではありません。「愛す
る子ども達のために」という原点を見つめ直
して、新たな第一歩を踏み出すための出発点
であると思います。
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音楽の持つ力
きょうだい児保育

のスタート

理事・保育士

萱畑 佳代子

　20 年位前、医療センターへ育休終了後復帰
された看護師さんのお子様たちを自宅でお預
かりをしていました。その後「医療センター
では面会・受診される時に、ママたち困って
いますよ。」との声をお聞きし、グループで支
援するようになりました。そして 10 年前「リ
ラのいえきょうだい児保育をやってみません
か？」との声をいただき、利用される方にとっ
て金銭的にも負担が少なく出来るのではと感
じて「リラのいえ」でのきょうだい児保育の
スタートとなりました。当初、週 3 日の試験
的スタートでしたが徐々に依頼が増え、週 3
日以外の要望もあり、時間も手術時には 8 時
前から午後 7 時位までの保育。できる限り
の依頼に対応したいとの思いをスマイルオブ
キッズ理事の皆様に伝えました。私たちは無
償ではないので経費もかかります。それでも

「しっかりやっていただきたい」との答えでし
た。土日のきょうだい児保育がある事を条件
に医療センターへ転院される方もあります。
　病気があるお子様もきょうだいもご両親も
幸せに生活をしていただきたい。このような
ご家族を支えていくことの大切さ、そして何
が出来るのだろうか？ひとつひとつ考えなが
ら進んで行きたいと思っています。これまで
多くの方々のご協力、ご支援があり感謝して
います。世の中の多くの方々にもご家族の存
在を知っていただきたいです。

　スマイルオブキッズ設立 15 周年・「リラの
いえ」開設 10 周年、おめでとうございます。
　私とスマイルオブキッズとの出会いは、新
聞記事でした。私自身、子どものころ、こど
も医療センターに通院していたことがあり、
その記事が強く印象に残りました。そのころ

「病気や障害のある子ども達のために手の行き
届いていない分野を支援したい」とおっしゃっ
ていた石川好枝様にご紹介したところ、遺贈
寄付につながりました。寄付の際には、当時
の理事長の田川さんをはじめ、ボランティア
の方々には丁寧で迅速な対応をいただき、私
も石川様に良い報告ができると嬉しく思いま
した。その石川様が作ってくださった「ご縁」
から、若輩者ではありますが理事に加えてい
ただくことになりました。
　私自身、司法修習生の時にお世話になった
裁判官から「年に１回でもよいから、社会へ
のご恩返しをしなさい」と教えられたことが
あり、漠然と「何かできることはないか」と
考えておりました。ただ何もできずにいたと
ころ、石川様のおかげで、スマイルオブキッ
ズの活動にかかわる機会を得ました。現在は、
法律家として、少しでもお役に立てればよい
なとの一心で活動に参加しております。
　スマイルオブキッズの活動は、家族のため
の滞在施設の運営をはじめ、きょうだい児保
育、音楽による支援など様々です。どれも必
要だけれども行政の手が届いていない分野で
す。そして NPO は、そのような社会の多様
化したニーズに応える重要な役割を果たすこ
とが期待されています。引き続き、「愛する子
ども達のために」さらなる支援の輪を広げて
いけるように皆様と力を合わせていきたいと
思っております。

たくさんの力を
合わせて

理事・弁護士

熊澤 美香
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スマイルオブキッズ設立 15 周年
「リラのいえ」開設 10 周年を迎えて

監事・司法書士

安藤 則雄

　この度は、スマイルオブキッズ設立 15 周年
「リラのいえ」開設 10 周年おめでとうござい
ます。
　監事の職務を仰せつかっております安藤則
雄と申します。現在、川崎市麻生区で司法書
士の事務所を経営しております。
　田川尚登理事とは高校時代の同級生だった
関係でＮＰＯ法人設立当初から法人登記手続
きのお手伝いをさせていただいております。
６年位前に監事の人選に困っていた時にどう
してもと懇願され、自分自身可能な限りの条
件で監事に就任致しました。
　スマイルオブキッズも設立当初は、小さな
組織でしたが、大勢の方々のご協力により５
年で「リラのいえ」を開設した時は、関わっ
ている皆様の情熱に感動しました。執行部の
メンバーも少しずつ変わりつつありますが、
組織というものは、新陳代謝を繰り返してい
かないと衰退してしまうのではないでしょう
か。これからも熱意ある人材が出てきてくれ
ればと願います。
　「リラのいえ」も必要とされている利用者の
方がいらっしゃる限り継続していかなければ
ならない主要事業です。協力してくださって
いる方々には敬意を表します。更なる協力者
の方々が出てきてくれることを期待していま
す。
新しい事業も新法人で動き出そうとしていま
す。これもスマイルオブキッズから生まれた
ものです。今後の活動に注目すべきでしょう。
　今後は陰ながら当法人の活動を第三者的立
場に立って見ていきたいと思っています。

　私は監事就任して 1 年経ったばかりの役員
で、15 周年を迎えたことには、設立や運営に
これまで尽力されてこられた役員、ボランティ
アの皆様に「おめでとうございます」と「あ
りがとうございます」の気持ちの方が、正直
強いです。
　スマイルオブキッズとの出会いは、前職の
NPO 法人神奈川子ども未来ファンドで、「リ
ラのいえ」で行っているきょうだい児保育事
業に助成をさせてもらったことでした。助成
先訪問でお話しをお聞きした時、団体の成り
立ちの背景が、病児を持った親としての当事
者性の高さであり、だからこそ病児家族の不
安や迷いも共感し、その献身的な活動に心か
ら敬意を感じたことを覚えています。
　役員となってからも、理事会で報告される
リラのいえの稼働率の高さや、個別の利用者
ニーズにどこまで対応できるか、悩みながら
運営されている様子に触れて、民間の良さと、
民間だけで支えていく大変さも感じます。
　これからも、病児家族に寄り添い支える存
在でありつづけられるように、応援の輪が更
にひろがるように願ってやみません。

監事・子どもの未来サポート

オフィス代表

米田 佐知子
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活動に関わって下さったすべての皆様と歩んできた

15 年を振り返ります。

15 年の歩み



（3月） スマイルオブキッズ発足（同年9月、NPO法人認証）

（3月） 非営利ボランティア組織「よこはまファミリーハウス」設立
（8月） 県立こども医療センター患者・家族滞在施設開設準備委員会設立
（12月） 開設準備委員会、県知事あてに施設開設を求める要望書を提出

2004 年
2005 年

2006 年

2007 年

2009 年

2010 年

2003 年

2008 年

（6月） 第 1 回チャリティピアノコンサート開催
（11 月） NPO法人スマイルオブキッズ、
 滞在施設の事業主体に決定

（10月） 篤志家より巨額の寄付の申し出。建設費のめどがつく
（11 月） 神奈川県より県有地を施設建設用地としてNPO法人
 スマイルオブキッズに 20年間無償貸与することが正式発表

（9月） 患者・家族滞在施設を「リラのいえ」と命名。起工式を行う

（5月） 「リラのいえ」開設式・記念式典開催
（6月） 「リラのいえ」運用開始

（2月） きょうだい児保育開始
（8月） 桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部の
 「サービス・ラーニング」の学生受け入れ
（8月） 第 1 回地域がささえるふれあいコンサート開催



2011 年

2012 年

2014 年

2015 年

2017 年

2016 年

2013 年

2018 年

（4月） 「リラのいえ」増築記念式開催・増築棟運用開始
（6月） 認定 NPO法人スマイルオブキッズ理事長交替
（7月） 新法人「NPO法人横浜こどもホスピスプロジェクト」設立
 小児ホスピス設立準備活動は新法人へ移行
（11 月） 保育室が増築棟の新ホールへ移転

（7月）国税庁より「認定NPO法人スマイルオブキッズ」認可
（12月）「耳の聞こえにくい子どもたちのためのクリスマス
 コンサート」開催

（2月） 公開シンポジウム
 「病気や障害がある子どもと家族の支援を通して見えてきたもの」開催

（3月） 故・石川好枝様の御遺志により「子どもの為に新しい
 取り組みをしている施設へ」巨額の寄付を頂く
（6月） 「リラのいえ」開設 5周年
（10月） 関理事がこども医療センター重心施設へグランドピアノを寄贈

（8月） 第 1回横浜小児ホスピス設立準備委員会開催

（1月） 第１回小児ホスピス設立の為のチャリティコンサート開催

（6月） スマイルオブキッズ設立 15周年
 「リラのいえ」開設 10周年

（10月） 第 1 回横浜遊び方研究会開催
（11 月） 厚生労働省・横浜市・神奈川福祉事業協会・原田積善会・
 南区社会福祉協議会からの支援により「リラのいえ」増築
 工事着工
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認定 NPO 法人スマイルオブキッズ

理事長

松尾 忠雄

未来に向けて
　～これからのスマイルオブキッズ～

　社会的弱者への支援環境が近年改善されつ
つありますが、まだ見過ごされている状況が
しばしば見受けられます。私たち NPO の役割
として、この見過ごされている点を掘り起こ
して問題提起し、社会的認知度を高め、支援
活動を広げていくことが求められています。
　一つの例として、私たちは「リラのいえ」
で患児のきょうだい児保育を 9 年前から行っ
ています。対象は神奈川県立こども医療セン
ターで入院または通院して治療中のお子さん
のきょうだい児です。この事業は、お預かり
するお子さんの数が増えれば増えるほど収支
のマイナスが増加します。不足の金額はご寄
付や助成金などで賄っています。たとえ収支
のバランスが悪くてもこのきょうだい児保育
の重要性を考えれば中止することは考えられ
ません。むしろ、社会的にも重要であること
を訴え続けて行かなければならないと考えて
います。
　現状では母親の働き方改革に沿って一般の
保育園の確保が問題となっていますが、病気
の子どもときょうだい児の保育園など特殊な
ケースは見過ごされており、認可の基準に達

しないために補助金を受けることも出来ませ
ん。
　金銭的な問題だけではなく、保育をするた
めの場所・人材、社会の理解が不可欠です。
そのために、社会的認知度を高めて少しでも
多くのご家族が抱える課題を解決できること
を願ってやみません。
　当法人の未来を考えれば、これまで構築し
てきた既存の事業を持続させ、次の世代に繋
げていく事が求められるところです。今年度
は第三者のコンサルタントに関わっていただ
き、組織基盤強化事業に取り組んでいます。
活動に取り組む一人一人が障害や重い病気の
ある子どもとその家族を支援していけるだけ
の篤い心を持ち、温かい支援に応えられる組
織であるために常に自浄努力が求められてい
ます。
　今後、認定 NPO 法人スマイルオブキッズと
して小児医療を取り巻く環境をより良くする
ために出来ることは、次の世代を担う人材の
育成と、組織的・経済的基盤を整えるための
努力を怠らないようすることと考えます。

結びに



【リラのいえ運営・保育・音楽支援事業のための募金口座】 

　ゆうちょ銀行振替払込口座番号：00250-0-113817
　加入者名：NPO法人　スマイルオブキッズ

◇正会員 (1 口 1,000 円× 3口以上 )：
　法人の目的に賛同する会員。法人の社員となり総会の議決権があります。

◇賛助会員 (1 口 5,000 円 )：事業を賛助する会員。サポート会員とも言います。

◇寄付：いつでも、おいくらからでも受け付けております。

【労力・時間を提供するサポート】
　◇施設内外の管理・環境整備

　◇専門技術の提供 (ヘアカット・料理・バザーの手作り品 )

【物品寄付のサポート】 
　◇施設で使用する物品の提供 (生活消耗品、期限内の食品、未使用の切手など )

支援サポートのお願い（賛助金・寄付金には税額控除が受けられます）



本記念誌へのご意見・ご感想をお寄せ下さい。

認定特定非営利活動法人	スマイルオブキッズ
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