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Fundraising（資金調達）

さまざまな支援方法
当団体は皆さまからのご支援・ご協力により活動することができています。全国の皆さまからのご寄付に加えてさまざまな
形によるご支援方法がございます。いま、あなたができることを…

…皆さまからのご協力をお願いいたします。

遺贈
資産・有価証券

～いま、ここにある
                しあわせ～

映画Given

上映会
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マンスリー会員
法人会員
チャリティ

現物支給
サービス支援

喜風
自動販売機
コピー機

─ KIFU  ─

ヴィレッジ
特別寄付

ソコリキ
社員研修
講演

女性和太鼓奏団
「ひまわりのやうに」

スポンサード

ウィッシュ・バケーション＠車山高原で全員カヌーに乗って

今回はじめての開催となった、ウィッシュ・バケーション＠車山高原。夏の自然

の中で、多くの方のご協力により、様々な体験が叶いました。

その中で団体としても初の試みとなった、カヤック体験！乗るまではドキドキして

一歩を踏み出すのに勇気がいった子どもたちも、いざ乗ってみたらスイスイ進む

カヤックに「気持ちいい~！」沖山さん家の優翔くんはスタッフの方と息を合せて

パドルをこぐことに夢中になっていました。湧き水のポイントもあり、ひんやりと

冷たく美味しい水にも感激。なかなか体験することのできないカヤックを、参加

者全員で楽しむことができました。



#2 #読書俱楽部

オフィスからこんにちは ！

Hope&Wishオフィスの様子、スタッフの様子をみなさんにお伝えするコーナー︕
第2回目の今回は、オフィスのスタッフで実施している「読書俱楽部」について
お伝えをしたいと思います。

Hope&Wishのオフィスでは、全員が同じ本を読んできて、その感想を15分で
各自がプレゼンする、という「読書俱楽部」の時間を設けています。いままで
様々な本をテーマにしてきましたが、基本的には代表の大住のおススメの本です。

自分の仕事、生活、人生にどう落とし込めるか、私たちの仕事って、役割って
何だろう、そんな自分のベースとなることをスタッフ同士でアウトプットし合い、
それが私たちのモチベーションやスタッフ間のコミュニケーションに繋がり、と
ても有意義な時間になっています。

もしおススメの本がありましたら是非教えてくださいね。
今後もオフィスでの様子をお伝えできればと思います。お楽しみに︕
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前号でお伝えした「オフィスめし」について反響をいただきました！

中にはご自身で丹精込められて作られたたくさんのお野菜をお送りくだ

さった方も！美味しいお米をお届け下さった方もいらっしゃいました。

スタッフで美味しくいただきました！みなさまの温かいお心に感謝申し

上げます。

協力企業 ご紹介

スカイマークは「ウィッシュ・バケーション」の活動に賛同し、昨年より航空券の提供や空港でのお見送り・

お出迎えをサポートしています。

スカイマークがこれまでにご旅行をお手伝いしたご家族は4組。参加していただいたご家族からは「“家族

旅行”だけれど、自分たちでは絶対に計画することのできない、そして自分たちで計画する旅行以上の体験・

感動が待っているのがウィッシュ・バケーション」とうれしい言葉もいただきました。

ご家族をお迎えする準備をする間も、スタッフ一同ご家族の喜ぶ顔を思い浮かべながらお見送り用メッセ

ージボードの製作などに取り組んでいます。ご家族のご旅行のお手伝いをさせていただくことで、スタッフも

大きな喜びとやりがいを感じています。

スカイマークはこれからもお客様一人ひとりに寄り添い、心に残る空の旅をお届けできるよう努めてまいります。

スカイマーク株式会社
https://www.skymark.co.jp/ja/

このコーナーでは、日頃から団体の活動にご協力いただいている企業からの声をご紹介します！

Vacation House 青と碧と白と沖縄
あお　  と    あお     と     しろ     と      おきなわ

沖縄県恩納村真栄田（おんなそん まえだ）に建設中の難病を患う子どもとその家族のレスパイト・ヴィレッジ（一時休息）

施設の工事は、盛夏の沖縄で着々と進行中です。恩納村は、沖縄の中でも特にリゾートホテルが多く、世界的にも有名な

サンゴ礁の生地でもあり、沖縄ブルーの中心地です。

先日、沖縄県庁にて記者発表をさせて頂き、名称を「Hope&Wishバケーションハウス 青と碧（あお）と白と沖縄」とし、その

開業を2020年2月と公表致しました。日々、病気と向き合い看護や介護を続ける家族のためのレスパイト（一時休息）施設

は、この数年、全国に徐々に整備されているものの、本プロジェクトは「非日常」を大きなテーマに掲げ、また「沖縄」ならではの

地域や歴史と密着したプログラムを展開する魅力あふれる施設を建設中です。

沖縄建設施設 名称決定！

風突がつきました

概要が見えてきて…

2階フロアーには7本の風突（自然風を起こすための煙突状デザイン）が立ち上がり始めた

ので、これまでに見たことのないその「非日常」の施設になることは間違いないと確信してい

ます。さらに、この風突の先には、沖縄では日常的にある“シーサー（災厄を追い払う魔除け）”

がそれぞれに天高く向かって、凛と鎮座する予定です。建物の完成は、今年2019年年末頃。

次回の皆さまの沖縄旅行は、是非、当施設をご利用ください。

客室

【青と碧と白と沖縄】に「遊び場ガーデン」を︕
誰もが笑顔溢れるガーデンを作ります︕

クラウドファンディング

応援よろしくお願いいたします︕

詳しくはこちらのQRコードより

クラウドファンディングページを

ご覧ください。こちらからご寄付

が可能です。是非ご支援よろしく

お願いいたします！
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7月のウィッシュ・バケーション＠車山高原にご参加くださった林田さん家（東京都）は、

当法人が経営する「小児訪問看護ステーション ダイジョブ」を利用しているご家族でもあります。

お父さん、お母さん、お兄ちゃんの考輝（こうき）くん4歳、そして智華（ともか）ちゃん2歳の4人家族です。

お母さんがともちゃんを妊娠中にともちゃんの病気が判明し、“覚悟”の上、出産。

ちいさなちいさな身体で産まれてきて、すぐに人工呼吸器をつけることになりました。

最初の半年は、抱っこをすることもできなくて・・・医師からはこの先どうなってしまうかわからないとまで告げられたこともあります。

おうちに初めてこられたのも、生後1年が経ってからでした。

それでもお父さん、お母さんは「病院の中だけで終わって欲しくない。

たとえ短くても、長くても、この世、この美しい世界を少しだけでも知って欲しい」の一念だったのです。

そして誰よりも、ともちゃんが、“生きる力”を魅せてくれました。

お母さんは、「ともちゃんは…この人は…“生きる”ことを選んだ人なので…」

という言葉で、ともちゃんのいのちの尊さを表現してくれました。

現在ではダイジョブを利用しながら、

毎日少しずつ成長していくともちゃんの姿に歓びを感じています。

ウィッシュ・バケーションでは、多くの方々に迎えられて…

“やってみれば、できることがいっぱいあるね！”

 “人との出逢いって、こんなに素晴らしくて心があったかくなるんだね”

“家族全員”ではじめてのことにチャレンジし、とびっきりの笑顔をみせてくれました。

ご家族の日常に寄り添う“ダイジョブ”。非日常的な体験で明日への活力を贈る“ウィッシュ・バケーション”。

今後もこの２つが補完し合うことで、さらにパワーアップしたHope＆Wishをお届けします！
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ウィッシュ・バケーション前日の出来事
「小児訪問看護ステーションダイジョブ」よりウィッシュ・バケーションへ！！
ともちゃんを連れての2泊3日の旅行はこれが初めての林田さん家。張り切りすぎて子どもたちが体調を
壊して行けなくなると困るから・・・と、お母さんとダイジョブスタッフは、子どもたちに気づかれないよう
ひっそり準備をしてきました。そして、ウィッシュ・バケーションの前日。お母さんと呼吸器の手配や注入を
どうするか、山の上に行った時の酸素はどうかな！など最終確認をし、少しお散歩に出ました。

母：「ホテルにプールがあるみたいで、プールで履くオムツも買わなきゃ」
私：「えー、ともちゃん水着きちゃうの？初プールどうだろうね！！」
母：「あっ！！ともちゃん、女の子だった・・・水着あったかな、上がないかもどうしよう」

お母さんと私で大笑い。とりあえず裸でもいいよ！！と二人で笑いながら帰宅。お母さんは、帰宅後クローゼット
を探し可愛い女の子用の水着を見つけて、「ありました！ありました！」とニコニコ見せてくれました。「よし！！
ちょっと着せてみようよ」と水着を着せると、ともちゃんは初めての水着に「何を私に着せたの？？」と大泣き。
水着の生地感が初めてで何だか着心地が悪かったようです。

あんなに小さくて赤ちゃんだったともちゃんが水着を着るなんて！！お姉ちゃんになったな～ここまでこれた！！
そう思えた時間でした。
旅行へ「いってらっしゃい！！」と送りだせるのは、訪問看護師としても嬉しいことです。旅行から帰ってくると
ご家族と子どもたちが一皮むけて新しい姿になっています。日常から少し離れてみることも大切なことですね。

小児訪問看護ステーション
ダイジョブ所長    有馬夕紀
※小児訪問看護ステーションダイジョブ

は当法人が経営しています。
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なでしこケア と協定を結びました！
女子サッカー

2019年夏、女子サッカーで活躍する選手たちが、「女子サッカーの価値向上」と「地域や社会の課題解決」を

目的に一般社団法人なでしこケア（通称：なでケア）を立ち上げ、女性と社会のための活動を始動しました。

当団体と「なでケア」は、女性の応援と、誰もが住み易い社会を作り上げること

を目的に、協働していきます。

その協定式（記者発表）が2019年7月都内で行われ、当団体代表の大住と、

なでケアを代表して女子サッカー日本代表・なでしこジャパンの熊谷紗希選手

が協定を結びました。

当日の協定式では、女性和太鼓奏団「ひまわりのやうに」のメンバーによる演奏

も披露させていただきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　「ひまわりのやうに」は、メンバー全員が難病を患う子どもを授かった

　　　　　　　　　　　　　　　　　母たちが集まり、2015年8月に結成されました。全国4支部（仙台・東

　　　　　　　　　　　　　　　　　京・大阪・福岡）で月に一度、練習を重ねています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　当日はプロのトランぺッターのMAKOTOさんとのコラボレーションも

　　　　　　　　　　　　　　　　　実現し、会場にいた誰もがトランペットとメンバーの想いのこもった

　　　　　　　　　　　　　　　　　和太鼓の響きに聞き入っていました。

第一回目となる協働活動が8月20日に千葉県こども病院の病棟と外来で実施されました！

元日本代表の宮間選手、近賀選手、大滝選手が病気を患っている子どもたちはもちろんのこと、毎日頑張って

いるお母さんを応援しました。

握手をしたり、ワールドカップの際のメダルを触らせてもらったり・・・お母さんたちは一緒にサッカー体験もしました！

「お母さんの方が楽しんじゃった！」と笑いながら子どもに話し

かける姿や、感動して涙を流すお母さん。毎日通っている病院

で起こった、まさに非日常的なでき事でした。

選手たちも、一生懸命に頑張る子どもたち、ご両親に、元気を

もらって帰ってきました！

そして今回の交流会で使用したサッカーボールは、千葉県こども病院へ

選手のサインとともに寄贈させていただきました。

今後も当団体となでケアは、継続的な協働活動を実施してまいります！

一般社団法人 なでしこケア
「もう一度、社会の中で大きな役割を果たしたい」
女子サッカー選手（なでしこ）のプラットフォーム

https://nadecare.jp/
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よさこい高知
本年も医療法人 恕泉会 内田脳神経外科の皆さまに

全面的なご協力をいただき、２回目の実施が叶いました。

ご家族は高知県内から二家族、安喜さん家と岡田さん家をご招待。

眩しいくらいの日差しが降り注ぐ高知県の室戸市で、3日間を過ごしました。

ドルフィンセンターではイルカを見て、触って、一緒に泳いだ子どもたち…。

気が付けば、子どもたちの楽しそうな子どもたちの姿を見ていたはずの

お母さん同士が、２人で嬉しそうに話していました。

初めてお逢するご家族同士も、ウィッシュ・バケーションの中で一緒に過ごしていくうちに、

近い関係になることもまた、嬉しい瞬間です。

「この子だからこそ、こうして色々な人に出会うことができる。

この子が繋いでくれたご縁に感謝です」とお母さん。

風の音と、鳥の声と、みんなの笑い声。

忙しい日常の中では見過ごしてしまう、何気ないことの中に

とても大切なことを改めて見つけることができました。

2019.8.9～11

活動報告

プロ野球
交流

活動報告

いのちの
授業

車山高原

大阪 2019.6.14～16

2019.6.16～18

ウィッシュ・バケーションとして初めての場所となる長野県、車山高原！

車山高原スカイパークホテル、八ヶ岳アドベンチャーズ、ataアライアンスの

皆さまの全面的なご協力によってこのウィッシュ・バケーションを実現させることができました。

沖山さん家（茨城県）は、5人家族です。

長男の大翔（ひろと）くんはちょうど一年前に…病気を患いました。

暑い暑い夏の8月。病気がわかって、想像もしていなかった悲しみの気持ちを抱いた夏。

また、あの夏がやってくる…。沖山さん家にとって色々な想いが込み上げてくる夏に、

私たちはウィッシュ・バケーションにお誘いしました。

初めてお逢いしたときの沖山さんのお父さんお母さんは、

少し照れ臭そうな笑顔を浮かべながら登場してくれました。

「よろしくね！」というスタッフの声に対して目の動きで応えてくれる大翔くん。人懐っこい次男の優翔（ゆうと）くん、

愛くるしい表情でお父さんが押すキャリーケースにちょこんと座る末っ子の紀愛（のあ）ちゃん。

“5人”揃って沖山さん家。

山頂1925ｍの車山をリフト付きで登頂、白樺湖でのカヤック体験、

できないと思っていたことが“家族全員”でできた歓び。

そして本当に多くの方々との関わりのなかで、ご家族の表情はどんどんと柔らかくなっていきました。

「沖山さん家の“夏”が、希望の夏に変わったらいいな…」というスタッフの願いは、

「次は家族だけで、またここに戻ってこられるように頑張らなきゃな！」と

お父さんとお母さんが言ってくれた言葉が応えてくれたように思います。

人との出逢いが与える感動と希望は、はかり知れません。

笑顔で自宅に帰っていくご家族の後ろ姿に向かって、手を振り続ける

サポーターの方々は、いつもここで待ってくれています。

2019.7.20～22

（東京都）

林田さん家
卓朗さん・遥さん

考輝くん

智華ちゃん

1日目　お出迎え～ウェルカムパーティ（車山高原スカイパークホテル）
2日目　リフトを使用して山頂アタック（ataアライアンス）
　　　 ～BBQ～ダイアログ
3日目　白樺湖でカヤック体験（八ヶ岳アドベンチャーズ）
　　　 ～昼食～お開き

行程
（協力企業）

空港でのお迎え・お見送り
～ユニバーサルスタジオジャパン

～ヘアサロン
～堂島ロールケーキ

（スカイマーク株式会社）
（ヘアサロン：LIM+LIM）

行程
（協力企業）

読売巨人軍・炭谷銀仁朗選手 埼玉西武ライオンズ・武隈祥太投手
公式戦招待・交流会・病院小児科訪問

読売巨人軍の炭谷銀仁朗選手と埼玉西武ライオンズの武隈祥太投手は、

今シーズン、当団体を通して、難病の子どもとその家族を公式戦へ

招待し交流の場を設けてくださっています。

また両選手が共に小児科を訪問し、子どもたちをはじめ、ご両親や

きょうだい児にも大きな力を与えてくださいました。
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いのちの授業 横浜
当法人 永久名誉顧問 故日野原重明先生が、生前ライフワークのひとつとしてこられた

“いのちの授業”。私たちは先生のご遺志を受け継ぎ、2017年より小中学校でいのちの

授業を行っています。

6月22日（土）は、横浜市立洋光台第三小学校の全校生徒300名とその保護者を対象に

“いのちの授業”をさせていただきました。

子どもたちだけでなく、その保護者の方に向けて話ができたことで、家庭の中でも共に

いのちについて考えるきっかけ作りができました。

※ いのちの授業は無料講演です。可能な限り全国へ赴きますので、皆さまからのご要望をお待ちしています。

ウィッシュ・バケーションは、個人や企業などの支援者からのご協力で、
金銭的な面も含め、負担や不安をなくして楽しんでいただく家族全員旅行です。

ウィッシュ・バケーションでは、たくさんのエピソードが生まれます。
大切な輝くエピソードの中から1つを紹介します。
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5/26
公式戦

6/9
公式戦

7/20
公式戦

6/10
小児科
訪問

4/21
公式戦

4/28
公式戦

5/1
公式戦

1日目　高知市内集合～室戸岬～BBQ
2日目　ドルフィンセンター～流しそうめん
　　　 ～音楽レクリエーション～ダイアログ
3日目　廃校水族館～昼食～お開き

行程
（協力企業）

（高知県）

岡田さん家
幸一さん・佐和子さん

暁人くん

（茨城県）

沖山さん家
翔さん・紀恵さん

大翔くん・優翔くん

紀愛ちゃん

（高知県）

安喜さん家
竜幸さん・和代さん

夏鈴ちゃん

朱音ちゃん

（埼玉県）

田中さん家
亮輔さん・ひとみさん

佑樹くん

愛梨ちゃん
（福岡県）

木下さん家
佳彦さん・晶さん
結月ちゃん

（福島県）

松本さん家
好広さん・弥生さん

愛琉くん・穂榎ちゃん

健琉くん

（東京府）

佐々木さん家
俊太郎さん・清香さん

龍之介くん・美琴ちゃん

天音ちゃん



7月のウィッシュ・バケーション＠車山高原にご参加くださった林田さん家（東京都）は、

当法人が経営する「小児訪問看護ステーション ダイジョブ」を利用しているご家族でもあります。

お父さん、お母さん、お兄ちゃんの考輝（こうき）くん4歳、そして智華（ともか）ちゃん2歳の4人家族です。

お母さんがともちゃんを妊娠中にともちゃんの病気が判明し、“覚悟”の上、出産。

ちいさなちいさな身体で産まれてきて、すぐに人工呼吸器をつけることになりました。

最初の半年は、抱っこをすることもできなくて・・・医師からはこの先どうなってしまうかわからないとまで告げられたこともあります。

おうちに初めてこられたのも、生後1年が経ってからでした。

それでもお父さん、お母さんは「病院の中だけで終わって欲しくない。

たとえ短くても、長くても、この世、この美しい世界を少しだけでも知って欲しい」の一念だったのです。

そして誰よりも、ともちゃんが、“生きる力”を魅せてくれました。

お母さんは、「ともちゃんは…この人は…“生きる”ことを選んだ人なので…」

という言葉で、ともちゃんのいのちの尊さを表現してくれました。

現在ではダイジョブを利用しながら、

毎日少しずつ成長していくともちゃんの姿に歓びを感じています。

ウィッシュ・バケーションでは、多くの方々に迎えられて…

“やってみれば、できることがいっぱいあるね！”

 “人との出逢いって、こんなに素晴らしくて心があったかくなるんだね”

“家族全員”ではじめてのことにチャレンジし、とびっきりの笑顔をみせてくれました。

ご家族の日常に寄り添う“ダイジョブ”。非日常的な体験で明日への活力を贈る“ウィッシュ・バケーション”。

今後もこの２つが補完し合うことで、さらにパワーアップしたHope＆Wishをお届けします！
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ウィッシュ・バケーション前日の出来事
「小児訪問看護ステーションダイジョブ」よりウィッシュ・バケーションへ！！
ともちゃんを連れての2泊3日の旅行はこれが初めての林田さん家。張り切りすぎて子どもたちが体調を
壊して行けなくなると困るから・・・と、お母さんとダイジョブスタッフは、子どもたちに気づかれないよう
ひっそり準備をしてきました。そして、ウィッシュ・バケーションの前日。お母さんと呼吸器の手配や注入を
どうするか、山の上に行った時の酸素はどうかな！など最終確認をし、少しお散歩に出ました。

母：「ホテルにプールがあるみたいで、プールで履くオムツも買わなきゃ」
私：「えー、ともちゃん水着きちゃうの？初プールどうだろうね！！」
母：「あっ！！ともちゃん、女の子だった・・・水着あったかな、上がないかもどうしよう」

お母さんと私で大笑い。とりあえず裸でもいいよ！！と二人で笑いながら帰宅。お母さんは、帰宅後クローゼット
を探し可愛い女の子用の水着を見つけて、「ありました！ありました！」とニコニコ見せてくれました。「よし！！
ちょっと着せてみようよ」と水着を着せると、ともちゃんは初めての水着に「何を私に着せたの？？」と大泣き。
水着の生地感が初めてで何だか着心地が悪かったようです。

あんなに小さくて赤ちゃんだったともちゃんが水着を着るなんて！！お姉ちゃんになったな～ここまでこれた！！
そう思えた時間でした。
旅行へ「いってらっしゃい！！」と送りだせるのは、訪問看護師としても嬉しいことです。旅行から帰ってくると
ご家族と子どもたちが一皮むけて新しい姿になっています。日常から少し離れてみることも大切なことですね。

小児訪問看護ステーション
ダイジョブ所長    有馬夕紀
※小児訪問看護ステーションダイジョブ

は当法人が経営しています。

と
も
ち
ゃ
ん
準
備
編 ⑥

なでしこケア と協定を結びました！
女子サッカー

2019年夏、女子サッカーで活躍する選手たちが、「女子サッカーの価値向上」と「地域や社会の課題解決」を

目的に一般社団法人なでしこケア（通称：なでケア）を立ち上げ、女性と社会のための活動を始動しました。

当団体と「なでケア」は、女性の応援と、誰もが住み易い社会を作り上げること

を目的に、協働していきます。

その協定式（記者発表）が2019年7月都内で行われ、当団体代表の大住と、

なでケアを代表して女子サッカー日本代表・なでしこジャパンの熊谷紗希選手

が協定を結びました。

当日の協定式では、女性和太鼓奏団「ひまわりのやうに」のメンバーによる演奏

も披露させていただきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　「ひまわりのやうに」は、メンバー全員が難病を患う子どもを授かった

　　　　　　　　　　　　　　　　　母たちが集まり、2015年8月に結成されました。全国4支部（仙台・東

　　　　　　　　　　　　　　　　　京・大阪・福岡）で月に一度、練習を重ねています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　当日はプロのトランぺッターのMAKOTOさんとのコラボレーションも

　　　　　　　　　　　　　　　　　実現し、会場にいた誰もがトランペットとメンバーの想いのこもった

　　　　　　　　　　　　　　　　　和太鼓の響きに聞き入っていました。

第一回目となる協働活動が8月20日に千葉県こども病院の病棟と外来で実施されました！

元日本代表の宮間選手、近賀選手、大滝選手が病気を患っている子どもたちはもちろんのこと、毎日頑張って

いるお母さんを応援しました。

握手をしたり、ワールドカップの際のメダルを触らせてもらったり・・・お母さんたちは一緒にサッカー体験もしました！

「お母さんの方が楽しんじゃった！」と笑いながら子どもに話し

かける姿や、感動して涙を流すお母さん。毎日通っている病院

で起こった、まさに非日常的なでき事でした。

選手たちも、一生懸命に頑張る子どもたち、ご両親に、元気を

もらって帰ってきました！

そして今回の交流会で使用したサッカーボールは、千葉県こども病院へ

選手のサインとともに寄贈させていただきました。

今後も当団体となでケアは、継続的な協働活動を実施してまいります！

一般社団法人 なでしこケア
「もう一度、社会の中で大きな役割を果たしたい」
女子サッカー選手（なでしこ）のプラットフォーム

https://nadecare.jp/

特集2
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#2 #読書俱楽部

オフィスからこんにちは ！

Hope&Wishオフィスの様子、スタッフの様子をみなさんにお伝えするコーナー︕
第2回目の今回は、オフィスのスタッフで実施している「読書俱楽部」について
お伝えをしたいと思います。

Hope&Wishのオフィスでは、全員が同じ本を読んできて、その感想を15分で
各自がプレゼンする、という「読書俱楽部」の時間を設けています。いままで
様々な本をテーマにしてきましたが、基本的には代表の大住のおススメの本です。

自分の仕事、生活、人生にどう落とし込めるか、私たちの仕事って、役割って
何だろう、そんな自分のベースとなることをスタッフ同士でアウトプットし合い、
それが私たちのモチベーションやスタッフ間のコミュニケーションに繋がり、と
ても有意義な時間になっています。

もしおススメの本がありましたら是非教えてくださいね。
今後もオフィスでの様子をお伝えできればと思います。お楽しみに︕

2 7

前号でお伝えした「オフィスめし」について反響をいただきました！

中にはご自身で丹精込められて作られたたくさんのお野菜をお送りくだ

さった方も！美味しいお米をお届け下さった方もいらっしゃいました。

スタッフで美味しくいただきました！みなさまの温かいお心に感謝申し

上げます。

協力企業 ご紹介

スカイマークは「ウィッシュ・バケーション」の活動に賛同し、昨年より航空券の提供や空港でのお見送り・

お出迎えをサポートしています。

スカイマークがこれまでにご旅行をお手伝いしたご家族は4組。参加していただいたご家族からは「“家族

旅行”だけれど、自分たちでは絶対に計画することのできない、そして自分たちで計画する旅行以上の体験・

感動が待っているのがウィッシュ・バケーション」とうれしい言葉もいただきました。

ご家族をお迎えする準備をする間も、スタッフ一同ご家族の喜ぶ顔を思い浮かべながらお見送り用メッセ

ージボードの製作などに取り組んでいます。ご家族のご旅行のお手伝いをさせていただくことで、スタッフも

大きな喜びとやりがいを感じています。

スカイマークはこれからもお客様一人ひとりに寄り添い、心に残る空の旅をお届けできるよう努めてまいります。

スカイマーク株式会社
https://www.skymark.co.jp/ja/

このコーナーでは、日頃から団体の活動にご協力いただいている企業からの声をご紹介します！

Vacation House 青と碧と白と沖縄
あお　  と    あお     と     しろ     と      おきなわ

沖縄県恩納村真栄田（おんなそん まえだ）に建設中の難病を患う子どもとその家族のレスパイト・ヴィレッジ（一時休息）

施設の工事は、盛夏の沖縄で着々と進行中です。恩納村は、沖縄の中でも特にリゾートホテルが多く、世界的にも有名な

サンゴ礁の生地でもあり、沖縄ブルーの中心地です。

先日、沖縄県庁にて記者発表をさせて頂き、名称を「Hope&Wishバケーションハウス 青と碧（あお）と白と沖縄」とし、その

開業を2020年2月と公表致しました。日々、病気と向き合い看護や介護を続ける家族のためのレスパイト（一時休息）施設

は、この数年、全国に徐々に整備されているものの、本プロジェクトは「非日常」を大きなテーマに掲げ、また「沖縄」ならではの

地域や歴史と密着したプログラムを展開する魅力あふれる施設を建設中です。

沖縄建設施設 名称決定！

風突がつきました

概要が見えてきて…

2階フロアーには7本の風突（自然風を起こすための煙突状デザイン）が立ち上がり始めた

ので、これまでに見たことのないその「非日常」の施設になることは間違いないと確信してい

ます。さらに、この風突の先には、沖縄では日常的にある“シーサー（災厄を追い払う魔除け）”

がそれぞれに天高く向かって、凛と鎮座する予定です。建物の完成は、今年2019年年末頃。

次回の皆さまの沖縄旅行は、是非、当施設をご利用ください。

客室

【青と碧と白と沖縄】に「遊び場ガーデン」を︕
誰もが笑顔溢れるガーデンを作ります︕

クラウドファンディング

応援よろしくお願いいたします︕

詳しくはこちらのQRコードより

クラウドファンディングページを

ご覧ください。こちらからご寄付

が可能です。是非ご支援よろしく

お願いいたします！

特集1
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Fundraising（資金調達）

さまざまな支援方法
当団体は皆さまからのご支援・ご協力により活動することができています。全国の皆さまからのご寄付に加えてさまざまな
形によるご支援方法がございます。いま、あなたができることを…

…皆さまからのご協力をお願いいたします。

遺贈
資産・有価証券

～いま、ここにある
                しあわせ～

映画Given

上映会

寄付
マンスリー会員
法人会員
チャリティ

現物支給
サービス支援

喜風
自動販売機
コピー機

─ KIFU  ─

ヴィレッジ
特別寄付

ソコリキ
社員研修
講演

女性和太鼓奏団
「ひまわりのやうに」

スポンサード

ウィッシュ・バケーション＠車山高原で全員カヌーに乗って

今回はじめての開催となった、ウィッシュ・バケーション＠車山高原。夏の自然

の中で、多くの方のご協力により、様々な体験が叶いました。

その中で団体としても初の試みとなった、カヤック体験！乗るまではドキドキして

一歩を踏み出すのに勇気がいった子どもたちも、いざ乗ってみたらスイスイ進む

カヤックに「気持ちいい~！」沖山さん家の優翔くんはスタッフの方と息を合せて

パドルをこぐことに夢中になっていました。湧き水のポイントもあり、ひんやりと

冷たく美味しい水にも感激。なかなか体験することのできないカヤックを、参加

者全員で楽しむことができました。




