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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＠東京・浅草にて天顔さん家（沖縄県）

ウィッシュ・バケーション＠東京に天顔さん家が沖縄から参加してくださいました。
ウィッシュ・バケーション＠東京では、浅草へ行き、えびす屋の人力車に乗らせて
もらうことが多くあります。いつも趣向をこらしてウェルカムをしてくださる車夫の
みなさん。そして今回のバケーション最終日の浅草でのこと。耳の聞こえない
明緒（みお）ちゃんのために…なんと車夫のみなさんが手話を覚えて出迎えてく
ださいました。「あさくさへようこそ」、心からのおもてなしがそこにはありました。
お母さんも「言葉がなくても気持ちで伝わる、ということを明緒（みお）は感じて
くれたと思います」とお話くださいました。
明緒（みお）ちゃんの浅草での笑顔の一コマ。そこにはみんなの想いが詰まって
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           （撮影：minoru photo）
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Vacation House 青と碧と白と沖縄
あお　  と    あお     と     しろ     と      おきなわ

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。

沖縄特集

現在、沖縄県恩納村真栄田に、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、
Hope&Wishバケーションハウス「青と碧と白と沖縄」の建設の真っ最中です。

先日、その沖縄で、多くの企業の方々がご協力くださり、ウィッシュ・バケーション@沖縄が実施されました。
「青と碧と白と沖縄」も、多くの地元の方々、企業の方々にご協力いただきながら運営をしていきたいと思います。

また現物による施設へのご寄付、クラウドファンディングによるご寄付もお寄せいただいています︕
是非一緒に「青と碧と白と沖縄」を創りあげてください︕

カフーリゾート フチャク・コンド ホテル 中頭病院

琉球村 ブルーシール

スカイマーク株式会社
WishVacation

VacationHouse

日新工業株式会社 大光電機株式会社

【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！

宿泊のご提供・ウェルカムパーティ・エステ体験など 空港でのウェルカム・ビーチパーティーなど

ご招待とご案内など 工場見学など

往復航空券手配や空港お出迎え・お見送りなど

緑化システム・シートのご寄付 ご寄付

コープおきなわ

紅イモを使ったいももち作り体験など

現物によるご寄付も受け付けております！

工事が着々と進んでいます

青と碧と白と沖縄
インターネットを通してのご寄付

ご協力ありがとうございます！
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沖縄

2019.10.18～20

2019.10.20～22

東京
2019.9.13～15

ウィッシュ・バケーション＠東京では、いつも企業サポーターが

ご家族に同行してディズニーランドのパーク内を一緒に過ごします。

“企業サポーター”と言っても、ボランティア経験が豊富なわけでも、

病気に詳しいわけでもありません。サポーター自身、ご家族と一緒に過ごすことで

自分自身を改めて見つめなおしてみたり、サポートするってどういうことなのか

ということを考えてみたり…。ご家族とサポーター、それぞれがお互いに刺激し合う時間を創っています。

この日ご招待したのは國井さん家（茨城県）。

お母さんと空翔（そらと）くん２人をサポーターが賑やかにお迎えしました。

普段、お母さんと空翔くんは“２人”で常に一緒です。空翔くんが眠れない日には、お母さんも眠れません。

２人はまさに一心同体、どんな時も一緒に生きてきました。國井さん家がサポーターにお願いしたこと、

それは“空翔くんを抱っこしてもらい、一緒に写真を撮ること”でした。

お母さんは、空翔くんが生まれたときから、出逢った人との想い出を残そう、と写真を撮り続けています。

このウィッシュ・バケーションでは本当に多くの人と出逢う場があり、サポーターもその中の大切な一人。

「写真、お願いします！」と嬉しそうに話しかけるお母さんの顔は、希望に満ちていました。

「サポートって言っても何をした良いのか、わからない。」

「病気を患っている人と関わるのってこわい。」など、

ご家族と関わる前のサポーターからは様々な不安の声をよく耳にします。

でも、同行体験が終わってみると・・・

「ただ、一緒に楽しい時間を過ごすことが大切でそのために

“何かお手伝いしましょうか？”言える勇気や優しさ、

心配りをすることは病気を患っている人に限らず、

社会で生きる全ての人に当てはまることに気がつきました。」と、

イキイキして帰ってくるサポーターの姿がありました。

（東京都）

川口さん家
正貴さん・こず江さん

エマちゃん

貴己くん

2019.9.19～20

（沖縄県）

天顔さん家
健太さん・真美さん

なゆちゃん

明緒ちゃん 2019.15～17

まだ夏の気配が残る10月の沖縄。今回も多くの方々のご協力によって、

全3家族をお迎えすることができました。

植田さん家（福岡県）はお父さん・お母さん・莉心（りこ）ちゃん・凪（なぎ）くんの4人家族です。

ずっと憧れていた初めての飛行機、初めての沖縄旅行！那覇空港についたときには、

「植田さん、めんそーれ（ようこそ）！」の手作りボードを持ってお迎えをしてくれた大勢の方々に驚きながらも

嬉しい恥ずかしい、なんとも言えない心地の良い感覚・・・。

この３日間は、まるで“非日常”です。

地元の人に囲まれて沖縄を楽しみ、文化を感じ、そして何より人の温かさに触れることができました。

日常を忘れ、“家族みんな”でのんびりと、ただ海を眺める。そのような些細なことが、

どれほど幸せなのかということを改めて気づかせてくれたのは、やっぱり目の前にいる“家族”です。

「莉心はあと何年私の側にいてくれるのかな…そんなことを考えると寂しくて泣いてしまいそうになる

こともあるけど、一緒にいられる毎日を大切に生きていこう。」そう、お母さんは話してくれました。

大丈夫、ひとりじゃない。

みんなが莉心ちゃんを、そして植田さん家を応援しています。

“家族と一緒なら、毎日が柔らかい”

この意味は、ウィッシュ・バケーション滞在中の夜にこれを書いてくださった

お母さんにしかわかりません。でもきっと、

“押しつぶされてしまうようなつらい出来事があっても、家族がそこにいてくれたら、

私の居場所がそこにあったら、明日を見つめることができる”。

そのようなメッセージなのかも、しれません。

（福岡県）

植田さん家
竜輔さん・悠起子さん

莉心ちゃん・凪くん

（大阪府）

谷さん家
平さん・淳子さん

芭菜ちゃん

（北海道）

伊東さん家
雅紀さん・千晴さん

柚葵ちゃん・海瑠くん

奏瑠くん

（大阪府）

森本さん家
拓也さん・直子さん

凜音くん・佑くん

（埼玉県）

綿引さん家
敦さん・忍さん

杏那ちゃん

悠真くん

（茨城県）

國井さん家
一美さん・空翔くん



活動報告

ひまわり
のやうに

「コープみらいフェスタ」で女性和太鼓奏団「ひまわりのやうに」が演奏しました！

女性和太鼓奏団「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月に結成しました。全国4支部（東京・仙台・大阪・福岡）で月に一度、練習を重ねています。

9月25日（日）は、都内の池袋サンシャインシティで開催されていた「コープみらいフェスタ」のステージ

で、演奏をさせていただきました。メンバーは各支部から集まった 村上夕子、西村真尋、吉野真樹子、

川村史帆、細谷千恵子、野村祐加 の6名。

会場には小さな赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで、幅広い年代の方々が集まり、和太鼓の演

奏をはじめると皆さん足をとめてその響きに聞き入っていらっしゃいました。

小さな子どもたちも大きな音にはじめは驚いていたものの、その鼓動にぐっと引き寄せられていました。

今回はメンバーの西村真尋と川村史帆がスピーチをし、我が子の闘病のことから、自分の想いまで、熱

く話をすると、会場に集まった方々は深く大きくうなづきながら涙をぬぐっていました。

また演奏が終わったあと、うれしいことにスピーチをしたメンバーのもとに声をかけにきてくださる方も

おり、多くの激励をいただきました。

これからも女性和太鼓奏団「ひまわりのやうに」は、社会へ向け、

こころひとつに活動を続けていきたいと思います。

ご来場いただきました皆様、ありがとうございました。
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4/28
公式戦

SPECIAL
THANKS

カメラマン

～こんなかたちのご支援もあります～
ご家族の写真を撮るお手伝い

“子どもの無限の可能性が実りますように”  “ご家族の夢が実現できますように”

そんな想いを込めた minoru photo 。

今日の幸せが明日はどうなるかわからない日々だからこそ家族の愛しい瞬間を残せることが

どんなに幸せなことか。母となった今、身をもって感じています。

入院するたび出会うお友達、同じ病気の仲間、病気は違えど支えてくれる方々に何度も救われ

ました。この活動がわたしからの恩返しになれればいいなと思います。

我が子が生きていることは幸せなこと。何気ない毎日が本当は特別で大切なこと。子どもは無

限の可能性を持っていること。全てのパパママへ伝え続けていきたいです。

鷹取実可   MIKA TAKATORI
1児のママ　ご自身のお子さまも疾患があり入退院を繰り返していたとのこと。
もともと乳児院の保育士をされていたこともあり、自分の状況が落ち着いたら入院中のご家族に何か自分ができる
ことをみつけたい。そう考えていた時に思いついたことが「家族写真」だったそうです。現在ご自分のお名前の実から
「minoru photo」として家族写真を撮影する活動をされています。

私たちはこれまでも多くのプロフェッショナルの写真家の方々に協力をいただいてきました。

今回は自身も母親であり、多方面で活躍されている鷹取実可さんよりメッセージをいただきました。

日本初となるPGA TOUR（米男子ゴルフツアー）トーナメント「ZOZO CHAMPIONSHIP」が、
2019年10月24日（木）～27日（日）に渡り、アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブで開催されました。
そこに難病の子どもとその家族が招待され、著名なプロゴルファーの方 と々交流をさせていただきました。

難病の子どもとその家族が
「ZOZOチャンピオンシップ」の練習に招待されました！

大会名︓ZOZO CHAMPIONSHIP （ゾゾチャンピオンシップ）
開催コース︓アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ
開催期間︓2019/10/24（木）～27（日）
競技方法︓72ホール・ストロークプレー、予選カットなし
賞金総額︓$975万（約11億円※）
優勝賞金︓$175万（約2億円※） 500フェデックスカップポイント
主催︓株式会社 ZOZO, PGA TOUR
共催︓日本ゴルフツアー機構（JGTO）
主管︓PGA TOUR, 日本ゴルフツアー機構（JGTO）

日本で初開催のゴルフPGAツアー「ZOZO CHAMPIONSHIP」（米国を中心に展開する名実ともに世界一のゴルフ
ツアー・1975年～）に、2家族がチャリティーイベント・プログラムとして米国PGAから招待されました。多くの参加希望
家族の中から幸運にも選ばれたのは、林さん家（神奈川県）、関塚さん家（神奈川県）。当日は約2万人にも及ぶ観客
の中の花道、フェアウェイを、PGAスタッフのNaokoさんらに優しくエスコートされてローリー・マキロイ選手や日本の
第一人者、松山英樹選手らにサインや握手で「希望」と「勇気」をプレゼントされました。
今回の交流は、PGAが当団体の母体団体でもある米国ギブ・キッズ・ザ・ワールドに依頼をし、代表パメラ・ランドワース
女史と当団体との連携から実現されました。交流の模様は、下記QRコードから、動画でご覧になれます！

交流の様子の動画は↓こちらから
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18歳になった娘を…

昨年のウィッシュ・バケーション@福山にご参加くださった森田さん家（福井県）は、

お母さんとあすかちゃんの二人家族です。

あすかちゃんは、この9月に18歳になりました。

お母さんは今日も、毎日、あすかちゃんを愛しつづけています。

いのちを授かってから、ずっと一緒に、二人三脚。

あすかちゃんは自分で身の回りのことはできないし、医療的ケアが必要です。

「だからこそ、ずっと一緒にいられます。」

「いろいろな人にも支えてもらいながら、ここ、までこれました」

とお母さん。

母として、感謝して日々過ごしていらっしゃいます。

お母さんはひとり親として、仕事も頑張ってます。

何のための仕事ですか？と尋ねた時、

「それは、生活のためではなくて、むしろ、社会で生活している私自身のため。」

「社会のために、私のいのちも堂 と々役立てたいから。」

そう力強く話してくださいました。

女性としてもひとりの人間としてもとても強く、でも弱い部分も持ち合わせながら、

毎日頑張っているお母さん。

そんなお母さんに毎日愛されて過ごしているあすかちゃん。

森田さん家をHope&Wishはずっと応援していきます。

活動に参加くださったご家族をエピソードと共にご紹介します

森田さん家（福井県）

NewStaff 新しいスタッフが増えました！

この度、当法人が運営している小児訪問看護ステーション「ダイジョブ」で以前より看護師として

お手伝いしてくれていた小林瑞穂（こばやし みずほ）を、正社員として迎えました！

小林は北海道出身。地元で看護師をしているときに、病院で大住の講演を聴き、何年も前から

団体へ密かな想いを抱いてくれていました。

その後ご主人の転勤をきっかけに、東京ディズニーリゾートの看護師として勤務、そして当団体へ

加入しました。力強い同志と共に、ますます活動へ邁進してまいりたいと思います。どうぞ今後と

もよろしくお願いいたします！

東京ディズニー

リゾートでは

看護師だけで

なくこんな

お仕事も…

ダイジョブでは看護師として家族に寄り添います

#3 #お母さん先生

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3回目の今回は、「お母さん先生」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、最近沢山の学びの場をつくっています。
先日は、訪問看護ステーション・ダイジョブのスタッフに向けて「栄養の基礎」
を教えていただきました。

講師は、なんと︕︕ウィッシュ・バケーションに2018年10月に参加されたご家族
のお母さん︕︕ご自分のお子さんの治療と育児を通して学び、それをカタチ（栄養
サプリメント）にされたパワフルお母さん︕
開発までの経緯や、栄養摂取の基本とさまざまな摂取方法をお伝えいただきました。

私達は、ご家族から学ばせていただくことが沢山あります。
お母さんの経験したことを私達スタッフに教えていただくことは、どのような事でも貴重な時間です。
それは特別な資格などではなく、“経験”（経験や実体験）こそが一番大きな価値だと思っています。
今後「お母さん先生」としてスタッフ一同学ばせていただく機会を増やしていきたいと思っています。

ちょっとした子どもの変化を話してもらったり、食事や味付けのコツ、子どもが喜ぶダンスや音楽、そ
の子に合ったおススメマッサージ…どんなことでも私達にとっては教科書では学べない財産になります。
オフィスにお話しに来て下さるお母さん・お父さんも大歓迎︕︕お待ちしています。
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⑦

みんなで　“リラックス”そして笑顔の時間
あいりちゃん(2歳)は、てんかんがあるため体調により背中を反らせることが多い女の子です。
身体を緊張させている我が子を間近でみているお父さん・お母さんは「どうしたらこの子が楽に
過ごせるのか？」色々な工夫をされていました。あいりちゃんは、抱っこが大好きな女の子！！椅子
に座らせると背中を弓なりにして「抱っこがいいー」と訴えてきます。

先日、キャスパーアプローチの開発者（座位保持椅子シュクレの開発者）の村上潤さんが「この子
僕も抱っこしたいな～」とダイジョブスタッフと共に、あいりちゃん宅を訪問してくださいました。
村上さんが抱っこすると、子どもたちは魔法にかかったようにリラックスします。あいりちゃんは、
「あれ？だれ？このおじさん？」と言う顔をしていましたが、村上さんのキャスパー抱っこでリラッ
クス！！あいりちゃんのリラックスする顔を見ているお父さんとお母さんも、何だかホッとして笑顔！
すると、あいりちゃんが「にやり」と、とってもいい笑顔を見せてくれました。あいりちゃんのそんな
顔を見て、ふと振り返るとお父さんの顔があいりちゃんと“うりふたつ”

私（有馬） ： 「パパ―、あいりちゃんとそっくり。ほっぺの感じとか！本当に良く似てる！！」
お父さん ： （にやり）「え！！本当ですか！？」（とっても嬉しそう）
お母さん ： 「えー嫌だ～。やっぱりパパですかね～」（皆で大笑い）
村上さん ： 「僕の娘も、僕そっくりなんだよ～」
私（有馬） ： 「長女は、パパに似ると幸せになりますよ」
お母さん ： 「幸せになるなら！いいか！！」

あいりちゃんがリラックスする姿を皆で見ていると、笑顔いっぱい楽しく会話が弾みました。
リラックスすると、気持ちの余裕もできて家族が笑い合える時間が増えていきます。
「笑い合う！！」家族にとっては一番大切な時間ですね。

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。

at home ～　　　　　　　　　　　　　　　Diary ～　

参加できなかったスタッフは
ネット中継で参加！


