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@神戸大学医学部神緑会館
共催 : スペシャルキッズサポーターズの集い実行委員会

認定NPO法人病気の子ども支援ネット遊びのボランティア



来場して下さつたみなさまヘ

特,1籠演1「 スペシヤルギッズサポーターは子どもたちのいのちとあそびを支える」
山崎姜貴子発生 (東京ボランティア 市民活動センター 所長)

御略歴・立教大学大学院文学研究票応用社会学専攻修了後 業国マンチエスター大学院理学 明治学院大学教授颯1学長 神奈,県 立保撻福

祉大学保健l.l■学部長を歴任し ,OO,年から‖年まで神奈川県ユ候健福祉大学学長を務め現在は願間 1980年から東 京ボランティア セン

,一 (現在の東京ボランティア 市民活動センター)所長 ポランティア活動害 を精力的に推進するとともに国民生活審議会など ヽ
'0等

に関する

に惨画し 日 ボラン‐ ア学習会会 め る

ワークショップの御紹介

ワークカ ップ11fお もしる科学実験 (電気)と大人気のくもの作り>体 験」
O青 田■元先生(N,o法 人大阪府高齢者大学校 おもしろ

i子ども科学 手作りおもちゃ体験J科 講師)

O佐 蔵和次先生(大阪科学の授疑 たのしむ会代表リ

私適 よく子どもの時期に

"学

実験ともの作りJで感動体験 不思議体験
をすることにより好薔0に 満ちた「科学好きなJ子墨 違を育てる,ことを日擦
●活動しています 2ol o年 度 「イベント回数70回 多加人数5ooo名 科

学棄駿執室,加 数32oo名 J

今日は 活動内容の一つてある い 学実験 おもしろ電気学入llく自由電

子が見えたなら>と 人気のくもの作り>体 験Jを紹介して楽しんでもらう予定

です ご参加ください ,どうでよるしくお願いします (音口 輝元,

卸用意いただくもの | とく0ありません

ワークショップerの びのび五感ヮーク ～カラーハーモニー～J
O斬 藤初子発生 カラーハーモニー代表
さ́と体の健康とコミュニケーションのための色彩,を提供しています

色彩心理論 仕事に 1撃らし,,役 立てる輸を広げます 色には色々な

色があるようt人 も色  々 自分の当た,前 は他人の当たり前とは違います
籠値観の相違を認め合いコミュニケーションを円滑にし

自己肯定感を高めるお手にいをしています

今回のワークでは何の制約もなく自由に指で択 パステルアートをプチ体験
していただきます 入院中のお子機や高齢者施設の利用者株など幅広い
年齢層の方々に喜ばれています |「 h●|,1/1。●

`hJ●
め て。Ⅲ′

ワークショップ,fス イッチやタブレットを使ぅて違詢
○中国正吾先生 ぼんぼんわ―るど

福祉情報技術コーラ ネーター
テク′0ジ ーやモノをうまく活用することで 楽しみが増えたり やりたいこと
=近づけたりすることができます 特に 暮らしの中のあらゆるところ」文わ
れている電気製品を活用しない手はありません また このような電気で動
くモノま 様々な方法で操作が可能です
スイッチや,ブ レット端末を活用し 子どもたち力

`楽
しめる方法を提示します

実際にいろいろな種頚のスイッチを使い おもちゃを動かしてみたリ アプリ

を使つてみたりしながら子どもの実態に合oたズイッチの使用や工夫につ
いて―緒に考えませんか

ワークショッシ 、
rしぶたねの『きょうだいの日』ちょこっと体験つ―クショップJ
O清 口餞代先生 員利慎也先生 NPO法 人しぶたね

'し
ふたねJま 病気をもつ子どもの「きょうだいJのための団体で 活動を

始めて,3年になります 活動の大きな柱のひとつは きょうだいたちが主

役になり 安 0してあそびきることを目篠に開いている「きょうだいの日Jと
いうワークラョップ アメリカで広く行われている,“lo,|というワークシヨッ
プをベースに どうすれば日本のきようだいたちが安心して楽しく過ごせる
場にできるたろうと試行鰭誤を続けてきました そんなiきょうだいの日Jの
プログラムを大人同士で体験しながら 工夫していることを包み饉さずお
伝えし みんなであそぶ楽しさ 安0の 心地よさを感じていただけたらと
思つております
■動きやすい靴 li装でのご釜加をおすすあします

つ―クショッカ 、
「個性を伸ばす自由なこ影を使つたワークショップJ
O餃 田万贅子先生 ―般社団法人に本こどt色彩協会 理■)
日本ことも色彩協会は私たちの―番身近にある「色と言葉Jを通してこど
もも大人も知性と個性を仲ばして 一人ひとりの特性や個性を認め合い活
かすことで 自分らしく生をられる社会を創ることを目指しています 個性
を伸|ます自由な色彩を使つたワークショップ ま

'こ
ともたち,'活を活きじ

て自1=がつくJと大=好 評をいただき 発達支援や小児病棟での色彩ワー
クシヨツプはリピートをいただいています
重い病気や障がいを持つとお子さんにも多くの方に色の楽しさや色を肌で

感じ効果を感じてもらいました まずは一鷹 子ども。なりきoて色彩体験
してみてくだい

色水実験で色作り つタシのこと形を作ろう 色の話と資l.lタイム

本日の司会御紹介  内多勝鷹さん
国立成青医療研究センター もみしの家 ′ヽウスマネージャー

元 HヽKチーフアナウンサー

東京大学卒業後 ,,0年 Hヽκ入局 キャスターとして 報道や生活情鰭

番組を申心に lR々なジャンルの番組を担当 『クローズアップ現代』で

病気児童とその家族の医療ケフ問題を取り上げた放送回を自身が担当

してから 嘔 景的なケフを必要とする子どもと家族の支授をしたいJと

考えるよう=なる mll年 0月て Hヽくを退職し 国立威育医僚研究セン

ターが運営する 医療型短期入所施設 もみじの家 のハウスマネー

ジャーに就任

みなさま本日は 「スペシャルキッズサポーターズの集い h神 戸Jこ御来場いただきありがとうございます
われわれは スペシャルキッズ(重い病気や障害をもつ子ども連)が 入院していても 在皇でいても 闘病してい

ても療養していても ひとりひとりが自 分らしい豊かな時間を十分にすごしてほしいとおもっております  そのため
には 医療 教育 福祉など制度が努力することまもとよリ ボランティアチームやNPOなど制度以外からも支援があ
ること そしてそれらが力を合わせてこども1人1人に大切な時間と経験を提供していくことが大切であると思つてお
ります.
欧米の様な豊富なスペシャル■ッズサポートが わが国でも十分にみられるようこなるためには '人(スペシャル

キッズサポーター が大切であるとおもいます 本日は スペシャルキッズサポーターの大切さを学●lあ そびかた
のワークショップを通して交流し 交流会ではお二いの活動を紹介し刺激しあい 帰られたときにそれぞれの活動に
プラスになればと思つております スペシャルキッズサポーターズの集いh神 戸●表 岡崎伸(4 児ヽ科医)

日本の各地で難病のこどもを支援する活動が増えていることは事実です
でもどこで誰がどんな活動をしているか 情報交換が足りません
「スペシヤルキッズサポーターズの集い h神 戸]では 各地で魅力的な取り組みをしている皆さんと出会えること
大きな成果を残すことと思います.
この集いが末永く続きますようこ 今後ともご協力をお願いいたします
認定NPO漱 人病気の子ども支援ネット遊びのボランティア (所在lL,東京都 理事長1坂上和子)

講師の御紹介

特ヌ帷 演2 f涙 も実いも 力になる～子どもたちが教えてくれた大切なこと～J
副 島 賢 和 発 生 饂 和大学大学院保健医療学確 科准教授 さいかち字級担当 字lt心理士スーバーバィザー あかはなの先生)

御略歴 1都図文科大学卒業後 20年 間東京都の公立1■ 枝教論として勤務 00年 都の派遣研修て 東京学云大学大学院にて0理 学を学ぶ

2006年より品川区立清水台小学校教い 昭和大学篠院内さいかち学殺担任 学校心理士スーバーバイザー 14年より現購 ホスピタルクラウ
ンとしても活動 大泉洋が演したヽ

'Vド
ラマ「赤鼻のせんせいJのモデルとして有名



プログラム
9130         開 場

1000～ lo lo 開会  実行委員長挨拶

1010～ 1110 【特Яl繭■1】山崎姜責子先生
「スペシヤルキッズサポーターは子どもたちのい0ちとあそびを支えるJ

ll 10～口 15 休憩

1115～ 1220 【特,1耐演2】 副島賢和先生
「凛も実いも 力になる～子どもたちが教えてくれた大切なこと～J

12120～1310  ランテタイム

1310～ 1610 【ワークラ■ップ(選択性:各会場において90分間を2回実施します)】
ワークショップ 前単 131●14Ю0
ワークショップ1「おもしろ科学実験(電気)と大人気のくもの作り>体蜘

0青 口輝元発生 佐藤和次先生

r・ワ
~クシヨよ箭」θttFg五感ワ

ーク～カラーハーモニー～
｀

ワ`ークショップ3「しぶたねの『きょうだしヽの日』ちょこっと体験ワークショップJ
O清 口悠代先生 員利懐也先生

ワークショップ後半14451005

ワークショッカ :「おもしろ科学実験(電気)と大人気のくも0作 り>体 験」
0青 日輝テ先生 佐藤和次先生

ワークシgップ5「個性ヨ申ばす自由な色彩を■つたワークショッカ
O飯 田万貴子発生 ―製社団法人に本こども色彩lfl会理事)

ワークシヨ→ヽ:「スイッチやタブレットを使つて遊ぶJ
O中 国正吾先生 ばんぼんわ―ると 福祉情報技術コーディネーター

☆☆☆おそび方研究金～瘤気や

“

がいを持つこどもきょうだいとのあそびのために～
がコ‐ ■ネートしています。☆☆☆

1610～      閉会模拶

1630～ 1800 交流会 PRボ ードによるセッションも合わせて実施

PRボード参カロ予定団体様 (法人名は省略させていただいております)
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スマイルオブキッズ(神奈川)      ゎらびの会、がじゅまるハウス(,中縄)

プクプクパリレーン(名古屋)      病気の子ども支援ネット遊びのポランティア
仙台こども病院 神奈川こども病院

にこにこトマト(京都)         大阪府立母子保健総合医療センター

奈良親子レスパイトハウス(奈良)   沖縄南部 」ヽ児匡景センター

の子ども支援ネット(全国:関西支部)
おもちゃ美術歓 全国:関西支部)
,ア ウィッシュオブジヤパン(全国:関西支部)



共催団体 説明

【スペシヤルキッズサポーターズの集い実行委員会】
スペシャルキッズサポーターの育成や支援活動、市民啓発活動を目的に、
スペシャルキッズサポーター達が集える場作りを行つています。
2017年は、「スペシャルキッズ サポーターズ倶楽部」として活動をすすめて

いきたいと思っております。
ホームページ:htt。//www c口uSinet/

【認定NPO法 人病気の子ども支援ネット遊びのボランティア】

入院中の子ども達にあそびを届ける活動、在宅療養中の子どもたちへの活

動、地域と繋がる活動、きょうだい支援、保護者の支援を行つています。
1991年6月1日設立。2006年5月にNPO法 人を取得し、2013年フ月に認定
NPO法 人となりました。
ホームページ:httpノ/www hosptabsoЫvdjp/
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参考: 諸外国 スペシヤルキッズサポート (HPから引用)
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日時 i平成29年 2月 12日

対象:スペシヤルキッズサポーター
(しようとしている人や関心がある方も含みます)

会場:〒6500017兵 庫県神戸市中央区楠町フ丁目5-2

神戸大学医学部附属病院 神緑会館

共催 :スペシャルキッズサポーターズの集い実行委員会

認定NPO法 人病気の子ども支援ネット遊びのボランティア


