会員継続のお願い
当協会の趣旨に賛同し、
ご支援・ご協力をいただき誠にありがとうございます。
今後もクリニクラウンの活動を継続していくために、会員の継続をお願い申し上げます。
【会員の継続手続きについて】
①同封の払込取扱票にて、郵便振替口座に会費を納入してください。
郵便払込口座番号：００９２０-３-１１８６９３
加入者名：特定非営利活動法人 日本クリニクラウン協会
賛助会員 個人：年額 一口 3,000円〜

団体：年額 一口 10,000円〜

※賛助会員は、年度ごとの更新になります。継続手続きの時期は、皆様の
ご都合の良い時にお願いします。
ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
②振込確認後、領収書・会員証を発行いたします。
発行日は振込いただきました翌月の上旬を予定しています。
お早目に必要でございましたら事務局までご連絡ください。
★ご住所、連絡先が変わられた方は、お手数ですが事務局までお知らせください。

日本クリニクラウン協会の活動にご理解いただき、
ご寄附いただいた皆様のご支援・ご協力のおかげで、
2019年度もたくさんの入院中のこどもたちに「こども時間」を届けることができました。
ありがとうございました。

【正会員】
（2019年度分）

伊佐常和,石井裕子,井上哲浩,井上雅美,榎本靖代,大川洋二,小田慈,上吹越美枝,河敬世,加藤仁義,金城僚,熊谷恵利子,田家由美子,高田佳子,田村亜紀子,永島すえみ,西山裕子,林富,連利博,森下左文,ヨルン・ボクホベン
【あかはな会員(賛助会員）
】
（2019年度分）
秋山星吉,浅井真咲,後間秋穂,虻川大樹,安部博晃,飯塚憲央,飯塚啓栄子,池上朋未,池田純子,池田ほなみ,石井三映子,石島邦男,右田昌宏,泉尾喜美子,泉裕,泉浩実,市田真琴,一原望希,伊藤敬子,
井上真裕美,今敏之,今石秀則,今泉益栄,上田崇志,上田瑞枝,上地耕司,上原英幸,上村茂,宇佐美郁哉,梅田純平,浦川純子,漆谷正實,江頭千治,枝光尚美,大井利彦,大倉昭子,大沢洋平,大城貴子,太田久子,大塚泰文,大西健
夫,大庭千穂,大町千鶴,大湾孝子,岡嶋優子,岡島明美,岡村隆行,岡本智子,沖高司,翁長多代子,奥才子,奥山由美子,尾﨑有紀,押川美尚,小瀬弘之,乙原博子,尾花正敏,小原典子,片山修司・朋子,金井雅明,金子正憲,金子大
輔,鎌田久子,紙森栄時,川上恵子,河岸なおみ,川島由衣,川瀬利枝子,菊池好江,北村佐知子,木村林,熊谷和喜子,熊谷多希子,熊谷亮,公文清美,栗田佳典,呉屋多恵花,久禮千秋,黒木徳子,堅達俊英,興梠雅彦,小島健吾,小島
敬子,後藤玲子,後藤征臣,小林清江,小林晃,小林敏憲,小林明枝,込山志保子,齋藤里美,齋藤振二,齊藤利子,酒井弥生,坂井浩二,榊原一郎,阪田健嗣,桜井光雄,渕向透,佐々木昌彦,笹良剛史,佐藤あや子,佐藤祐子,佐藤淳子,
佐野和子,澤田みどり,澤田明久,塩田真由美,柴田徹,柴田隆啓,柴田真紀江,芝原悦郎,清水壱子,庄司宗和,白石淳,白木原達仁,新崎綾子,新城里美,新納百合子,新屋千賀子,吹田博史,須釜なつみ,菅原邦子,須佐紀雄,鈴木
繁治,鈴木有希,鈴木孝二,鈴木智利,須田早季子,隅田龍雄,関百合子,宜保真由美,大東美穂,高木千恵子,髙田益昌,高月和光,滝森裕子,武田由紀,竹端年恵,田代博之,橘美保子,田中裕二,田中隆,田中なみ,谷口友希子,玉川
哲也,玉川裕美,玉城良子,玉城直美,田村莉絵,塚本真美,津田直樹,土山雅人,筒井幹夫,椿博行,寺崎大祐,時實俊子,鴇田純一,友寄英紀,豊田成子,鳥﨑公江,直理うみ,直理むつる,永井亜沙和,中内清馨,中尾高康,中川正子,
中澤博克,中澤直美,長澤剛,中島睦美,中島美子,仲宗根ゆかり,中野栄知,仲野恵子,中野敦雄,永野衛,中村隼人,中村準一,中村洋子,中村典子,名護洋代,新垣紀代美,新妻秀剛,西口知子,西躰亮貴,西部齋子,西村善美,根路
銘茂子,野手宏昭,信川美智子,灰谷政之,橋田咲子,橋田祐喜子,長谷川恵美,畑中善雄,秦直康,鉢嶺綾乃,浜崎順子,濱田雅裕,浜田聡,濵本明美,林優里,林郁,林奈那,原純一,日置ゆりえ,東田素美子,平田良,福田美和子,藤崎
めぐみ,藤田嶺子,藤田みのり,藤本真実子,星野弘太郎,星野悦子,星芳夫,星野登喜子,波々伯部真希,本庄孝行,増子孝徳,町田るみ,町田政子,松尾惠子,松葉忠,松本順子,眞弓光文,丸尾明代,宮城雅也,宮崎史子,宮平妃奈
子,宮本直彦,本村実,本村哲治,森下裕二,森下弥生,森田知子,森下祐介,焼野嘉津人,安川真知子,安田有希,矢田千恵美,矢谷観輝恵,薮崎和美,山内順子,山岡浩英,山口節子,山崎秀子,山﨑孝史,山田裕生,山田さく,山田ゆ
かり,山田雅彦,山田祐也,山田敏之,山田豊,山根俊一,山本利白,山本三成,矢渡文子,吉田由紀,吉成由利子,吉野正子,米須綾子,力石健,渡辺和明,渡辺修,渡辺京,お元気福祉サービス,四国管財株式会社,西部島根医療福
祉センター,トンちゃん一座,株式会社ママ,匿名希望など
【寄付・助成金】
（2019年度分）
赤木晴香,安住真由美,愛宕栄彦,阿部奈美子,天笠克昭,天野真希,新井貴大,荒島雅樹,有澤愛,有光里恵,安藤博子,飯尾稚晶,飯島尚,池田純子,池田良子,池邊慎哉,池本明広,池本優子,生駒晃彦,石井裕子,石井護,石井泰
雄,石田公宣,石濱豊,石丸浩靖,泉浩実,泉澤裕美,市原祐樹,市原和枝,一色嘉奈子,井場浩一,今泉益栄,岩木智章,岩元清華,上田信行,上田瞳,上原寅弘,内田尚希,内那幸晴,内橋伸介,馬込武志,梅原真希子,梅田幹樹,梅田
純平,江藤修吾,遠藤旭,遠藤紀夫,大川成司,大川優子,太田正人,太田有香,大塚泰文,大塚優子,大槻祐司,大西良一,大橋真智子,大原知美,大森貴司,岡野康子,岡広美・綾乃,岡本和明,沖高司,荻野恵理,荻野高弘,奥野純子,
奥山真衣,尾崎杏奈,尾崎剛史,小瀬弘之,小田昭博,落合麻由,小野健一郎,小原典子,海野一郎,垣内佳美,景山高行,加藤仁義,可児毅,金井万寿美,金子正憲,金子大輔,上温美,上吹越美枝,河敬世,河上満寿美,川島由衣,川田
葉子,北川高志,北村志津江,鬼頭康彦,木下優,行實麻衣子,久保田勝明,熊谷こまゆ,熊谷恵利子,熊谷和喜子,栗林奈美子,後藤直子,小林正人,齋藤振二,齋藤里美,才納広己,才納裕美,坂井晶子,酒井麻紀子,榊田暁宏,作田
龍平,笹木功,笹山大輔,佐藤誠,佐野和子,澤井佳織,澤田みどり,澤田隆弘,塩谷早絵子,杉山澄子,執行誠,柴田紗貴子,柴田守,柴田昌信,嶋美由紀,島田香,島本道信,清水さつき,清水彩文,清水隆,下栗雄一,下村真寿美,下村
文恵,白木原達仁,新城三雄,新谷幸次,新矢洋子,吹田博史,菅松剛士,鈴木貴弘,鈴木慎二,鈴木博英,鈴木和美,ステファン,正保真,関川恵子,関口皓太,田井祥子,高木哲人,高桑文子,高田康治,高谷紀久子,高原淳一,武田由
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紀,竹花裕貴,多湖翔太,田代茂年,田代由希子,橘美保子,立花英恵,辰野吉英,立石雄一,立石和睦,田中美香理,谷朱美,谷直哉,谷口愼次郎,玉川哲也,玉川裕美,田村莉絵,千葉雅隆,塚越裕司,塚本真美,津田泰広,土橋剛洋,
土山雅人,堤あゆみ,寺島真惟,寺田大成,遠竹由加里,鴇田純一,冨田康之,冨田朱里,直理うみ,中尾桂子,中川美智子,中島正浩,中島知子,中島麻衣,中田佳世,永田義敬,中野栄知,中野啓史,中野二三代,仲野恵子,永野まど
か,中橋義弘,中畑奈緒,中村亜希,中村千鶴,中山真一,長山奈緒美,夏目直哉,西浦知幸,西岡浩一,西尾健,西川和宏,西田彰吾,西前陽,西山裕子,西脇剛,野瀬政之,HARVEYPAULA．
S．
,橋本英郎,橋本真弥,馬場廣海,林美貴,
林優里,林洋平,原田東樹,原純一,東真吾,平井琴美,平尾俊治,平尾知彦,平田篤由,平塚克則,広島女学院高校96卒有志,廣瀬麻衣子,福井淳,藤由美子,藤井正浩,藤尾久美子,藤田元彦,藤田邦夫,藤田明美,藤田裕美子,藤本
利行,古田望美,保坂航,細川ひとみ,細田はる美,波々伯部真希,堀井彩香,堀井
（林）
洋子,堀内正行,前川美咲子,前田広幸,前田勝則,真下茂土,増田美枝,松井加奈子,松井誠哉,松尾有里,松木優志,松下善恵,真鍋忍,三浦裕
晃,三上喜生,水口歌織,三橋遼介,箕浦美紀,宮崎拓郎,宮本正大,向井満利,森川昇吾,森口徹生,森下弥生,森田ユリ子,森田知子,守屋理,安田有希,八瀬真紀子,柳公和,薮崎和美,山智子,山内彩夏,山下暁,山田ゆかり,山田恵
美,山田潤,山根俊一,山本泰三,山本知加子,山本和義,楊裕治,吉岡和則,吉田真一郎,吉田清乃,吉成由利子,吉松正博,吉本江津子,米澤理一郎,RogerMatthews,若林俊博,和田来美,渡辺千尋,渡邉雅恵,株式会社アイリック
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コーポレーション 保険クリニックスマイルプロジェクト,有限会社アイワプランニング,赤鼻のクラウン一座あかつき,株式会社S・T・S,エムアンドエルジャパン株式会社,医療法人社団オー・シー・エフ・シー会大川子ども
＆内科クリニック,大阪ガス株式会社 くるぴこキャンペーン寄付,大阪マラソン組織委員会 チャリティ募金,沖縄キワニスクラブ,グンゼ株式会社 グンゼラブアース倶楽部,甲南女子大学病気を持っている子どもと家族へ
の支援団体,国際ソロプチミスト堺,国際ソロプチミスト大阪ーなにわ,地方独立行政法人堺市立病院機構堺市立総合医療センター,清水ロータリークラブ,武田薬品工業株式会社,千葉県こども病院,豊島株式会社
Orgabitsクリニクラウンプロジェクト,トンちゃん一座,西宮キワニスクラブ,公益社団法人日本フィランソロピー協会,特定非営利活動法人日本アトピー協会,認定NPO法人保育ネットワーク・ミルク,株式会社ノーサイド,
公益財団法人パブリックリソース財団 GiveOne 社会貢献QUOカード
「ささえあい」
,阪急阪神ホールディングス株式会社,一般財団法人H2Oサンタ,阪急電鉄株式会社,福井大学医学部附属病院がん診療推進センター,
公益財団法人毎日新聞大阪社会事業団,マルホ株式会社,宮城県小児科医会,医療法人社団吉本会,赤木祐一,浅野潔,安達知希,あどえんた,安部博晃,天野美保子,天野富二男,天野裕子,天野嘉信,井坂孝紀,石川敏博,板
見祥恵,伊藤孝子,今川弘,岩上守宏,隠田良祐,上地耕司,植西智彦,上野山恵子,上原英幸,内海光枝,浦上多美,枝光尚美,大路孝一,太田翼,太田あずさ,岡村隆行,小川伸弘,荻野安友実,織田智子,香川友歩,片山直子,金杉直
子,北野文彦,木原寿夫,楠美紀子,久保田道子,熊谷亮,熊谷多希子,倉内麻美,黒木徳子,黒田準一,小岩敏信,近藤正吾,近藤泰郎,榊田有里子,桜井真由美,佐藤淳子,佐藤靖子,サルーテ,澤井猛,清水康子,白井康子,白川久志,

認定NPO法人日本クリニクラウン協会

新海聡子,菅直樹,菅生仁子,田坂あや子,楠一郎,田中淳一,田中裕二,田中恒彦,玉井伴代,塚口麻由美,塚原憲一,津久井進,津田朗子,津田和泉,徳山りさ,戸田敬久,鳥本光照,永田説,中村小百合,中村響,中山雅臣,西隆也,西
村雅美,野澤一直,乗田貴士,ハーマンソン裕子,橋本紀美子,秦健悟,浜田文雄,濱田裕之,原かおる,Pizzeriadaciro,平川陽基,平川香織,廣瀬寛,福ちゃん,福田典子,藤澤和美,藤田邦夫,藤本真理恵,細川雄平,堀田真由,本庄
孝行,本多恵美子,真杉,松村佳代,松村直哉,三上政美,宮島茂敏,峯村眞知子,村井勇太,村西たか子,森川宏子,森口智恵美,矢之高佐代子,山口晃義,山崎秀子,山下知美,山林千夏,山本とも,横山怜子,吉田初美,米田晋輔,渡
辺清文,LAgent株式会社,株式会社エンパワーパートナーズ,合同会社アエタ,珈琲院トランプ堂,医療法人澤井産婦人科,ECCジュニア永利石神教室,富士中央幼稚園,ペットの床屋さんしゅりんこ,株式会社Bonds,水野ク
リニック,公益財団法人キリン福祉財団,公益財団法人日本財団
「TOOTH

FAIRYプロジェクト」
,公益財団法人日本医師会,アステラス製薬株式会社フライングスター基金,公益財団法人がんの子どもを守る会福井支部,

匿名希望など
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認定NPO法人日本クリニクラウン協会は、
入院中のこどもたちがこどもらしく過ごせる
「こども時間」
を届けています

2019年度クリニクラウン派遣事業（2019年4月～2020年3月）

288

576

48

9,588

● 2019年度クリニクラウン訪問病院

<近畿> １5 病院
大阪母子医療センター
大阪大学医学部附属病院
大阪市立総合医療センター
堺市立総合医療センター
大阪府立急性期・総合医療センター
日本赤十字社大阪赤十字病院
大阪医科大学附属病院
ボバース記念病院
北野病院
兵庫県立こども病院
加古川中央市民病院
兵庫県立尼崎総合医療センター
京都府立医科大学附属病院
奈良県立医科大学附属病院
日本赤十字社和歌山医療センター

<東北・北海道>

６病院

旭川医科大学病院
札幌北楡病院
東北大学病院
宮城県立こども病院
岩手県立大船渡病院
いわき市立医療センター

<関東>

７病院

日本大学医学部附属板橋病院
東京慈恵会医科大学附属病院
東京医科歯科大学医学部附属病院
茨城県立こども病院
千葉県こども病院
群馬県立小児医療センター
自治医科大学とちぎ子ども医療センター

<中国・四国・九州・沖縄>14病院
岡山大学病院
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
香川大学医学部附属病院
沖縄県北部病院
愛媛大学医学部附属病院
沖縄県中部病院
高知大学医学部附属病院
中頭病院
熊本大学医学部附属病院
那覇市立病院
熊本赤十字病院
沖縄中部療育医療センター
琉球大学医学部附属病院
沖縄南部療育医療センター

<中部・北陸>

6病院

静岡県立こども病院
浜松医科大学医学部附属病院
信州大学医学部附属病院
福井大学医学部附属病院
富山大学附属病院
愛知県医療療育総合センター

2019年度は、全国48病院を288回訪問！
入院しているこどもたち9,588名に「こども時間」を届けました！

新型コロナウイルス感染症の拡大防止策に対する支援事業
「病気や障害を抱えるこどもたちを支援する
クリニクラウンWeb事業」スタート
クリニクラウンの訪問は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考え、各訪問先病院の担当者
と連絡を取り合い、2月末からクリニクラウンの派遣事業を中止しています。 今後については、刻一
刻と変化する状況をみながら、訪問先病院の担当者と相談を重ね、病院・病棟の方針に従い、健
康チェックなどを行い、訪問実施や訪問延期・中止などの対応をしていきます。
入院中のこどもたちが行動制限を受け、ストレスフルな状況にある今だからこそ、当協会の趣旨で
ある「こどもたちにこども時間を届ける」ことが求められているのではないかという想いから、「今、
私たちが出来ることは何か」を考え、2020年3月17日に「病気や障害を抱えるこどもたちを支援する
クリニクラウンWeb事業をたちあげました。

クリニクラウンWeb事業の主なプログラムは3つ
1.クリニクラウンWeb訪問プログラム「クリニクラウンとWebであそぼう！」

入院中の子どもたちに、お手紙チラシを作成し、
「みんなに会いたくてYouTubeチャンネルをつくったよ」
とお知らせしています！！

（対象：入院中・自宅療養中のこどもとそのきょうだい）
Webカメラのビデオ通話を使い、こどもとクリニクラウンがリアルタイムにつながります。感染症の心
配なく、病院訪問とは違う形での「出会い」や「遊び」の機会を提供し、こどもの成長をサポート。

2.YouTubeクリニクラウンチャンネル動画配信
こどもたちの好奇心や想像力が膨らむ動画を定期的に配信。
（YouTubeクリニクラウンチャンネル）

チャンネル

認定NPO法人日本クリニクラウン協会

3.クリニクラウンライブ配信

みてね♪

大人もこどもも「こども時間」を楽しみ、笑顔を贈りあうことをコンセプトに、ライブを公式インスタグラ
ム・YouTubeで配信していきます。
楽しい動画を配信中
チャンネル登録を是非お願いします！

クリニクラウンWeb事業の詳細は、ホームページをご覧ください。
（協会ホームページ・web事業ページ）

入院中のこどもたちの心が動く瞬間を届けたい
先日は楽しい時間をありがとうございました。今回は今まで以上に参加人数
が多かったのですが、快く引き受けてくださり感謝の気持ちでいっぱいです。
クリニクラウンさんが子どもたちと触れ合う中で、会って数秒とは思えないほ
どあっという間に笑いの世界へと引き込まれていく子どもたちの姿に、ただ
ただ驚き、笑いに時間は関係ないことに気づかされました。クリニクラウンさ
んが帰られた後も楽しかった余韻が残っており、たくさんのお母さん方が「本
当に楽しくてびっくりしました。」「ピエロさんが帰られた後もずっと楽しかった
って言ってたんですよ。」「すっかりピエロさんのファンになりました。」など、と
びっきりの笑顔で話されていたのが印象的でした。そんな喜びの声をいただ
いているうちに、私も嬉しい気持ちと同時に今後の保育に活かせることはな
いかなど振り返る機会となりました。少しでもクリニクラウンさんのように楽し
さを与え、ご家族の思いに寄り添えたらと思っております。本当に大切な時
間をありがとうございました。また2月にお会いできることを楽しみにしており
ます。
札幌北楡病院3病棟 保育士

こどもたちや家族や
スタッフから届いた手紙（一部紹介）

「わかたけ」のお部屋へ遊びに来てくれてありがとうございました。
色とりどりのスカーフを回しながら、軽快なハーモニカの音楽で登場
してきた時から、ファンタジック世界へ～！！
気がついたら 思わず子ども達と一緒に持っていたハンカチを振って
いました！皿回しの場面は ハラハラドキドキしながら挑戦！！お子
さん達はしっかり棒を握りしめ じーっと目の前のお皿にくぎ付けでし
た。そして 上手く回せたときはとても満面の笑み！！とっても嬉しそ
うでした。緊張してカチカチになっている子もいましたが、泣くお子さ
んもなく みんな楽しい時間を過ごさせていただきました。
温かい気持ちになりました。
クリニクラウンさんは 周りの人を笑顔にさせ 愉快で楽しい空間を
築いてくれ 子ども達や大人も癒してくれる マジシャン！
これからもみんなを元気にしてください。また次の機会もぜひお越し
いただければ幸いです。みんな待ってま～す。
クリニクラウンの皆さまもお身体ご自愛くださいませ。
この活動がいつまでも続きますように、関係者のみなさまよろしくお
願いいたします。
沖縄南部療育医療センター 医療型児童発達支援
わかたけのみんなより！！

クリニクラウンのみなさんはそこにいるだけで本当にパッと明
るくなり、スタッフも含めてとても楽しい時間を過ごしています
。クラウンになる前からいつも笑顔で、活動前後のやりとりも
毎回楽しみにしています。私個人的には新しく増えたクラウ
ンさん達のイラストがとても楽しみです！外来の活動など、柔
軟な対応にも感謝しております。今はお休み中ですが…引き
続きよろしくお願いします！
大阪市立総合医療センター 医事課スタッフ

2019年度クリニクラウン啓発事業トピックス
2019年度クリニクラウン養成事業

医療・福祉・教育に携わる人のための多職種勉強会
病気や障害を抱えるこどもたちの今と未来を考えるワークショップ

●新規クリニクラウンの養成

2019年11月に新しくクリニクラウンの仲間が4名加わりました！
（現在、30名のクリニクラウンが在籍）

●クリニクラウン研修

（助成：公益財団法人キリン福祉財団）
病気や障害を抱えるこどもたちや家族を支えるためには、社会全体が成熟していくことがとても重要だと考
え、福祉・医療・教育に携わる多職種（ボランティア・支援者を含む）が、それぞれの役割について相互理解す
る機会をつくり、ネットワークをつくるために開催しました。

らが～、やよっち、るんるん、かねごん

クリニクラウンの専門性を高めるために、年間 12回(78時間)の
研修を実施し、のべ210人のクリニクラウンが研修に参加しました。

各エリアの外部講師として、訪問先病院の方々を迎え、
こどもたちの療養環境や多職種連携の必要性につい
て講演いただきました。
また、
クリニクラウンの活動報告やコミュニケーションについて考えるミニワークシ
ョップ、参加者講師を交えたグループディスカッションをおこないました。

2019年度クリニクラウン啓発事業
●講演会・ワークショップ・報告会など

クリニクラウンの活動紹介やクリニクラウンの事例報告、
こどもと関わる 「RED NOSE DAY with
視点を伝える講演会。
クリニクラウンの養成トレーニングをもとに、
医療教育関係者やこどもと関わる人たちを対象とした研修会やワークショップ。
支援者への活動報告会やチャリティイベントなどを開催しました。

・主催事業・・・
「クリニクラウン写真展」
「医療・福祉・教育に携わる人のための多職種勉強会」
「RED NOSE DAY with Cliniclowns」
「第1回Healthcare Clowningと療養環境を考える多職種勉強会」
「第9回大阪マラソン」
・対外的な啓発活動

2019年度

28回

受取寄附金

1,656,000円

流動資産合計

14,627,935円

23,071,252円

固定資産合計

15,102,210円

資産合計

29,730,145円

4,606,130円

受取公的補助金

0円

自主事業収入

7,953,274円

委託事業収入

0円

その他収益

3,947円

経常収益計

37,290,603円

＜支出の部＞
32,878,001円

（うち人件費）

9,970,180円

管理費

7,110,885円

（うち人件費）

4,883,728円

経常費用計

静岡県立こども病院
医療メディエーター 伊藤敬子氏

－2,698,283円

当期正味財産増減額

－2,698,283円

前期繰越正味財産額

31,509,602円

次期繰越正味財産額

28,811,319円

東京医科歯科大学病院
チャイルド・ライフ・スペシャリスト 村瀬有紀子氏

岡山大学 名誉教授/特命教授
新見公立大学 副学長・健康科学部 学部長
認定NPO法人 日本クリニクラウン協会 理事
小田 慈氏

5回
14回
16誌

病気や障害を抱えるこどもたちと家族を支えるために、すべてのこどもがこどもらしく過ご
せる社会、そして誰もが笑顔になれる社会を目指すために、
「いつも心に赤い鼻を〜成熟
社会を目指して、わたしができること」をテーマにたくさんの方々と共に学び、考え交流す
る機会をつくることができました。
また、
日本におけるヘルスケアクラウンの取り組みを紹介し、だれもが心の中にもってい
る
「赤い鼻」や人と人がつながることの大切さ・人間愛について考える機会になりました。
たくさんの方から、
こんな機会を待っていた、
また来年も是非継続して欲しいという声を
いただきました。来年も継続して開催できるように頑張っていきたいと思っています。
実施日程：2019年9月28日
（土）
・9月29日
（日）
参加者合計 1日目：58名 2日目：70名 計128名(講師スタッフなどのべ53名を含む)

【1日目】

流動負債合計

918,826円

固定負債合計

0円
918,826円

正味財産合計

28,811,319円

負債及び正味財産合計

29,730,145円

「生まれる前からの支援（胎児診断からの家族へのアプローチ」
大阪医科大学附属病院 リエゾン精神看護専門看護師師長代理
宮田郁氏
「入院中のこどもたちの生きる力を支える」
認定NPO法人クリニクラウン協会
理事・チーフトレーナー
石井裕子氏
「地域の中で病気のこどもと家族を支える〜その子らしく生きるために〜」
TSURUMIこどもホスピス ゼネラルマネージャー
水谷綾氏

【2日目】
「涙も笑いも力になる〜院内学級のこどもたちと”赤鼻の
センセイ”」
昭和大学院保険医療学研究科准教授
副島賢和氏

「クラウンの魅力と可能性 〜RONE&Gigiが伝えたいこと」
クラウン劇団 OPEN SESAME 主宰
高野呂音氏 有間千氏

日本クリニクラウン協会
クリニクラウン 川島由衣氏
CLown One Japan（クラウンワンジャパン）
金本麻理子氏
日本ケアリングクラウン協会
理事長 吉長孝衛氏

クリニクラウンの活動は多くの皆様からの寄附に支えていただいています
入院中のこども入院中のこどもたちや家族が笑顔になれる
「こども時間」を
たくさん届けていくために、
ご協力をお願いします

39,988,886円

当期経常増減額

宮城県立こども病院
院長 今泉益栄氏

「成熟社会を目指して、わたしたちができること」
認定NPO法人 日本クリニクラウン協会
理事長 河敬世氏

＜負債及び正味財産の部＞

負債合計

福井大学医学部附属病院
小児科医師 鈴木孝二氏

第1回Healthcare Clowningと療養環境を考える多職種勉強会

●貸借対照表
＜資産の部＞

受取民間助成金

事業費

「大阪マラソン」

掲載新聞
TV・ラジオ
掲載紙など

●収支報告
＜収入の部＞

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
母子センター長 宮城雅也氏

茨城県立こども病院
チャイルド・ライフ・スペシャリスト 松井基子氏

●取材協力

決算報告

受取会費

Cliniclowns」

実施日程：2019年6月〜2020年3月
実施場所：宮城県・東京都・静岡県・福井県・岡山県・沖縄県
（ 6か所 計7回※沖縄県のみ2回）
参加者合計 193名 (講師スタッフなど51名を含む)

ご寄附のお願い

郵便払込口座番号：００９２０-３-１１８６９３
加入者名：特定非営利活動法人 日本クリニクラウン協会

応援ありがとうございます！
これからも入院中の
こどもたちを応援する仲間
になってください！

※当協会のホームページからクレジットカードでの寄付ができます。
※振込確認後、領収書を発行いたします。発行日は振込いただきました翌月の上旬を予定しています。
※お早目に必要でございましたら事務局までご連絡ください。

