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2018 年度事業計画

/

2018 Business Plan

2018 年度、当団体は引き続き下記の事業を継続し、小児がん、重い病気と闘う子どもたちとそ
のご家族を支援する。
ビーズ・オブ・カレッジ®に関しては、新たに獲得した海外の助成金事業を通じビーズ・オブ・
カレッジ®プログラムの導入病院の拡大、及び導入病院の医療スタッフが活動しやすい体制の充実
にも取り組む。プログラムの啓発冊子、ビーズ大使向けにコミュニケーションを円滑にする動画教
材等も作成する。プログラムの一部有料化に向けては、協力費の額や詳細などの議論を引き続き進
める。
さらに、昨年ビーズ・オブ・カレッジ®の派生プログラムとして開始した、小児がん経験者の長
期フォローアップを目的とした学習/キャリア支援プログラム《Camp Courage for Survivors
キャンプ・カレッジ》は、本年も継続して実施する。初年度のアンケート等を元によりニーズに基
づいた内容に改定し、サバイバーの大学生リーダーとともに企画を考える。
ファシリティドッグ・プログラムに関しては、既存の２チーム（静岡県立こども病院/神奈川県
立こども医療センター）の活動に加え、2018 年初夏には東京都内の公的病院に新規導入を予定し
ている。2016 年度から着手したファシリティドッグによる介入効果測定を行う研究事業(神奈川
県立こども医療センターとの協働プロジェクト）も継続し、学術集会等の場での中間報告発表を目
指す。
イベント事業としては、本年も小児がんに関する啓発イベントを行う。また、１１月に京都に
て行われる国際小児がん親の会では、他団体とともにイベントをホストし世界の小児がんサバイバ
ーの集いに全面的に協力し国際連携を進める。
Shine On! Kids (hereafter, “SOK”) will continue conducting programs to
support children with cancer and other serious illnesses and their families in 2018.
With funding from overseas grants, SOK will introduce the Beads of Courage®
(hereafter, “BOC”) program to new hospitals, and it will streamline guidelines for
medical staff who implement the program to make their job easier. Finally, SOK will
continue to define new guidelines for program implementation including a cooperation
fee to designate funding sources per hospital.
SOK will continue providing 2 Facility Dog teams, 1 each at Kanagawa
Children’s Medical Center and Shizuoka Children’s Hospital in 2018. Also, SOK will
continue the research project, begun in 2016, in association with Kanagawa
Children’s Medical Center. Lastly, SOK will introduce a third Facility Dog team to a
public hospital in Tokyo in early summer of 2018.
Moreover, SOK will continue hosting educational events for the public, and
continue providing support for children who have completed treatment as part of a
long-term follow-up initiative. The educational/career development workshops for
survivors called “Camp Courage for Survivors 2018” funded by an overseas
corporate grant, are planned to take place in summer/fall of 2018.
SOK will carry on awareness events this year as well, and we will co-host an
event for survivors and families in the world for the International Childhood
Conference which will take place in Kyoto in November 2018.

■ビーズ・オブ・カレッジ®
1）

/ Beads of Courage®

現在小児がん対象プログラムを導入している 18 の病院（うち 9 病院には慢性疾
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患プログラムも提供）で活動を継続する。2018 年度は助成金獲得により新たに
2-3 病院での導入を予定。
SOK will continue to provide BOC to children with cancer at 18
hospitals (program applies additionally to children with chronic diseases
at 9 out of 18 hospitals). A new grant from a financial institution will
fund the implementation of this program to 2-3 new hospitals.
2）

ビーズ大使がより効果的に患児とコミュニケーションができるようサポートするた
めの動画教材を制作する。（外資系メーカーの助成金プロジェクト）
SOK will make a new educational video manual for Beads
Ambassadors. (Funded by a grant from a US company)

3）

ビーズ・オブ・カレッジ®プログラムを通じた心理的ケアが医療現場で標準医療と
して確立されることを目標として、各病院のプログラム担当者を結び、ビーズ・オ
ブ・カレッジ ®勉強会および評価会議を行う。
SOK will coordinate with each hospital’s program administrator to
conduct annual training and feedback sessions with the goal of placing
BOC as part of standard psychological care for patients.

4）

ビーズ・オブ・カレッジ®から派生した新たな柱として、プログラム参加者の小児
がんサバイバーのための長期フォローアップに繋がるサポート事業”Camp
Courage for Survivors”を継続して開催する。
*詳細は、長期フォローアップに繋がるイベント及びサポート事業 E に別途記載。
SOK will continue to support survivors through the innovative
workshop “Camp Courage for Survivors” as a “Long-term Followup Program”.
*Further details can be found below in paragraph E.

5）

ビーズ・オブ・カレッジ®参加者のインタビューを含むプログラム冊子を発行す
る。プログラムの内容や効果を参加者、ご家族、医療スタッフ、支援者など幅広く
広報することで、認知度と理解を促す。（2017 年からの継続案件）
SOK will create pamphlets containing program participant testimonials,
in order to better describe the program’s contents and effects to
participants, families, medical staff, and donors. (continued from 2017)

6）

ビーズ・オブ・カレッジ®の資金調達方法に引き続き議論を重ね、モデルケースを
構築する。
SOK will continue to pilot a plan to locally fund hospitals in 2018.

■ファシリティドッグ・プログラム / Facility Dog Program
1）
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現在導入している 2 病院での活動を継続する。静岡県立こども病院では引き続き
病院と協働し、就業環境整備を進める（訪問予約方法の再構築、ハンドラーサポ
ートチームの立ち上げ、等）。
SOK will continue the Facility Dog Program at the current 2 hospitals.
Additionally, at Shizuoka Children’s Hospital, we will create a better
working environment including a new reservation system and

implementing the handler’s support group.
2）

新たなファシリティドッグチームを新病院に正式導入する。2018 年初夏以降、
試行的導入を開始し、年度内に正式導入を目指す。（新ハンドラーが４月より入
職予定、導入場所は東京都の公的病院に内定済み）さらに、現在交渉中の複数施
設を含め、2019 年度新規導入に向けた準備、調整を並行して行う。
We will implement our 4th facility dog to a new hospital as early as early
summer of 2018. (The new handler will start working for training in
April for SOK) SOK will also continue the discussion with several
hospitals to implement another team in 2019.

3）

神奈川県立こども医療センターで活動に従事していたファシリティドッグ（ベイ
リー）が 2017 年 12 月に 10 歳を迎えたため、2018 年度中に、すでに同セン
ターにて活動を始めている後任犬（アニー）に正式交代する。交代後の前任犬の
管理費及び養育費に関しては、犬のクオリティ・オブ・ライフを保証する範囲で
2017 年に立ち上げた”ありがとうベイリー基金”にて部分的に法人で負担す
る。ベイリーは「名誉犬」として、健康に留意しつつ読書サポートなど引き続き
広報サポートやボランティア活動などを行う。飼育管理は引き続きハンドラー
（森田）と 2017 年に発足させたボランティアサポートグループが行う。
SOK continues to work on Bailey’s retirement plan since he turned 10
in December 2017. His successor, Annie, has been working with him
since the summer of 2017, and gradually Bailey will retire officially. Bailey
will become a volunteer, supporting a new reading program assisting
children at the hospital in the library and as a public relations supporter
for the facility dog program.
*Bailey will continue to be cared for by handler Yuko Morita and her
volunteer support group which was established in late 2017. The funds
for Bailey will be used to maintain his quality of life.
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4）

事業展開を本格的に進めるためのアドバイザリーボードを立ち上げ準備に着手す
る。ファシリティドッグの認知向上のための制度化（法律整備）や、国内育成環
境整備の可能性を探るため、引き続き情報収集を進める。
SOK will start the establishment of an advisory board to support the
effective expansion of the facility dog program throughout Japan,
including advocacy, and also gather information regarding the
establishment of a suitable training center in Japan.

5）

ファシリティドッグの研究事業を引き続き導入病院、大学等の教育機関と連携し
て本格的に進める。ファシリティドッグによる介入効果検証を目指し、学術集会
等の発表を随時行いながら、活動の普及のための布石とする。 新たな助成金の獲
得も行う。
SOK will continue its first official research project in association with
independent researchers/hospitals/universities to quantify the
program’s effects. SOK will do a presentation of a midterm report at
various medical conferences. We will apply for a new grant for this
research project.

■小児がんの理解を深めるイベント及び『長期フォローアップ』に繋がるイベント及びサポート事
業の開催 / Educational Events for the Public and Events for Program Participants for
Long-term Follow-up
継続して一般のより多くの方々に小児がん、重い病気の子ども達への理解を深めてもらうための啓
発イベントを各種企画開催する。
We continue to plan/manage various educational events for the public to promote
awareness about childhood cancer.
A. 活動啓発イベント / Indoctrination Events
ファシリティドッグの活動に関する講演会や学術集会等での発表を行うほか、慈善団体や助成団
体、地域の教育機関等にて一般啓発講演も可能な限り行う。
We will continue to accept requests to provide lectures by facility dog handlers or other
staff for promoting our programs and educating the community regarding childhood
cancer.
B. ファシリティドッグ・プログラムを啓蒙活動する写真展の開催/ Facility Dog Photo
Exhibition
2 月 14 日～2 月 18 日まで 東京国際フォーラム
*主催:ＮＰＯ法人シャイン・オン・キッズ
特別協力：TOOTH FAIRY (日本歯科医師会、日本財団）

C. 当団体主催イベント / Fundraising Events
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2 月 14 日

国際小児がんデー啓発イベント
「バレンタイン・チャリティ・ディナー」
都内の会員制レストランにて開催

Feb. 14

International Childhood Cancer Day
Valentine Charity Dinner

5 月 25 日

チャリティボクシングイベント
Executive Fight Night 8（エグゼクティブ・ファイト・ナイト 8）
グランドハイアット東京にて開催
*一般の会社役員や社長等がボクシングを集中トレーニング
アマチュアボクサーとして病気と闘う子ども達のために
試合をし寄付を募る

May 25

Charity Boxing Event
Executive Fight Night VIII
Held at Grand Hyatt Tokyo, planned in coordination with Ginja
Ninjas
*Distinguished international business executives train in a safe
environment and compete in a Vegas-style event to raise

money for SOK

D. 患者、家族、兄弟サポートのためのイベント/Event for patients, siblings and families
『エグゼクティブ・ファイトナイト・プレイベント/ Executive Fight Night Pre
Event 』
４月１４日（予定）
小児がんや重い病気の子ども達のために闘うアマチュアボクサーと
子ども達やご家族との交流イベント
The fighters meet fighters - children with cancer and other serious illnesses
will
Meet the fighters of EFN on April 14 as a pre event for Executive Fight Night
『キッザニアナイト！/Kidzania Night! 』
９月（日程未定）
AIG 様のご提供により、患者（サバイバーを含む）、 家族、兄弟対象 のイベントを
キッザニア東京にて 2018 年 9 月に開催予定。
SOK will plan to have a private event at Kidzania Tokyo for patients, survivors,
siblings, and families this year as well supported by AIG.
『国際小児がん親の会

サバイバー交流会』

11 月（日程未定）
京都にて開催される「国際小児がん親の会」にて SOK 協賛のサバイバー交流パーティを
開催予定 （公益財団法人「がんの子供を守る会」とともにホスト予定）
国内外の小児がん経験者の交流を促進する
SOK will co-host a social gathering with Children’s Cancer Association of
Japan
for pediatric cancer survivors from all around the world at the annual
conference for
Childhood Cancer International in Kyoto.

E. “小児がんサバイバー”を主とする病気療養児のための学習サポート事業 Camp Courage
for Survivors 2018 /Learning Support Service
慶應義塾大学小児外科のご協力の元、小児がんサバイバーや療養中の子ども達の長期フォローアッ
プに繋がるサポート事業『Camp Courage for Survivors』を本年も行う。初年度の参加者のア
ンケートを元にさらにニーズにあった内容を構築し、サバイバーである大学生リーダーの元、学
習、キャリア支援となるワークショップを開催する。開催場所は昨年に引き続き、慶應義塾大学病
院ラウンジ等を予定。外資系金融機関の助成金事業。
SOK will continue to support pediatric cancer survivors through the workshop-style
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program called “Camp Courage for Survivors” supported by Keio University Hospital.
We have 4 college students who are survivors to lead each workshop. This year, we
specifically seek the necessary contents of workshops based on last year’s survey by
the participants. The venue will be at Keio University Hospital and other places.
■総務及び広報関連/Administrative and PR Related Issues

1)

効率的な資金調達を行うために、クラウドベースの支援者・寄付者管理システム
の本格導入を行う。またマーケティング・オートメーションの導入によるコミュ
ニケーション分野での業務効率化策も探る。
SOK will officially implement a cloud based CRM system in order to

improve
the efficiency of donors/sponsors management. We will also seek the
solutions
for better management for the communications using “marketing
automation”.
2)

各種業務のマニュアル作成を積極的に行い、業務の効率化を図る
SOK will improve efficiency of its office operation by implementing
manuals of administration/HR/Legal/Accounting, event organization
and existing programs.

3)

団体の HP のリニューアル及び SNS での発信強化を行いインターネットによる広
報を強化する（2017 年より継続）
SOK will renew its website and strengthen communications using SNS
to increase the transparency of our activities and efficient fundraising.

4)

労務環境の改善の一環として、職員の目標評価制度の導入等にも着手する。
SOK will improve the working environment for staff including the
implementation
of a goal evaluation system.
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