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2018年度 事 業 計 画 書 
認定特定非営利活動法人日本クリニクラウン協会 

 

Ⅰ 事業の実施方針 

  クリニクラウン養成事業を重点課題とし、新規クリニクラウンを育成することで、多く

の入院中の子どもたちにこども時間を届け、クリニクラウン派遣事業の充実を目指し、療

養中の子どもの QOL向上を目指す。ＣＣの専門性をさらに高め、多様なニーズに対応でき

るようにする。また、病気や障害を抱える子どもたちを支えるネットワークづくりをおこ

なうなど啓発・広報活動の推進と国際交流にも取り組み、事業規模に見合う事務局体制と

スタッフの育成を行い、組織基盤の強化を目指す。 

 

Ⅱ 事業の実施に関する事項 

 １．特定非営利活動に係る事業 

  

 (1)クリニクラウン養成事業  ※最重点課題事業 

   「①新規クリニクラウン候補生（2018年度研修生）募集事業」と、「②新規クリニクラ 

ウン（2018年度研修生）養成事業」「③クリニクラウン研修事業」の3つの事業を行う。 

 

① 新規クリニクラウン候補生（2018年研修生）募集事業 

クリニクラウンの派遣活動の充実するため、「新規クリニクラウン候補生（2018年

度研修生）募集事業」を行う。今年度は、2018年6月～2018年12月15日まで「A.エン

トリー募集」を行い、「B.オーディション」を行う。 

Ａ．エントリー募集 

【エントリー期間】2018年6月1日（金）～2018年12月15日（土） 

【方法】協会ホームページにてエントリーシートを公開する。 

会員、NPO中間支援組織等への募集チラシの送付、ダンススタジオ 

芸術系大学・演劇系サークルなど。 

Facebook・インスタグラムでの積極的な広報を実施。 

 

B．オーディション 

大阪にてオーディションを実施し、2018年度研修生を選出する。 

回 開催日程 内容 対象者 開催場所 

第1次 

オーディション 

2019年1月5日（土）10：00～12：00 

／13：30～15：30 

身体能力 

グループ面談 

各15名 

計30名対象 

大阪 

第2次 

オーディション 

2019年1月18日（金）10：00～17：00 自由表現・即興 

座学（CC理解） 

7名～15名 大阪 

第3次 

オーディション 

2019年1月19日（土）10：00～17：00 最終個人面接 

（各20分） 

7名～15名 大阪 

 

 

② 新規クリニクラウン（2018年度研修生対象）養成事業 

（計20回 病院での臨床研修回数を除く） 

新規クリニクラウンを養成するため、2018年度研修生に「A.養成研修前期課程」「B.

養成研修中期課程」「C.病院での臨床実習」「D.養成研修後期課程（フォロー研修）」

「E.クリニクラウン認定試験」を行う。 

 

養成事業費：5,336,386円（2018年度予算） 
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Ａ.養成研修前期課程（計6回） 

2017年度研修生を対象とした養成トレーニングを行う。臨床研修に向けての審

査を2日間行い、審査合格者は、臨床研修生として次の研修に進む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ.養成研修中期課程（臨床研修生対象）（計6回） 

臨床研修にむけての審査の合格者は、臨床研修生となり、病院訪問に向けて研修を行う。 

 

 

Ｃ．養成研修後期課程① 病院での臨床研修（臨床研修生対象）（計15回） 

トレーナーや認定クリニクラウンの指導のもと病院での臨床経験を積む。 

        

   

 

 

 

 

 

 

Ｄ.養成課程後期課程② フォロー研修（臨床研修生対象）（計6回） 

病院訪問での課題解決のための、フォロー研修を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回 日程 内容 対象者 

1 2019年2月1日（金） 10時～17時  研修生 

2 2019年2月2日（土） 10時～17時  研修生 

3 2019年2月15日（金） 10時～17時   

4 2019年2月16日（土） 10時～17時 個別面談 研修生 

5 2019年2月22日（金） 10時～17時 後期課程に向けての審査 研修生 

6 2019年2月23日（土） 10時～17時 後期課程に向けての審査  

回 日程 内容 対象 

1 2019年3月14日（木） 10時～17時 病院訪問に向けての研修① 臨床研修生 

2 2019年3月15日（金） 10時～17時 病院訪問に向けての研修② 臨床研修生 

3 2019年3月16日（土） 10時～17時 病院訪問に向けての研修③ 臨床研修生 

4 2019年4月5日（金）  10時～17時 病院訪問に向けての研修④ 臨床研修生 

5 2019年4月6日（土）  10時～17時 病院訪問に向けての研修⑤ 臨床研修生 

6 2019年4月26日（金） 10時～17時 病院訪問に向けての研修⑥ 臨床研修生 

日程 研修病院 訪問回数 研修対象者 

2019年5月～

2019年12月 

大阪府立母子保健総合医療センター 

京都医科大学附属病院 

兵庫県立こども病院   など 

各計 15回 臨床研修に向けての審査

合格者 

回 日程 内容 対象者 

1 2019年5月（金） 10時～17時 フォロー研修① 臨床研修生 

2 2019年6月（金） 10時～17時 フォロー研修② 臨床研修生 

3 2019年7月（金） 10時～17時 フォロー研修③ 臨床研修生 

4 2019年8月（金） 10時～17時 フォロー研修④ 臨床研修生 

5 2019年9月（金） 10時～17時 フォロー研修⑤／フォーラム 臨床研修生 

6 2019年10月（金） 10時～17時 フォロー研修⑥／フォーラム 臨床研修生 

●養成研修前期課程日程表 

●臨床研修受け入れ病院 
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Ｅ.クリニクラウン認定試験 

    日程：2019年10月     10時～17時 

     ※認定試験の日程については、研修の状況によって変更する場合があります。 

 

③ クリニクラウン研修事業 

認定クリニクラウンを対象とした研修を行う。 

 

Ａ.クリニクラウン研修 

小児病棟における療育環境の改善も視野に入れた視点と医療スタッフとのさらなる協働を

目指して、認定クリニクラウンのコミュニケーション力を向上させる目的で研修を行う。 

※必須研修を欠席された場合は、別途担当者と日程を調整し課題を提出することを必須とする。 

 

 

 

（２）クリニクラウン派遣事業 

病院に入院している子どもや保護者を対象に、「クリニクラウン定期訪問事業」、「クリニクラ

ウンデモンストレーション訪問事業」、「クリニクラウン東北支援事業」の3つの事業を行う。 

●2018年度派遣計画 

 

訪問回数 

定期訪問／スポット訪問 281回  

年間310回 デモンストレーション訪問 6回 

クリニクラウン東北支援事業 19回 

熊本支援事業 4回 

訪問病院数 約47病院 

派遣クリニクラウン数 620名 

訪問によって関わる子どもの数  ※平均30名で算出 約9,300名 

回 日程 内容・テーマ 対象 

1 2018年5月12日（土） 

 

10時～16時 2018年度体制や事業について 

自分の限界にチャレンジ 

CC 

16時～20時 理事との交流会 選択 

2 2018年6月16日（土） 

※京都 

10時～17時 病棟へワクワクを届けるために 

クラウン的思考と身体の活用 （ペア強化） 

CC 

17時～20時 写真展レセプション 選択 

3 2018年7月7日（土） 10時～17時 クラウン的思考と体の動きと声の活用（ペア強化） CC 

17時～21時 大阪マラソン合同練習 選択 

4 2018年7月28日（土） 10時～12時 クラウン的思考・体を使った感情表現（ペア強化） CC 

13時～17時 病気や障害を抱える子どもたちの今と未来を考えるWS 選択 

5 2018年8月18日（土） 10時～17時 子どもの感情を育む関わりの研究 CC 

6 2018年9月1日（土） 10時～17時 子どもの自発性を育む関わりの研究 CC 

18時～20時 広報ボランティア講座発表報告会に合流 選択 

7 2018年9月22日（土） 10時～12時 非言語コミュニケーション（ペア強化） CC 

13時～17時 病気や障害を抱える子どもたちの今と未来を考えるWS 選択 

8 2018年10月26日（金） 10時～17時 外部講師 CC 

9 2018年10月27日（土） 10時～17時 HealthcareClownJAPAN meeting開催 CC 

10 2018年12月14日（金） 10時～17時 個性を活かす関わり・キャラクター開発（ペア強化） CC 

11 2019年3月1日（金） 10時～17時 未定  

12 2019年3月2日（土） 10時～17時 未定 CC 

●クリニクラウン研修日程表（予定） 

派遣事業費：17,595,958円（2018年度予算） 
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① クリニクラウン定期訪問事業（スポット訪問も含む）  

クリニクラウンを小児病棟に派遣する。（年間281回） 

※定期訪問とは、年間 4 回以上訪問する病院を指し、スポット訪問は過去に訪問実績が

あり年間訪問回数が 4回未満の病院を指す。 

●2017年度定期訪問病院表 

北海道・東日本エリア 西日本エリア 

日本大学医学部附属板橋病院 年7回 大阪母子医療センター 年44回 

茨城県立こども病院 年24回 大阪大学医学部附属病院 年12回 

千葉県こども病院 年14回 大阪市立総合医療センター 年8回 

静岡県立こども病院 年9回 堺市立総合医療センター 年12回 

東京医科歯科大学医学部附属病院 年6回 京都府立医科大学医学部附属病院 年12回 

信州大学医学部附属病院 
年2回 岡山大学病院 

年11回

※ 

群馬県立小児医療センター 年12回 加古川中央市民病院 年12回 

自治医科大学とちぎ子ども医療センター 年4回 香川大学医学部附属病院 年12回 

東京慈恵会医科大学附属病院 年2回 兵庫県立こども病院 年12回 

旭川医科大学病院 年2回 福井大学医学部附属病院 年6回 

社会医療法人 札幌北喩病院 年2回 富山大学医学部附属病院 年6回 

浜松医科大学医学部附属病院 年2回 愛媛大学医学部附属病院 年6回 

愛知県心身障害者コロニー中央病院 年4回 高知大学医学部附属病院 年2回 

  北野病院 年2回 

  兵庫県立尼崎総合医療センター 年5回 

  大阪赤十字病院 年5回 

  大阪急性期・総合医療センター 年2回 

  森之宮病院 年2回 

  大阪医科大学附属病院 年5回 

  日本赤十字社和歌山医療センター 年2回 

  兵庫医科大学付属病院 年1回 

  
沖縄県立南部医療センター・こども医療セ

ンター 
年2回 

  琉球大学医学部附属病院 年2回 

  那覇市立病院 年2回 

  中頭病院 年2回 

  沖縄県立中部療育医療ｾﾝﾀｰ 年2回 

  沖縄県立南部療育医療ｾﾝﾀｰ 年2回 

計 90回 計 191回 

 

② クリニクラウンデモンストレーション訪問事業 

クリニクラウンの活動を医療関係者に周知するため、全国各地の病院で、病棟訪問の 

デモンストレーションと協会の活動紹介ガイダンスは、今年度状況をみて判断する。 

●訪問先病院 

 病院名   

1 聖マリアンナ病院  希望あり 

2 近畿大学医学部附属病院  希望あり 

3 金沢大学附属病院  希望あり 

4 福岡市立こども病院  希望あり 

 計   
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③ クリニクラウン熊本支援 

熊本地震の支援として小児医療施設へのクリニクラウンの派遣を実施する。 

●熊本支援事業 訪問先病院 

 

 

 

 

 

 

 

④ クリニクラウン東北支援事業 

東北地域への支援として小児医療施設へのクリニクラウンの派遣を実施する。 

●クリニクラウン東北支援事業 訪問先病院 

 

 

 

 

 

 

 

※ 東日本大震災における「クリニクラウンの特別派遣事業」（2011年～2013年3月末）とい

う名称で2年間実施した。2013年度からは、「クリニクラウン東北支援事業」と名称を変え、

2013年度～2015年度までの3年間実施。今後も2016年4月～2019年3月まで継続的に実施予定。 

 

 

（３）クリニクラウンに関する啓発事業 

クリニクラウンの活動を周知させ、活動の理解を深め、支援を拡大することを目的として

啓発活動（協会主催の啓発活動、対外的な啓発活動とその他啓発活動）を実施する。 

   ※新規賛助会員・寄付者の増加を目指し、支援者の顧客管理を整備する。 

  

①. 協会主催の啓発活動 

Ａ.クリニクラウン写真展「小児病棟に流れるこども時間」 

実施日程 2018年6月16（土）～6月24日（日）（6/15準備） 

内容 会場：アートスペース柚 YOU 

住所：〒606-8352 京都府京都市左京区北門前町478-5 

（二条通り東山通西入る） 

備考 オープニングパーティ：2018年6月16日（土）18時30分（開場は18時15分～） 

トークショー：2018年6月23日（土）14時～15時 

 

Ｂ．ワークショップ・シンポジウム・講座など 

a   Healthcare Clowning Japan Meeting 開催 

実施日程 2018年10月27日（土）10時～17時 

会場 大阪 

内容 ヘルスケアクラウンについての情報交流を目的とする会議。クリニクラウンやケア

リングクラウンの活動報告など、さまざまな団体の取り組みを紹介し、医療や教育

現場でケアが必要な場所での道化師のあり方や役割を考える会議。 

対象 ヘルスケアクラウンとして活動している人や関心のある方など。 

参加費 5,000円（予定） 

 

訪問先病院名 回数 

熊本大学医学部附属病院 年3回 

熊本赤十字病院 年1回 

計 年4回 

訪問先病院名 回数 

東北大学病院 年7回 

宮城県立こども病院 年9回 

岩手県立大船渡病院 年2回 

いわき市立総合磐城共立病院 年1回 

計 年19回 

東北支援事業費：4,683,955円（2018年度予算） 

啓発事業費：4,996,549円（2018年度予算）  
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b 入院中の子どもたちの療育環境を支えるシンポジウム（準備会） 開催 

フォーラム開催日程 2018年11月14日（水）～16日（金）に関西される小児がん学会内にてシンポジ

ウム開催を計画 

会場 京都 

内容 入院中の子どもたちの療養環境を支える団体の取り組みの紹介 

対象 ヘルスケアクラウンとして活動している人や関心のある方など。 

参加費 無料 

  ※準備会議（計2回）をシンポジウムの前に実施し、打合せなどを行う。 

 

ｃ 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年7回開催） 

実施日程 2018年5月26日（土） 沖縄 準備会 

2018年7月28日（土） 大阪 

2018年8月12（日） 香川 

2018年9月9日（日） 静岡 

2018年9月22日（土） 大阪 

2019年1月26日（土） 沖縄 

 2019年2月11日（月・祝） 東北・シンポジウム開催 

※東北支援事業の報告を行う 

内容 クリニクラウンが訪問している病院と連携をとり、病気や障害を抱える子どもを支

える多職種が共に学ぶ機会をつくる。 

対象 病気や障害を抱える子どもや家族を支援している人。関心のある方など。 

参加費 1000円 

 

 ｄ クリニクラウン カフェトーク（年６回） 

実施日程 平日の夜 19時30分～20時30分（1時間） 

会場 事務局 

内容 1名のクリニクラウンが講師を務め、日本クリニクラウン協会の概要説明及び、病院訪

問の様子などを話す 

対象 協会会員・支援者、協会の活動に関心がある人 

参加費 500円 

定員 20名まで 

 

Ｃ．チャリティイベント「RED NOSE DAY」の実施 

入院中の子どもを支援するチャリティイベントとして、2018年8月7日に「RED NOSE DAY～1万

人の笑顔大作戦～」を企画。ホームページ、チラシの制作、プレスリリース等を行い、全国各地

に広報を実施する。 

実 施 日： 2018年8月7日(火)12：00～12：01 

実施場所： 日本全国・世界中どこでも 

実施内容： 8月7日正午12時から1分間、RED NOSE(赤い鼻)をつけることをシンボルとし

て、日本中に笑顔のムーブメントを広げる。 

ａ．当日カウントダウンイベント 

主催：認定NPO法人 日本クリニクラウン協会 

共催：阪急百貨店うめだ本店 

実施日：2018年8月7日（火)11：30～12：15 

会場：阪急百貨店うめだ本店 祝祭広場  

 

ｂ．当日啓発 西宮北口お楽しみイベント 

実施日：2018年8月7日（火）14：00～17：00（13：30設営開始） 

会場：阪急西宮北口カリヨン広場  
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ｃ．前日・当日啓発 「RED NOSE DAY with Cliniclowns」チャリティワークショップ 

実施日：2018年8月6日（月）・8月7日（火） 

会場：阪急西宮ギャラリー内「スタジモ西宮」 （阪急西宮ガーデンズ 

 

    Ｄ．ボランティア育成 

a 広報ボランティアプログラム 

       「病気や障害を抱える子どもたちを支援するライターボランティア育成」 

協会の活動を支える賛助会員やボランティア活動を行う人材を募集し、協会のボラ

ンティアとして参加できるきっかけをつくる。 

 

タイトル つながる編集教室から子どもたちを支援するライターボランティア初級編 

実施日程 2018年7月21日（土）、8月4日（土）9月1日（土） 

参加費 25000円（モニター価格として1万円） 

募集人数 定員10名 

内容 プロのライターから記事の書き方、インタビュー取材の企画などを学び、実際にクリ

ニクラウンからインタビューをとり、記事を作成し、発信する 

対象 協会会員・支援者、協会の活動に関心がある人 

 

タイトル つながる編集教室から子どもたちを支援するライターボランティア上級編 

実施日程 2018年10月6日（土）、11月～12月 、12月15日（土） 

参加費 25000円（モニター価格として15,000円） 

募集人数 定員6名 

内容 プロのライターから記事の書き方、インタビュー取材の企画などを学び、実際にクリ

ニクラウンからインタビューをとり、記事を作成し、発信する。 

対象 協会会員・支援者、協会の活動に関心がある人 

 

    ｂ ＲＥＤ ＮＯＳＥ ＤＡＹの当日イベントボランティア 

実施日程 2018年6月～7月  

内容 活動紹介／ＲＥＤ ＮＯＳＥボランティア説明会 

対象 協会会員・支援者、協会の活動に関心がある人 

 

    c 事務局の軽作業ボランティア・インターンシップの受け入れなど 

※定期的にボランティアに来られるような体制を創っていく。 

実施日程 年20回程度 

内容 事務局での軽作業・ボランティア・レッドノーズ検品・袋詰め／封入作業など 

定期的にボランティアに来られる方には、チャリティイベントの企画や会員獲得キャ

ンペーンの企画などに参画してもらい、その事務作業の補助をしてもらう。 

対象 協会会員・支援者、協会の活動に関心がある人 

 

   Ｅ.寄付キャンペーン 

入院中の子どもたちにこども時間を届けようキャンペーン 

（ブルーナー財団とのコラボ企画 寄附キャンペーン 継続の依頼） 

 

②.対外的な啓発活動 

Ａ.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、及びクリニクラウンの方法論や臨床実践の成果を伝える

ための講演会、養成トレーニングで培われた対人援助技術を学ぶワークショップの講演

の依頼を受ける。また、協会の活動報告や支援者への支援報告などをおこなう。 
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Ｂ.メディアなどへの取材協力 

・新聞、ＴＶ、ラジオ局からの取材協力や雑誌などの掲載などの協力を行う。 

・プレスリリース会社の活用 

 

③.その他啓発事業 

Ａ．情報発信事業 

・ホームページ・ブログ管理 

   →ホームページのリニュアル （スマートフォンに対応へ移行） 

・ニュースレターの発行 

   →文化堂印刷株式会社からのサポート（A4 3000部発行 年2回予定） 

・リーフレット、ポストカードなどの作成 

・写真パネル展示の実施 

クリニクラウンの活動を広く啓発するために、活動の様子を紹介する写真展を開催。 

写真パネルの貸出なども行う。 

 

・クリニクラウンの訪問の様子の写真撮影を行い広報に役立てる。 

 

Ｂ．企業・団体との協力事業 

a.オーガビッツ×クリニクラウンプロジェクト（継続） 

   ／豊島株式会社 

    

        ★店舗での活動紹介などを今後展開あり    

★ピーナッツ×クリニクラウンプロジェクトなどの計画あり 

  

b.チャリティネットワークH2

／一般財団法人H2Oサンタ／H₂Oリテイリンググループ  

Oサンタ 

 ★レッドノーズディなどでの活動紹介 

 ★ＮＰＯフェスティバルなどでの活動紹介 

 ★ロハスフェスタなどでの活動紹介あり 

 

c.献血応援プロジェクト 

      ／大阪府赤十字血液センターほか 

 

d. Give One  

／公益財団法人 パブリックリソース財団 

 

e.クリニクラウン応援宿泊プラン 

／阪急阪神ホテルズ ／阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト  

＜実施ホテル＞ 

・第一ホテル東京 ・第一ホテルアネックス・第一ホテル東京シーフォート  

・吉祥寺第一ホテル・レム日比谷・レム秋葉原・レム新大阪 ・レム鹿児島・レム六本木 

 

ｆ.あなたの美味しいが未来への寄附へGochisoプロジェクト 

／Gochiso株式会社 

 

g.大阪マラソン 

      2018年度大阪マラソンオフィシャル寄附先団体に選ばれた。 

① 大阪マラソンまでに応援に関してのミーティング（計9回予定） 

  5月20日（日）  13：30～14：30（合同練習会後） 

  6月4日（月）  19：00～ 

  7月2日（月）  19：00～ 
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  7月7日（土）  19：00～（合同練習会・CC研修後） 

  8月18日（土）  18：00～（CC研修後） 

  9月3日（月）  19：00～ 

  10月8日（月・祝） 13：30～（合同練習会後） 

  11月3日（土・祝）  18：00～（PRランニング後） 

  11月19日（月）  19：00～ 

   ② 合同練習会・PRランニングの運営 

合同練習会日程 

  5月20日（日） 10：00～11：30 

  7月7日 （土） 17：00～18：30 

  10月8日（月・祝）午前中 

PRランニング 

  11月3日（土・祝） 15：00～ 

    ③ 大阪マラソンEXPOブースでの協力 

11月23日（金祝） 

11月24日（土） 

④ 大阪マラソン当日の応援グループリーダーまたは、ランナーリーダー 

11月25日（日） 

⑤ 大阪マラソンお疲れ様パーティーの運営 

12月9日（日）11：00～  

 

Ｃ．海外の団体との交流事業 

     a.クリニクラウンオランダ財団 

https://www.cliniclowns.nl/ 

      クリニクラウンオランダ財団と連携をとり、情報交流などを行う。 

 

     b. The European Federation of Hospital Clown Organizations (EFHCO) 
http://www.efhco.eu/home 

      EFHCOは、ヨーロッパの医療環境におけるプロのクラウンの仕事を保護し

支援するために設立されました。（2011 年 3 月に設立。オーストリア、フラ

ンス、ドイツ、イタリア、オランダ、スコットランド、スペイン、スイスの 8 か国のグループが創設

した。） 芸術ワーキンググループとマネジメントワーキンググループがあり、それぞれの

意見や考えや情報を共有している。 

 
     c. Healthcare Clowning international Meeting2018 

http://www.hcim2018.com/ 

日程：2018年4月4日～6日 

 開催場所：オーストリア・ウィーン 

      2・3年に1回開催される国際会議。全世界50か国から400名が参加。ヘルスケアク

ラウンについての情報交流を目的とする会議。世界各国の団体の活動紹介やテーマ

にわかれた分科会・ワークショップを実施。 

 

2.その他の事業 

  実施予定なし。 
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