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2019年度事業計画 ノ 2019 Business Pian

2019年度、当団体は引き続き下記の事業を継続し、小児がんや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・ォブ・カレッジに関しては、海外の助成金事業や企業の支援金を獲得し、ビーズ・ォ
ブ ロ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。病院でのビーズ大使の研修内容の改善にも注力する。さらに、各病院の所在地の企
業や慈善団体等の支援を拡大するよう資金調達に力を入れるとともに、既存の導入病院から協力費
を徴収するように進める。

ビーズ・ォブ・カレッジの派生プログラムである小児がん経験者の長期フォローアップを目的と
した学習ノキャリア支援プログラム 《Camp Courage for SuⅣ ivorsキ ャンプロカレッジ》は、本年も
サバイバーの大学生リーダーを中心に企画運営する。

フアシリティドッグ・プログラムに関しては、既存の3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/都内公的病院)の活動に加え、さらに2020年 に向けて新チームの育成の準備
を行う。そのために、ハワイの提携育成施設の監修の元、国内でのフアシリティドッグ育成事業に
も着手する。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も継続し、国内外の学術集会
等の場での発表を目指す。

イベント事業としては、本年も引き続き様々な小児がんに関する啓発イベントを行う。

Shine On!Klds(hereaieri“ SOK")will COnlnue conduclng programs to suppon children with

cancer and other serious i‖ nesses and their farnilies in 201 9.

VVlth funding from overseas grants and other donatlons,SOK w‖ lintroduce the Beads of

Courage° (herea■ er,“BOC")prOgram to new hosplals,and l wi!l streamline guidelines for medical

staffwho implementthe program to make theiriob easier.Finally,SOK wlIl conJnue to nurture

relationships with hOspltals to implement a“ cooperation fee:'that vvi‖ provide some financlal support

for BOC at each hosplal while seeking more fundraising opportunにles in the local community

surrounding each BOC hospital.

SOK wi‖ continue providing 3 Facility Dog teams,l each at Kanagawa Chlldren's Medical

Center,Shizuoka Ch‖ dren's Hospital and a pub‖c hospitalin Tokyo in 2019.Also,SOK w‖ l continue

the research proieCt,begun in 2016,in associalon wlh Kanagawa Children's Medlcal Center.

Las‖ y,SOK willlaunch the proiect ralsing facility dogs in Japan to procure dogs for hospttals in the

future.

Moreover,SOK w‖ l continue hostlng educatlonal events forthe pub‖ c,and continue
providing support for ch‖ dren who have completed treatrnent as part of a long中 terrn fo‖ ow‐up
initiative.The educationa1/career development workshops for survivors ca‖ ed“Camp Courage for
Survivors"funded by an overseas corporate grant,are planned to take place in surnmer of 2019.

SOK wl‖ also carry on awareness events this year as we‖ including an annual gala party.

■ビーズ・ォプ ロカレッジ ノBeads of CourageO

l) 現在小児がん対象プログラムを導入している病院で活動を継続する。2019年 度も

新規導入病院を増やす予定。
SOK will continue to provide BOC to children with cancer at hospitals,A new grant

from a inancia:insJtulon willfund the implementalon ofthis program to new

hospltals in 2019.

2) ビーズ・オブ ロカレッジ・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。



開催時期は秋頃を予定 The dates are not dedded,but we wlll aim forthe fall of 201 9.

開催場所は神奈川県横浜市を予定 The planned venue is at Yokohama area in Kanagawa.
*主

催:NPO法人シャイン・オン・キッズ Organized by Shine On!Kids

C.当団体主催イベントノFundraising Events

2月 8日    国際小児がんデー啓発及び活動報告を兼ねたチャリティガラパーテイ

February 8  Cha‖ ty Gala party commemoraung lnterna‖ onal Childhood Cancer Day

5月 31日    チャリティボクシングイベント
エグゼクティブ・ファイ ト・ナイ ト9

グランドハイアット東京にて開催
オー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 31      Charity Boxing Event

Executive Fight Night(EFN)9
Held at Grand Hyatt TOkyO,planned ln coordinatlon、 ″ith Club 360

'Distinguished international business executives traln in a safe environment

and competein a Vegas‐style eventto raise money for SOK

D,患者、家族、兄弟サポ… 卜のためのイベント′Event for pa‖ ents,siblings and families

『エグゼクティブ ロファイ トナイ トロプレイベントノExecuJve Fight Night Pre Event』

4月 13日

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 flghterS rneet fighters¨ ch‖ dren with cancer and other serious i‖ nesses、″‖|

Meetthe flghters of EFN in April as a pre eventfor Executive Flght Night

『キッザニアナイ ト:′Kldzania Nigh‖ 』

9月 (詳細未定)

小児がん患者 (経験者を含む)、 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 wlll plan to have a private event at Kidzania Tokyo for paJents,suFViVOrs,

siblings,and fanll‖ es this year as we‖ supported by AIG.

『母親支援ワークショップ (仮)Workshops to suppott mothers with pediatHc
cancer children』



SOK will coordlnate with each hosplalls program administratorto conduct annual

training and feedback sessions with the 9oal of placlng BOC as part of standard

psychO10gical care for patients.

3) ビーズ・ォブ・カレッジ③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 SuⅣ lvors"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 sunllvors through the innovative workshop“ Camp
Courage for SuⅣ lvors"as a“ Long‐term Follow‐ up Program".

・Further deta‖ s can be found below in paragraph E.

4) ビーズ ロオブ・カレッジ①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 p‖ ot a plan to loca‖ y fund hospltals in 201 9.

■フアシリティドッグロプログラムノFacility Dog Program

l) 3病院での活動を継続する。SOK will conJnue the Fadl‖y Dog Program atthe

current 3 hospitals.

2) 静岡県立こども病院の既存ファシリティドッグチームの引退を見据えた施策とし

て、新たなファシリティドッグの育成を行う。We willrabe our own fadlity dogs in

」apan to implement our 4th faci‖ty dog team to Shlzuoka Children's Hospttal for the

transition ofthe responsib‖ ity ofthe currentteam.

3) 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。 SOK will conlnue ls

irst omcial research prOiectln associalon with independent

researchers/hosplals/universttles to quanJfy the program's effects.SOK will do a

presentatlon of a rnldterrn report at various medical conferences.

■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 ′Educa■ onal Events forthe Pub:ic and Events for Program Participants for

Long‐ terrn Fo‖ ow・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。
VVe continue to planノ rnanage various educational events forthe public to promote awareness about

childhood cancer.

A.活動啓発イベントノlndoctttnation Events

フア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。
VVe、″‖l continue to accept requests to provide lectures by facility dog handlers or other stafFfor

promoting our programs and educating the community regarding childhood cancer.

B.フ ァシリテイドッグ・プログラムを啓発活動する写真展の開催′Facility Dog Photo Exhib■ :on



日程未定

外資系金融機関の助成により母親支援に繋がるワークショップを開発、運営する予定。

E.“小児がん経験者"のための学習ノキャリアサポー ト事業 Camp Courage for SuⅣ :vors 2019
′Learning SuppOrt Service

慶應義塾大学小児外科の協力の元、小児がん経験者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『キャンプロカレッジ』を本年も行う。参加者のアンケー トを元にさらにニーズ
にあつた内容を構築し、経験者である大学生リーダーを中心に、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。
SpK will conlnue to suppon pediat‖ c cancer suⅣ ivors through the workshop― style program called

“Camp Courage for Surv:vors"supported by Kelo University Hospital.We have co‖ ege students who
are survivors to lead each vvorkshop.We wi‖ seek the necessary cOntents of workshops based on
last yearis suⅣey by the partlcipants.丁 he venue、〃|‖ be at Kelo Unlversity Hospital and other places.
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