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■    Message

昨年は世界中がパンデミックに見舞われました。
自由に移動し、会いたい人に会えることがそれだけで
いかに幸せなことなのかに気づかされた年でもありま
した。

一方、入院生活はもともとソーシャルディスタンスに
あり、感染拡大に伴う面会制限や医療逼迫は、更なる
ストレスを生みました。

これまでのように、病院訪問のサポートを行えない私
たちは少しでもそのストレスを緩和し、心和むひととき
をはこびたい！と新たなスタイルを模索し、チャレンジ
した 1 年となりました。

その結果、これまで以上に多くの病院や入院患児たち
が参加し、これまで以上に多くの支援者やボランティア

たちとつながり、より広域な人々とシェアし合う
ホスピタルアートが実現できました。
医療従事者に感謝を贈る、という初めてのプロジェクト
では、これまで経験したことがないほど、大きな感動
を頂くことができました。

どんな状況にあろうと、可能性は無限大にある。
そのことを、世界的困難に接して、改めて感じること
ができました。

今年も力いっぱい支えて下さった皆さま、本当にありが
とうございました。
心からの感謝をこめて

2021 年 4 月 18 日
ホスピタルアーティスト／ワンダーアートプロダクション代表

高橋 雅子
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Wonder Art Production

■    Heartful Project ハートフルプロジェクト

命の最前線の現場ではたらく人たちへ感謝の気持ちを伝えたと、新たなにスタートしたプロジェクト。
手作りのハートとともに「ありがとう」を伝えよう！と呼びかけたところ、南相馬、仙台、
大船渡の子どもたちやコーポレートパートナーの皆さんからたくさんの作品が集まりました。
国内 58 病院、海外 1 病院へ 1000 点を超えるハートを贈呈しました。

2 0 2 0 年 度
活動成果
主な取組

ACTIVITY REPORT 2020　3



♥ ハート制作者 
大船渡市立第一中学校
仙台市大野田児童館
仙台市東宮城野マイスクール児童館
仙台市中野栄児童館
仙台市長命ヶ丘児童センター
仙台市錦が丘児童館
仙台市連坊小路マイスクール児童館
仙台市南小泉小学校（手芸クラブ） 
放課後等デイサービス
　みらい宮城野 （宮城県仙台市）
放課後等デイサービス
　ウェルネスリンク（宮城県仙台市）
ワンダーアートスタジオ （宮城県仙台市）
南相馬市小高合同児童クラブ 
南相馬市橋本町児童クラブ
南相馬市東町児童クラブ
南相馬市上町児童クラブ
南相馬市太田児童クラブ
認定 NPO 法人 Switch 
　ユースサポートカレッジ仙台 NOTE
サノフィ株式会社
ゴールドマン・サックス

To
Healthcare

Workers
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Wonder Art Production

※福島県南相馬市における活動は〈ARTS for HOPE〉との協働あり　　協賛：サノフィ株式会社、ゴールドマン・サックス

from
Hospital

北海道立子ども総合医療・
　療育センター
弘前大学医学部附属病院
国立病院機構盛岡医療センター
国立病院機構岩手病院
岩手県立大船渡病院
国立病院機構宮城病院
東北大学病院
仙台赤十字病院
国立病院機構仙台西多賀病院
医療法人本多友愛会仙南病院
宮城県立こども病院
仙台市立病院
仙台エコー医療療育センター
仙台オープン病院
内科胃腸科小田原クリニック

さかいたけお赤ちゃんこども
　クリニック
石坂整形外科
秋田大学医学部附属病院
山形大学医学部附属病院
国立病院機構米沢病院
米沢市立病院
国立病院機構山形病院
さくらクリニック
福島県立医科大学附属病院
南相馬市立総合病院
公立相馬総合病院
竹田綜合病院
筑波大学附属病院
埼玉県立小児医療センター
埼玉県済生会栗橋病院

国立病院機構下志津病院
千葉大学医学部付属病院
国立国際医療研究センター病院
聖路加国際病院
東京大学医学部附属病院
国立がん研究センター中央病院
赤羽西口サンクリニック
新野歯科医院
新潟県立がんセンター新潟病院
国立病院機構新潟病院
金沢医科大学病院
長野県立こども病院
国立病院機構三重病院
岐阜大学医学部附属病院
岐阜県総合医療センター
重度心身障がい児施設すこやか

滋賀県立小児保健医療センター
自治医科大学とちぎ子ども医療
　センター
兵庫県立こども病院
和歌山県立医科大学附属病院
鳥取大学医学部附属病院
白髪胃腸科内科小児科
四国こどもとおとなの医療
　センター
熊本大学病院
熊本赤十字病院
大分こども病院
鹿児島市立病院
沖縄県立南部医療センター・
　子ども医療センター
Tygerberg Hospital（南アフリカ）

♥ お届け先病院 
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■    Happy Doll Project
� ハッピードールプロジェクト

2020 年で 15 年目を迎える『ハッピードールプロジェクト』は、新型コロナウィルスの影響に
より異例の年となりました。面会制限がかけられ、病棟内のイベントも中止となり、いつも以上に
我慢を強いられている子どもたちに、夢中になれる時間を届けたい、楽しい時間を届けたいと、
リモートでの実施に切り替えました。全国と世界の病院に呼びかけたところ、国内 13 病院、
海外 1 病院から希望があり、入院中の子どもたちに 518 個の制作キットをお送りしました。

★ 参加病院 
弘前大学医学部附属病院
宮城県立こども病院
東北大学病院
山形大学医学部附属病院
筑波大学附属病院
とちぎ子ども医療センター
千葉大学医学部附属病院
国立国際医療研究センター病院
東京大学医学部附属病院
新潟県立がんセンター
兵庫県立こども病院
熊本大学病院
Tygerberg Hospital School

ほか
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協賛：サノフィ株式会社　コスモエネルギーホールディングス株式会社

■ Happy Doll 中国へ！
2020 年 5 月～ 8 月、厦門国際空港内にある紅点設計博物館で開催
された『Social Design Exhibition Asia』に Happy Doll Project が
展示されました。社会問題の解決や持続可能な社会に向け、アジア
の先進的なソーシャルデザインを紹介する展覧会。中国国内では
初の大規模展となるソーシャルデザイン展で、20 を超える国と
地域から集められた出展作品の一つに Happy Doll が選出され
ました。（写真提供：Red Dot Design Museum Xiamen）

■ 記録集の制作
通常はプログラムの後に開催してきた院内展覧会に代えて
“ペーパーミュージアム” を制作し、病院と参加者へ贈呈しました。
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■    Christmas Card Project
 クリスマスカードプロジェクト

2003 年から毎年継続してきた『クリスマスカードプロジェクト』もリモートでの実施となりま
した。病院訪問が出来ないことから、少しでもお届け時の様子を伝え、人とのつながりを感じ
られるよう、カードのデザインに写真を配置しました。カードの中面と裏面、封筒のデザイン
には、仙台で運営するボーダレスな〈ワンダーアートスタジオ〉の子どもたちが制作した作品を起用しました。
病室で一人で過ごす時間が長い子どもたちのために、ぬり絵のプレゼントを同封し、全国 50 病院へ 4,020 枚の
カードをお届けしました。

お届け先病院 
北海道立子ども総合医療・療育センター
弘前大学医学部附属病院
国立病院機構盛岡医療センター
国立病院機構岩手病院
東北大学病院
国立病院機構宮城病院
宮城県立こども病院
仙台赤十字病院
仙台西多賀病院
仙台市立病院
仙台エコー医療療育センター
宮城県済生会 済生会こどもクリニック
さかいたけお赤ちゃんこどもクリニック
秋田大学医学部附属病院
山形大学医学部附属病院
国立病院機構米沢病院
米沢市立病院
国立病院機構山形病院
細谷醫院
福島県立医科大学附属病院
竹田綜合病院
公立相馬総合病院
筑波大学附属病院
自治医科大学とちぎ子ども医療センター
埼玉県立小児医療センター
さいたま市民医療センター
国立病院機構下志津病院
千葉大学医学部付属病院
国立国際医療研究センター
聖路加国際病院
東京大学医学部附属病院
東京小児療育病院
国立がん研究センター病院
新潟県立がんセンター
金沢医科大学病院
長野県立こども病院
岐阜大学医学部附属病院
国立病院機構三重病院
滋賀県立小児保健医療センター
京都大学医学部附属病院
兵庫県立こども病院
和歌山県立医科大学附属病院
鳥取大学医学部附属病院
白髪胃腸科内科小児科
四国こどもとおとなの医療センター
熊本大学病院
熊本赤十字病院
大分こども病院
鹿児島市立病院
沖縄県立南部医療センター・子ども医療センター

今年も

とってもか
わいらしい

、

またハイレ
ベルなクリ

スマスカー
ドが

たくさん届
きました。

本当にあり
がとう

ございます
！当院では

患者さんを
集めた

クリスマス
会が中止と

なり、なん
とも寂しい

時間を

過ごしてお
ります。こ

のような温
かいカード

を頂戴

することで
、少しでも

入院生活に
笑顔があふ

れる

ことを病院
職員として

願っており
ます。

病棟へはお
見舞いも禁

止されてお
り、子ども

達を

始め全ての
患者さんが

寂しい思い
をしており

ます。

面会はでき
なくても、

人との繋が
りが

途切れるこ
とのないよ

う、

この活動に
は感謝して

おります。

（金沢医科
大学病院）
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協賛：サノフィ株式会社　
　　　モルガン・スタンレー MUFG 証券株式会社
　　　三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券
　　　ジョーンズ ラング ラサール株式会社
　　　アステラス製薬株式会社
　　　フライングスター基金（アステラス製薬）
　　　花王株式会社
　　　ハートポケット倶楽部（花王株式会社 ）
　　　ダイムラー・グループ（三菱ふそうトラック・バス株式会社、メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社、メルセデス・ベンツ日本株式会社）

�メッセージライティング 
参加者 

熊本大学病院
長野県立こども病院
アステラス製薬株式会社
花王ハートポケット倶楽部 / 花王株式会社
サノフィ株式会社
シチズン時計株式会社
ジョーンズ ラング ラサール株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
モルガン・スタンレー MUFG 証券株式会社
三菱ふそうトラック・バス株式会社
メルセデス・ベンツ日本株式会社
メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社
リオティントジャパン株式会社
ユーピーエス・ジャパン株式会社
株式会社阪急阪神百貨店 博多阪急
ベライゾンメディア・ジャパン株式会社
仙台市金剛沢児童館
仙台市中野栄児童館
仙台市長命ヶ丘児童センター
仙台市錦が丘児童館
仙台市東宮城野マイスクール児童館
仙台市連坊小路マイスクール児童館
益城町広安小学校さくらんぼクラブ
神奈川県立藤沢工科高等学校
淑徳大学短期大学部　ボランティアセンター
学校法人創志学園クラーク記念国際高等学校
　単位制キャンパス福岡
都立小平高等学校　イラストレーション部
東京都立練馬高等学校
第一学院高等学校立川キャンパス
札幌市立栄南中学校
智辯学園奈良カレッジ
　中学部２年 A 組女子一同
創造アトリエ おおきな木 
他全国の皆さん

素敵なクリスマスカードをたくさんいただきまして
ありがとうございました。患者さんのベッド
サイドや病院スタッフ、通所の利用者さん達で

楽しく拝見させていただきました。
新型コロナウィルスの感染拡大が留まるどころが、

拡大の傾向にあり、病院内はもちろん、病棟内も空気が
張り詰めている状況です。そんな中に心温まる
プレゼントをありがとうございました。
行事等も縮小して開催しておりますので

クリスマスムードの盛り上がりが心配でしたが、
クリスマスカードが届き、クリスマスの雰囲気を

みんなに届けることができ、本当に感謝しています。（国立病院機構下志津病院）
コロナ禍で心

がチリチリと

音を立て、多
くの制限で笑

顔が

少なくなった
と感じる日々

の中、心温ま
る

たくさんのク
リスマスカー

ドが届きまし
た。

病棟の子ども
たちにカード

を手に取って
もらった

あと、多くの
病院関係者や

病院利用の皆
さまにも

楽しいクリス
マスを感じて

もらえるよう
、

病院のエレベ
ーターホール

壁面いっぱい
に

飾りました。
皆さま足を止

め、笑顔にな
って

いました。皆
さまのお気持

ちに心から

感謝いたしま
す。

（東京小児療
育病院）

素敵なクリ
スマスカー

ドが届き、

病棟スタッ
フと一緒に

大喜びしま
した。

新型コロナ
感染症の感

染対策のた
め、面会制

限が

厳しくなる
他、外泊が

禁止となり
、イベント

や行事が

例年通り実
施できない

等、治療を
頑張ってい

る子ども

たちが楽し
みにしてい

ることが少
なくなって

しまった

一年でした
。そのよう

な状況の中
、応援して

くれる

方々が病院
の外にいる

ことを感じ
ることが出

来ました。

コロナ禍の
中で外部の

方と繋がり
を感じるこ

とが

難しくなっ
ていた中、

皆さまのご
支援がとて

も

心強く、嬉
しく感じて

おります。
心より感謝

申し上げま
す。ご協力

頂いた皆様
にも、

どうぞよろ
しくお伝え

ください。

（東北大学
病院）
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■    ワンダーアートスタジオ（ARTS�for�HOPE）
5 年目を迎えたアートスタジオ。新たなメンバーを迎えて、素晴らしい創作活動を行いました。子どもたちとアート
リノベーションも実施し、スタジオはさらに明るく、楽しい空間へと変化を遂げました。自粛期間中は、リモートで
創作を呼びかけ、子どもとご家族の家時間をサポートしました。

■    東北応援活動（ARTS�for�HOPE）
10 年目を迎えた東北応援活動。遠征型の活動は、感染拡大の影響を受け縮小を余儀なくされましたが、大船渡、
南相馬で毎年楽しみにされている恒例のプログラムをお届けすることが出来ました。また、大船渡と仙台で、10 年の
取り組みを振り返り、作品とともに紹介する展覧会を開催しました。
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■ サポーター
2020 年度も温かなご支援をいただき、ありがとうございました。各活動に大切に活用させていただきました。
心より御礼申し上げます。（敬称略・順不同）

協賛  
サノフィ株式会社　
モルガン・スタンレー MUFG 証券株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券
ジョーンズ ラング ラサール株式会社
アステラス製薬株式会社
フライングスター基金（アステラス製薬）
花王株式会社
ハートポケット倶楽部（花王株式会社 ）
シチズン時計株式会社
リオ ティント ジャパン株式会社
ゴールドマン・サックス
コスモエネルギーホールディングス株式会社
メルセデス・ベンツ日本株式会社
メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社
三菱ふそうトラック・バス株式会社

ご寄附  
下瀬川佐洋子
笠木恵子
高橋悦子
前沢明枝
菅野克広
明石伸子
渡邊恭子

物品寄附  
株式会社ディック・ブルーナ・ジャパン
前沢明枝

サポーター大募集 !
Wonder Art Production が取り組む非営利事業は、皆さまのご支援が必要です。
温かな応援をよろしくお願いいたします。皆さまの力で、活動を支えてください。

《会員》　個人／ 5,000 円　※ 18 歳以下　3,000 円
《協賛・寄附》　様々な支援方法があります。事務局までお問合せ下さい。

● お振込先　みずほ銀行　五反田支店　（普通）　2526733　ワンダーアートプロダクション
＊お振込の際はお手数ですが、事務局までお知らせ下さい。

＊支援者の皆様には、活動報告書や各種ご案内をメールや郵送でお送りします。

たくさんのお礼状を

いただきました！
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Wonder Art Production（高橋雅子事務所）
〒 984-0073　宮城県仙台市若林区荒町 172　第一旭ビル
TEL 022-724-7255　FAX 022-724-7285
wonderartproduction@gmail.com facebookHomepage

https://www.masakotakahashi.website/


