
「ＴＵコモンズ 夢のアトリエ」 が支援する
　　みんなの夢をかなえる活動をレポートします。
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「TUコモンズ夢のアトリエ」は、「頑張る人の役に立ちたい」「困難に立ち向かう人の力になりたい」をコンセプトに、
2017年から、社会をより良い方向に変えようとしている団体や個人を支援する活動を行っています。しかし、2020
年から世界を苦しめている新型コロナの影響で、たくさんのNPOが活動の制限を余儀なくされています。そこで「夢
のアトリエ」では、私たちの支援先団体が、困難な境遇の中でどんな活動を模索し、目標を達成していくためにどんな
努力をしているかを、それぞれの代表にインタビューさせていただき、季刊誌“Do Together”第5号としてまとめて
みました。パンデミックに負けずに活動を続ける団体の皆さまに敬意を表しつつ、一人でも多くの方々が明日を生き
る力を育んでいただけることを願っています。

「TUコモンズ夢のアトリエ」は、「頑張る人の役に立ちたい」「困難に立ち向かう人の力になりたい」をコンセプトに、
2017年から、社会をより良い方向に変えようとしている団体や個人を支援する活動を行っています。しかし、2020
年から世界を苦しめている新型コロナの影響で、たくさんのNPOが活動の制限を余儀なくされています。そこで「夢
のアトリエ」では、私たちの支援先団体が、困難な境遇の中でどんな活動を模索し、目標を達成していくためにどんな
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▶ 「ＴＵコモンズ  夢のアトリエ」 の活動実績一覧
一般社団法人「ＴＵコモンズ 夢のアトリエ」では、「社会の役に立ちたい」「人を幸せにしたい」「新しいアイデアで
創作活動をしたい」という個人やグループに、その夢や希望をかなえるためのさまざまな支援を行っています。

「Saya-Saya」は、DV(家庭内暴力)被害女性とその家族をサポートするNPO法人。シングルマザーの子どもたちの大学・専門学校の学費を無
利子で提供する活動に賛同。教育資金の不安を減らし夢の実現に近づけるよう支援している。

2019年 ４月 : 「NPO法人 Saya-Saya 教育基金」 支援

「ハタチ基金」は、東日本大震災発生時に0歳だった赤ちゃんが、無事にハタチを迎えるその日までをテーマに被災地の子どもたちに寄り添
い、20年間継続的に支援を行う基金。そのための種々の活動に賛同して支援している。

2019年 ５月 : 第３回 「公益社団法人 ハタチ基金」 支援

日本には、人工呼吸器などの医療機器がないと生きられない「医療的ケア児」が約18,000人おり、自宅で介護する家族にとっては24時間365
日休まる時がない。「親子はねやすめ」は、こうした家族を宿泊旅行やデイトリップなどに招待することで、ひと時の休息時間を提供してい
る。同団体に寄付を行うことで、家族が明日への力を養えるよう継続的な支援をしていく。

2018年12月 : 第１回 「NPO法人 親子はねやすめ」 支援

日本には、人工呼吸器などの医療機器がないと生きられない「医療的ケア児」が約18,000人おり、自宅で介護する家族にとっては24時間365
日休まる時がない。「親子はねやすめ」は、こうした家族を宿泊旅行やデイトリップなどに招待することで、ひと時の休息時間を提供してい
る。同団体に寄付を行うことで、家族が明日への力を養えるよう継続的な支援をしていく。

2019年12月 : 第２回 「NPO法人 親子はねやすめ」 支援

「もみじの家」は、障害者総合支援法に基づく「医療型短期入所」という福祉サービスを提供する施設。重い病気を持つ子どもと家族に対する
新たな支援モデルを研究開発し、提言することにより、社会の理解を深め、新しい支援の仕組みを全国に広めることを目指すという趣旨に賛
同して支援している。

2018年11月 : 第１回 「国立成育医療研究センター もみじの家」 支援

「NSC☆チャレンジャーズライブ」コンテスト出場者の中から、ライブのステージングのスキルアップをして欲しい個人またはグループを選
出して、ライブハウスでの演奏機会を提供。自分たちで演出するライブコンサートを行った。

2018年11月 : 第２回 「NSC☆チャレンジャーズコンサート」 開催

「霧島国際音楽祭」は、「志があっても留学できない学生のために、優れた音楽家による教育と音楽会を聴ける機会をつくる」ことを目的に、年
に一度霧島で開催。「技術的にも、人間的にも自立できる音楽家を育てること」を理念とし、世界で活躍するトップ・アーティストを目指す若
手音楽家の育成のための音楽祭の趣旨に賛同して支援している。

2018年 ９月 : 第１回 「霧島国際音楽祭」 支援

筑波愛育園は、さまざまな理由により、家族と暮らせなくなってしまった2～18歳の子どもたちの養護育成を行う施設。しかし、公的援助だ
けでは運営が難しく、また、卒園後、社会への適応力不足により、幸福な人生を歩めない者も少なくない。そこで、同園への寄付を行うことで、
彼らが自立を目指せるよう支援している。今後も継続的に寄付を行う予定。

2018年 ９月 : 第２回 「児童養護施設 筑波愛育園」 支援

プロのミュージシャンを目指す個人/グループの育成支援を目的に、ライブ型のバンドコンテストを開催。グランプリに選ばれたバンドには
賞金30万円とCD制作費20万円を贈呈する。また、優秀と認められたバンドには、プロからアドバイスをもらいながら、プロミュージシャン
へ進む道を支援している。

2019年 ４月 : 第４回 「NSC☆チャレンジャーズライブ」 開催
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公益財団法人
そらぷちキッズキャンプ

「そらぷちキッズキャンプ」は、難病と闘う子どもたちとその家族を北海道の医療ケア 付きキャンプに招待する活動を行ってきましたが、コロナ禍により2020年からは1回に招待する家族を1組に
制限してキャンプを続けています。また、全国の闘病児に北海道の雪やキャンプ用品 を送ったり、Web上でチャリティオークションを始めたりと、リアルとオンラインを駆使した活動を行ってい
ます。この2年間の動きを、業務執行理事・事務局長の佐々木健一郎さんに伺いました。

佐々木 私たちは2020年の初めまでの12年間、難病と闘う子どもやその家族を、北海道滝川市にあるキャン
プ施設に招待し、参加者同士で一緒に遊んだり、交流したりできる活動を行ってきました。しかしコロナ禍
になって、病児を集めて行う「キッズキャンプ」は休止に。複数の家族が一緒に参加する「ファミリーキャン
プ」もできなくなりました。その代わりに、重病児のいる家族を1回に1組のみ主治医同行で招くキャンプに
切り替え、この1年半ほどで23家族を招待しています。中には「今行かなければ翌月は無理かもしれない」と
医師に言われて参加した重病児を、キャンプから帰ってまもなくお見送りされた家族もいます。「あの時の
楽しそうな写真を見て思い出しています」「大自然の中で充実した時間を過ごせて救われました」といった
声を聞くたびに、家族一緒に貴重な時間を過ごすことができて本当に良かったと思います。

『集団キャンプができなくなってから、重病児のいる家族を１組ずつ招待しています』
̶  約2年間にわたり、人との接触を避ける生活を余儀なくされています。
　  「そらぷちキッズキャンプ」の活動にはどんな変化がありましたか？

佐々木 集団のキャンプができなくなり、招待できる病児の人数も抑えざるを得なくなりました。そこで、病室やおうちでも、北海道の
自然やキャンプ気分を味わえる楽しいことはないだろうかと知恵を絞った結果、以下のようなプチイベントをいろいろ考えてみま
した。共通していることは、病気の子どもたちが日常の中で楽しみを見つけられる物を届けたいという発想。闘病の大変さは変わら
なくても、気持ちがほぐれる時間を少しでも多くとれることが大切だと思っています。

『病院や自宅で闘病する子どもに、楽しみを贈る活動も始めました』
̶  北海道キャンプへ来られない子どもたちにも楽しんでもらえる活動を始めたそうですね。

佐々木 全国のドラッグストアに店頭募金箱を設置してご寄付をいただいている日本チェーンドラッグストア協会では、毎年大規模
な展示会を首都圏で行っていましたが、2020年からはコロナの影響でオンラインによる開催となりました。そこで、同サイト内で
「そらぷちキッズキャンプ・チャリティオークション」を行うことにしました。これは、芸能人・アスリートなどのサイン入りアイテムや、
非売品のプレミアムグッズなどを支援企業から提供してもらい、ウェブ上で一般の参加者に競り落としてもらおうというイベント。
その収益を「そらぷちキッズキャンプ」にご寄付いただきました。

『オンラインオークションで注目を集め、知名度を上げることができました』
̶  リアルな活動ができない中で、ネットをどのように活用していますか？

佐々木 コロナ禍が収まり、みんながマスクを外せる日がいつ訪れるのかわかりませんが、感染症に弱い病児が一度に大勢集まるキャ
ンプを実施するのはしばらく難しいでしょう。当面は、同居する家族や同じ病室の子どもに限定して招待するキャンプをできるだけ
多く実施したいと考え、スタッフの育成や体制づくりを進めています。それでもキャンプに来られない子どもたちはたくさんいます
から、オンラインやテクノロジー、宅配便などを駆使しながら、病院やおうちで闘病中の子どもとその家族も全力で支援していきた
いと思います。

『小人数のキャンプを継続しつつ、来られない子にも
  キャンプの雰囲気を味わってもらいたい』
̶  いつかコロナが明けたら元のような活動に戻れそうですか？

佐々木 そうですね。オンラインオークションのメリットは、日本中から24時間アクセスして参加できることです。それに今回は、
これまで接点が少なかった20～40代の世代にも、ネットを通して「そらぷちキッズキャンプ」のPRをすることができ、知名度の向上、
支援者の広がりにも役立ちました。コロナ禍でなかったらこういう発想はなかったし、今後も継続的に実施していきたいと考えてい
ます。

̶  オンラインオークションなら、会場へ行かなくてもいつでも参加できますね。

重病児家族のキャンプ招 待を１組ずつに限定。
闘病生活の子どもたち に、 楽しみを贈る活動も始めました。

公益財団法人 そらぷちキッズキャンプ
業務執行理事・事務局長
佐々木 健一郎さん

※「そらぷちキッズキャンプ」の活動は季刊誌「Do Together」第 2号 (2019 年 7月発行 )で紹介しました ▶

※このインタビューは2021年10月に実施したものです。記事内容、数字などはその後変わっていることがあります。

【病児たちに楽しみを贈る新しい活動の例】
❶ キャンプ場の雪を冷凍して送る「スノーギフト」
冬になってキャンプ場に積もった雪を箱詰めして、冷凍空輸便で闘病中の子どもた
ちへ送ります。雪を見たことがない病児たちが病院や自宅で雪だるまを作ったり、
雪遊びをしたり、とても喜んでくれました。

❷ キャンプ用品をプレゼント
在宅闘病している子どものいる家庭に、テントをはじめいろいろなキャンプ用品を
プレゼント。おうちの庭などで、いつもと違うアウトドア気分を味わってもらいます。

❸ 病院で子どもが描いた絵をTシャツに
病室で子どもにお日さまの絵を描いてもらい、それをTシャツやエコバッグにプリ
ント。お見舞いに来たお母さんにサプライズプレゼントします。

❹ 病室で野菜を育てるペットボトル農場
病室に土は持ち込めないけど水耕栽培ならOK。そこで、ルッコラなど野菜のタネを
送って“ペットボトル農場”で栽培して家族に食べてもらいます。

❺ VR映像を見ながら病院で乗馬体験
例えばキャンプ場で馬に乗っている目線の3D映像をネットで送信。病院ではゴー
グルを付けた子どもがまるで馬に乗っているようなバーチャル体験ができます。

▲ 小児病院や自宅へ雪をプレゼント！
　（スノーギフト）

▲ リアルな乗馬体験ができるVR映像機器

▲ 同居する１家族を対象にした
　 オータムキャンプ（焚き火おやつ）

▲ 同居する１家族を対象にした
　 サマーキャンプ（車いすユーザーの乗馬）

▲ 同居する１家族を対象にしたサマーキャンプ
　 （ペットボトルロケット）

▲ コロナ禍での活動内容を
　 CAMP NEWSで広報
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公益財団法人
スペシャルオリンピックス日本

知的障害のある人が47都道府県の地区組織で日常的にさまざまな種目のスポーツに挑戦し、全国大会 や世界大会を目指す。「スペシャルオリンピックス日本」(SON)は、そんなアスリートたちを支援する活動を
27年間行ってきました。しかし、コロナ禍で競技大会は軒並み中止となり、日頃のトレーニングも ままならない日々が続きますが、これを機に今までになかった新しい活動もスタートしています。そこで
「スペシャルオリンピックス日本」の理事長を務める有森裕子さんにお話を伺いました。

有森 私はSONの活動は「共育」、つまり共に育つ、共に創り出すものだと思っています。これまで、知的障害のある人とない人が共に
スポーツを通じて気づきや理解を生みだす「ユニファイドスポーツ」の普及に力を注いできたのもそのためです。
今、第5波と言われていたコロナ感染者の数が減ってきて、観客数の制限や感染リスクへの注意を払いながら、さまざまなスポーツイ
ベントが徐々に再開され始めています。しかし、知的障害者に関する感染リスクのデータが少ないこともあり、アスリートの安心安
全を最優先に考えると、活動の再開には慎重にならざるを得ない状況は変わっていません。
でも、私たちはこの実情をただ悲観するのではなく、障害者と健常者の壁を取り払って、スポーツだけでなく社会全般において“ユニ
ファイド”が実現する日が来ると信じています。コロナ禍でスタートした新しい活動を続けることはもちろん、これからも“Be with 
all”のスローガンのもと、ユニファイドスポーツを通じて、多様な人々が分け隔てなく生きていける社会の実現を目指す活動を続け
ていきます。

『障害者と健常者の壁がなくなる“共生社会”の実現を目指して活動を続けます』
̶  いまだ収束に至っていないコロナ禍ですが、今後の活動の展望をお聞かせください。

有森 例えば、2020年に初めて開催した「SONオンラインマラソン」は、総勢2,000名以上の方にご
参加いただきました。これは、知的障害のある人もない人も関係なく、いつでも、どこでも、誰でも、
共に走ることができるマラソン大会。走っても、歩いても、車椅子でもいいので、その走行距離をオ
ンラインで送ってもらい、参加者全員の距離を合計します。第1回大会では、直線距離で地球6周に
相当する距離を皆さんと共に走ることができました。
2021年も10月2日から開催。開会式にはシドニー五輪金メダリスト高橋尚子さんを招いてスター
トを切っています。大会中はWebサイトの地図上で、参加者合計の走行距離、世界のどの地点に到
達したかが見られるほか、個人部門とチーム部門の走行距離ランキングも掲載されます。
オンラインマラソンのメリットは、時間と場所を選ばないので、リアルな大会に出られない人も気
軽に参加でき、運動の習慣化や運動不足の解消にもつながるところです。だから、リアルな大会が
再開される日が来ても、オンラインマラソンは続けていきたいと思っています。

『オンラインを使って、リアルとネットを組み合わせた取り組みを始めています』
̶  コロナ禍で新たに始めた活動にはどのようなものがありますか？

有森 知的障害のあるアスリートやそのパートナー、ボランティアが集まってスポーツを行うSONの活動はコロナで大きな打撃を受
けました。4年に1度の冬季ナショナルゲームとして2020年2月に北海道で開催予定だった全国大会は中止を余儀なくされ、日本中か
ら約1,000名のアスリート、延べ3,000名の関係者が一堂に集い、障害の有無を超えて交流する大切な機会がなくなってしまったの
です。以後現在まで、SONは人が集まるイベントや競技会は再開できていません。
この厳しい状況下で気づいたことが2つあります。1つは、知的障害のある人たちへの関心がまだ低い中で活動の機会が奪われた結
果、ますますその存在が忘れられ、社会の中で置き去りにされるのではないかということ。もう1つは、そうした不安を払拭するため
にも、これまでやってこなかった新しい活動をスタートさせ、多くの人に参加してもらえる機会を増やしていかなくてはならないと
いうことです。

『競技会やトレーニングができなくなったことが、活動を見つめ直す機会に』
̶  新型コロナの感染流行で、SONの活動はどのような影響を受けましたか？

有森 パラリンピックへの関心が高まっているのは、自分や周りの人がいつ体に障害を抱えるようになるかわからないという思いも
あるからではないでしょうか。でも知的障害は、自分たちが身をもって体験する可能性は低いと考えている人が多い。だから、スペ
シャルオリンピックスは日常的に見てもらう機会をつくり、一緒にその時間を共有しないと、なかなか理解してもらえないのが実情
です。
パラリンピックは60年間の歴史があるのに、TOKYO 2020でようやく盛り上がった。それは自国開催でたくさん報道されたからで
す。今年ドイツでスペシャルオリンピックスの世界大会が予定されていますが、盛り上がるかどうかは、いかに多くのメディアに取
り上げてもらえるかなんです。幸い何人もの有名オリンピアンの皆さんがSONを支援してPRしてくださっています。私たちもホー
ムページやSNSなどを使って、さらに輪を広げていく流れをつくっていきたいと思っています。

̶  東京パラリンピックで身体障害者への関心は高まりましたが、
　  知的障害者への関心はまだ低いとお考えですか？

国内大会や競技会が開催で きなくなり、
オンラインによる新しい活 動をスタートしています。

公益財団法人
スペシャルオリンピックス日本
理事長　有森 裕子さん

※「スペシャルオリンピックス日本」の活動は季刊誌「Do Together」第3号(2019年10月発行)で紹介しました ▶

※このインタビューは2021年10月に実施したものです。記事内容、数字などは変わっている可能性があります。

有森 SONで最初に実施したオンラインイベントは2020年7月に実施した「モザイクアート」
です。これは、アスリートやスタッフ、支援企業の社員の皆さんが願いを込めて描いた絵をオ
ンラインで本部に送ってもらい、集まったたくさんの絵で一つのアートに仕上げるという
キャンペーン。私の描いた1枚も入っています。
また、SONのアスリートたちがオンラインミーティングで企画をまとめ、自らSONの活動を
広報する「アスリートアンバサダー」も2020年9月からスタート。自分たちの経験を発表した
り、有名アスリートへのインタビュー動画を発信したりしています。
さらに、日常的に運動機会が少なくなった皆さんがオンラインで繋がって、一緒にトレーニ
ングを行う「Zoomで楽しくユニファイドトレーニング」や、トレーナーとコーチ向けのウェ
ビナーもこまめに開催。リアルな講習会ができない間も、スペシャルオリンピックスに関す
る理解を深めてもらう時間を提供しています。

̶  ネットを駆使したSONの活動は、他にもいろいろ広がっているようですね。

▲ 全国のアスリートや支援者から送られた
　 絵を集めて作られたモザイクアート

▲ アスリートストーリー発表会のようす ▲ オンラインで開催したユニファイドトレーニング

▲ SON オンラインマラソン2021開会式にて
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認定NPO法人
親子はねやすめ

医療的ケアが必要な子どものいる家族を旅行会やイベントに招待してきた「親子はね やすめ」。コロナ禍のせいで、これまでのような交流ができなくなりました。そこで、オンラインを使ったコン
サートやティーパーティーなど、感染症に弱い病児でも、おうちで楽しい時間を過ご してもらえるイベントを定期的に開催しています。そこで代表理事の宮地浩太さんに、コロナ禍の2年間を振
り返ってもらいました。

宮地 手探りで始めたコンサートやティーパーティーなどのオンライン企画は、これからも
継続していきたいですね。その上で、病児のいる親同士が気軽にお話しできる場も増やせた
らいいなと思っています。例えば、私たちが支援している家族は比較的低年齢の病児が多い
ので、もう何年も重病児のケアをしている親御さん、つまり医療ケアに関してはベテランの
お父さん・お母さんにご協力いただいて、若いママやパパとコミュニケーションできる場を
オンラインでつくるとか。体験談を聞いたり、悩みを相談したり、いろいろなハードルを乗り
越えてきた知恵を後輩家族に伝えられたらすごく力になるんじゃないかと思います。

『重病児の親同士が話し合ったり、相談し合ったりできる場もつくっていきたい』
̶  医療的ケア児の親同士がオンラインで気軽にお話しできる場もあるといいですね。

宮地 そうですね。医療的ケアの必要な病児にとっては、今という時間
がとても大切。家族の強い希望と医療者の推薦があれば、ぜひレスパ
イト旅行会を実施したいのですが、現時点では、万一のことを考えて
慎重にならざるを得ないのが実情です。いずれ良い治療薬ができて、
新型コロナがインフルエンザなみの病気になる日が来たら、少しでも
早い時期に本来の活動を再開したい。ただ危惧しているのは、今、活動
の停滞を余儀なくされている私たちのようなNPOにとって、コロナ禍
が収まって本来の活動を再開しようと思っても、必要な寄附が短期間
で集まるかということです。「コロナなんかに負けない！」という私た
ちの意志をかたちにしていくためのご支援を、今まで以上に、企業に
も個人にも働きかけていきたいと考えています。

̶  早くコロナが明けて、旅行会などを再開できる日が来てほしいものです。

宮地 コロナ禍により、感染症に弱い重病児がいる家族はますます外と接する機会が減ってきています。施設などで親御さんが知り合
いと出会っても、立ち話することも難しいそうで、皆さんコミュニケーションする機会が減っているんですね。そこで、重病児のいる
家族同士の交流を目的に「オンラインティーパーティー」をスタートしました。参加家族にはあらかじめ同じお菓子やアロマなどを
送っておき、オンラインで繋がりながら、一緒に食べたり、匂いを嗅いだりすることで、視覚・聴覚・味覚・嗅覚と、いろいろな感覚を同
時に共有しながら、一体感のある時間を過ごせるようにと考えています。ティーパーティーは1時間ほどですが、参加者が目隠しして
同じテーマの絵を描いて感想を言い合ったり、おうちの中の四角い物を探して見せ合ったりと、参加家族みんなでワイワイ楽しめる
コンテンツを用意して、時間の経つのも忘れて盛り上がっています。

『重病児がいる家族同士が交流できるオンラインティーパーティーも始めました』
̶  コンサートの他にも、オンラインを使ったイベントをやっているそうですね。

宮地 それぞれの家族との繋がりを大切にするオンラインイベントは、コロナ禍の中で私たち
に何ができるかを試行錯誤して始めたものでしたが、それによる気づきもありました。
例えば、それまで実施してきた旅行会やイベントは、一度に招待できる人数に限りがあるし、
場所や時間の制約もあります。でもオンラインのイベントなら、おうちにいながらにして参加
できますから、これまで以上に多くの家族と接点を見つけることができる点で、新たな可能性
を感じています。今まで関わりを持てた家族との再会はもちろん、はじめましての人たちと出
会えるきっかけにもなっているのがいいですね。

̶  オンラインによる催しなら、おうちから気軽に参加できますね。

家族旅行会やきょうだい 児イベントができなくなって、
オンラインの活動で家族 との繋がりを深めています。

認定NPO法人 親子はねやすめ
代表理事　宮地 浩太さん

※「親子はねやすめ」の活動は季刊誌「Do Together」第4号(2020年4月発行)で紹介しました ▶

※このインタビューは2021年10月に実施したものです。記事内容、数字などは変わっている可能性があります。

「親子はねやすめ」は優れた活動成果が認められ、2021年10月に東京都から「認定NPO法人」の認証を得ました。

宮地 新型コロナ感染拡大の影響で、医療的ケア児がいる家族を
対象に毎年行っていた ①親子レスパイト旅行会 ②きょうだい
児キャンプ ③デイトリップ などの“お出かけ企画”がすべて実
施できなくなりました。そこで、まず始めたのがオンラインコン
サート。これは、重病児のいる家庭や福祉施設の子どもたちと事
務局、ボランティアスタッフなどをオンラインで繋ぎ、仙台で活
動する遊び歌ユニット“あきらちゃんとジャンプくん”が進行役
になって、歌ったり、踊ったり、ゲームをしたりしながら、楽し
いひと時を過ごしてもらおうというもの。2020年5月のスター
ト以来毎月実施しています。コンサートが始まる前と終わった
後には、各家族がボランティアスタッフと近況を話し合い、コ
ミュニケーションを大切にする時間もつくっています。

『オンラインコンサートを毎月開催。病児家族がおうちで楽しめる時間をつくっています』
̶  今まで行ってきた旅行会やイベントなどの活動は、コロナ禍でどうなりましたか？

▲ オンラインコンサート告知サイト

▼オンラインコンサートのMC “あきらちゃんとジャンプくん”

▲ オンラインティーパーティーの参加者

▲ オンラインで画面に語りかける宮地理事長

▲ コロナ禍前のきょうだい児
　 キャンプのようす

▲ コロナ禍前のコンサートのようす
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