
濃い濃い1年を支えてくださったみなさま、本当にありがとうございました。15周年イ
ヤー後半も、きょうだい支援を一歩でも一歩でも前に進めるため、全力で楽しく、ゆる
ゆる、がんばります。引き続きご一緒によろしくお願いいたします。

2003年11月1日生まれのしぶたね、昨年無事に15周年を迎えました。ありがとうございま
す！2018年度は、憧れだったJAMMINさんとのコラボTシャツに始まり、シブサポキャラバ
ン、きょうだい支援リーダー会議、念願叶ってアメリカのドナルド・マイヤーさんを招聘！シ
ブレンジャー全色お披露目！「きょうだいの日（シブリングデー）」制定！病院活動マニュア
ル作成！と、しぶたね史上最高に盛りだくさんの1年を駆け抜けました。
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盛りだくさんの　　　周年ありがとうございました！

病気をもつ子どもの 「きょうだい」 のためのNPO 法人
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②

JAMMINさんコラボありがとうございました！
2018年度はJAMMINさんコラボTシャツ企画からスタートしま
した。JAMMINさんは京都発のチャリティ専門ファッションブラ
ンド。1週間限定でさまざまなNPOとコラボして、NPOのコン
セプトからイメージしたデザインを描き起こしてくださいま
す。しぶたねのためにDLOPさんがデザインしてくださったの
は可愛いモビール！モビールみたいにいろんな気持ちが揺れ
ていいんだよ。誰かが弱ったときはみんなでバランスとって支
えよう。そんなメッセージが込められています。

たくさんの方がご協力くださり、開始1日で目標金額の50％を
達成、1週間で約30万円のチャリティが集まりました。このご寄
付で、全国のNICUと、病弱教育部門をもつ特別支援学校に
「きょうだいさんのための本」①②あわせて届けることができ
ました！1年経った今でもあちこちでモビールTシャツ着てくだ
さってる方々に出会えます。みんなみんなきょうだいさんのモ
ビールの中の大切な人たちです。ありがとうございます。

H2Oサンタさん
NPOフェスティバル

ありがとうございました！
7月14～16日の3日間、阪急百貨店うめだ
本店の祝祭広場で開催されたNPOフェス
ティバルに参加しました。北海道から淡路
島からあそびに来てくださったみなさまあ
りがとうございました。「ごぼぶくろけっ
と」コーナーでは、助っ人に駆けつけてくだ
さった武田薬品労働組合のみなさま、し
ぶたねボランティアさんのおかげで、200
人以上の子どもたちがロケット作ってくれ
ました。「こんな活動があるんですね」「必
要ですよね。ひろがるといいですね」「お
友達のお家のきょうだいさんに冊子渡し
ます！」とありがたいお言葉たくさんいた
だきました。

（←つぶたねもカンパグッズに登場♪）

応援ステージ「紙皿シアター
まんまるちゃん」　子どもた
ちがどんどん吸い寄せられ
ました。杉山春菜先生、
ありがとうございました！



春の「きょうだいさんの日」、最初のゲームは「レン
ジャービンゴ」。ビンゴシートを持ってシブレンジャーの
ところをまわって質問し、あてはまるレンジャーさんにま
るをつけてもらって、ビンゴを目指します。レンジャービ
ンゴの真ん中の質問は「ぼく/わたしのことが好き」。他
の質問をしに来た子にもきっとシブレンジャーが次々こ
の質問に丸をつけて、この子のビンゴシートはこんなカ
ラフルなことになっていました。こんなレンジャーさんた
ちが大好きすぎるのです。

2018年度もたくさんの笑顔に会えました
きょうだいさんの日

（4月10日のきょうだいの日制定にあわせて「きょうだいさんの日」
になりました）

8月　TSURUMIこどもホスピスさんで
　　「中学生からのきょうだいさんの日」
☆H2Oサンタさまを通じて、キムラフルーツさまから高級メロン
とマスカットを差し入れていただきました☆
8月　明石肢体不自由児者父母の会さんに出前
10月　栃木の認定NPO法人うりずんさんに出前
10月　30回目の「きょうだいさんの日」
☆30回記念で、スペシャルゲストのLUSHさんがKnot Wrap
(風呂敷)ワークショップ届けてくださいました☆
11月　チャイルド・ケモ・ハウスさんに出前
☆ひといろプロジェクトさんのカラー診断＆くるみボタンワーク
ショップ楽しかったです☆
12月　番外編「駄菓子ブーケをつくろう☆」
旭川大学短期大学部佐藤先生＆ゼミのみなさまが学園祭の
焼きそば屋さんで集めてくださったご寄付＆駄菓子屋みっこ
ちゃんのご協力で今年も開催！
12月　 中学生からのきょうだいさんの日
　　　  「クリスマスカード工場と焼き芋の会」
3月　  第31回「きょうだいさんの日」

病院活動
毎月2回、可愛いきょうだいさんたちがあそんでくれて、
累計300回を超えました。3月22日の医療センターの
きょうだいイベントにはマイヤーさんと有馬さんも参
加。きょうだいさんと一緒にあそんだり、廊下で待って
いるきょうだいさんに話しかけてくださり、はにかむ
きょうだいさんがとても可愛く夢みたいな光景でした。
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シブリングサポ
ーター

キャラ
バン

今年度のシブサポは、タケダ・ウェルビーイング・プログラム2017の助成により、福島県、群
馬県、大阪第3期、和歌山県、福井県で開催できました。
2回目となったサポーターミーティングでは、きょうだい支援を広める会の有馬靖子さんを
講師に招き「やすこさんに聞いてみよう！―どうしてきょうだい支援をはじめたの？どう
やってきょうだい支援を成長させてきたの？世界各国のきょうだい支援はどんななの？」
をテーマに、世界のきょうだい支援の流れと現状を学び、その後のグループトークでは、
日々の実践や職場で出会うきょうだいのことや、これからきょうだいプログラムを始める
にあたって悩んでいること等をそれぞれのグループで話し、励まし合いました。
2019年度は、6月23日仙台（認定特定非営利活動法人アフタースクールぱるけさん）と7月
13日札幌（北海道こどもホスピスプロジェクトさん）、
10月13日東京（NPO法人こどものちからさん）が
決まっています。10月14日はシブサポミーティング
初めての東京開催予定！ミニ講座の講師は「ぷる
すあるは」さんにお願いしています。詳細発表をお
待ちください。

シブリングサポーター
研修ワークショップ

シブリングサポーターさんが
162名増えて、合計459名に

なりました！

「チーム
  ぐんま」 で
400人達成！

「病院内、きょうだいさん活動のための
　安心マニュアル」できました

病院のスタッフの方や、ボランティア活動をされている方から「病院できょうだいさんと
あそぶボランティア活動を導入したい」という嬉しいご相談をいただくことが増えたの
で、武田薬品工業株式会社さまのNPOサポートプログラムで助成いただき、まずは16
ページの小さな冊子をつくりました。デザインはCo.to.ha.naさんです（コメントにご協
力くださったみなさま、ありがとうございました！）。
全国の小児科460か所に送付し、しぶたねホームページでPDFを公開しています。④



東京国立市公民館主催講座/CLASS 医療的ケア児を地域で支える多職種勉強会/闘病記
フェスティバル/TSURUMIこどもホスピス研修会/神戸女学院大学/関西国際大学/神戸大学/
愛知淑徳大学/大阪府茨木保健所/大阪府池田保健所/大阪市保健所/山城北保健所/京都府
中丹東保健所/つくばきょうだい支援の会ふたば/兵庫県立こども病院/大阪市立総合医療セ
ンター/長野県立こども病院/九州大学病院/神奈川県立こども医療センター/大阪府立大学図
書館/花ノ木医療福祉センター/宝塚市自立支援協議会/松蔭中学校/チャイルド・ケモ・ハウス
ボランティア研修会/認定NPO法人うりずん家族交流会/栃木県小児在宅医療体制構築事業 
家族支援に関する公開講座/横浜こどもホスピス・小児緩和ケア人材育成プログラム等 

2018 年度の呼んでいただいた記録。ありがとうございます！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9月、きょうだいさんのための本を
　　　　　　　　　　　　　　　　NHKの朝のニュース「おはよう関西」で取り上げて
いただきました。その後「おはよう日本」で再び全国放送され、なんと英訳されて「NHK 
WORLD」でも放送され、米国Sibling Support Projectのトップページで紹介されること
に！次々に問い合わせがあり、全国のきょうだいさんたちのもとに冊子が届くことになり
ました。取材にご協力くださったきょうだいさんご家族のみなさま、明星大学の吉川かお
り先生、丁寧に取材をすすめてくださったディレクターさん、放送を観てくださったたくさ
んの方々に感謝しかありません。この時のディレクターさんが、マイヤーさん招聘プロジェ
クトも取材して、再びニュースの中で放送してくださいました。全国のきょうだいさんがひ
とりぼっちじゃなくなるように、たくさんの応援の力が集まっています。

「きょうだいさんの
ための本」が

NHKで紹介されました

2018 年度の支えていただいた記録。ありがとうございます！
・「タケダ・ウェルビーイング・プログラム」の助成で、シブサポに加え「きょうだい支援リーダー
会議」を支えていただきました。3年目になる今年度は、サポーターさんと協力して保護者の方
の不安を軽減する目的の「きょうだい支援リーフレット」を作成予定です。
・「タケダNPOサポートプログラム」で、病院活動を見直し、活動マニュアルが作成できました。
・武田薬品工業株式会社さまからは募金や切手のご寄付もいただきました。
・近畿ろうきんNPOアワード優秀賞に選んでいただきました。
・毎日新聞社会事業団さまの「小児がん征圧募金」の贈呈先に選んでいただきました。
・第10回「阪急阪神 未来のゆめ･まち基金」の助成団体に採択していただきました。
・一般財団法人H2Oサンタさまを通してご寄付をいただきました。
・イオンスタイル四条畷さまでイエローレシートキャンペーンお世話になりました。
ほかにも切手や文房具、可愛いクリスマスプレゼントなど、個人の方、団体の方、そしてAmazon
ほしいものリストのサンタさんにたくさん支えていただきました。ありがとうございました。

⑤



ドナルド・マイヤーさん
ジャパンツアー

無事開催できました

神様マイヤーさんと、日本のきょうだい
支援の母、有馬さんのシブピンクと！米国Sibling Support Project創始者であり、

きょうだい支援を世界に広げてきた第一人
者ドナルド・マイヤーさんが2018年引退を表
明されました。もう一度、マイヤーさんに日
本に来てほしい！そう決心し、準備を進めて
きた2017年、「第11回よみうり子育て応援団
大賞」の大賞に選んでいただき、その賞金
200万円でマイヤーさんジャパンツアーを実
現することができました！

3月16日17日東京（講演＆シブショップファシ
リテータートレーニング）→19日仙台（講演）
→21日大阪（講演）。招聘チームのメールの
やりとりは軽く1000通を超えていました。
東京講演の参加者は満席142名、仙台は約
180名、大阪は237名、500名以上の方にマイ
ヤーさんのお話聞いていただき、東京でのシ
ブショップファシリテータートレーニングを受
講された方によって、新たに12カ所のシブ
ショップが誕生する予定です。（今回のトレー
ニングが、マイヤーさんが単独で行うトレー
ニングの最後の機会でした。その日を日本に
してくださったこと、心が震えます。）

⑥

マイヤーさんは、きょうだいも、支援者も、力
強く称え、励ましてくださいました。
大阪講演では、米国でのきょうだい支援の
歴史に加え、きょうだいの特有の悩みと得が
たい経験、支援者ができることについてお話
しくださいました（大阪講演は、講演録を作
成中です）。しぶたねからは、リーダー会議で
まとめた国内のきょうだい支援の現状を報
告し、「20年足らずの短い期間でこれだけの
ことを成し遂げた国は他にない。」とコメン
トいただきました。鳴り止まない拍手、熱気
あふれる会場の空気、日本のきょうだい支
援がいっそう広がる希望を感じました。

ツアーにご参加、応援してくださったみなさ
ま、「きょうだい支援を広める会」の有馬さ
ん、栃木の「SHAMS」滝島さん、仙台に広げ
てくださった「アフタースクールぱるけ」谷
津さん、縁の下の力持ち「こどものちから」
さん、「京都きょうだい会」の松本さん、すば
らしい通訳の金子久子さん、ありがとうござ
いました。マイヤーさんが教えてくださった
こと、日本のきょうだい支援の次の一歩に必
ず、つなげます！

3月21日
講演 in Osaka

関西国際大学
KUISホール



                       今年のクリスマスは振って楽しいシェイカーカード。
　　　　　材料を送ってくださったAmazonのサンタさん、カード
工場を手伝ってくださった皆様ありがとうございました！「ぷるす
あるは」さんを経てウェルズファーゴ証券の皆様が作ってくださっ
た豆本とチクチク会さんからのプレゼントきょうだいさん
に届けました☆めっちゃ可愛いです。

きょうだい支援の活動をより安定させ、ひろげていくために、
資金で活動を応援してくださる会員さんを募集しております。
活動の継続のために、たくさんのアイディアを形にしていくために、
どうぞたねまき仲間になってください。
個人応援会員さん　1口3,000円～/年
団体会員(シブチーム会員)さん　1口10,000円/年
マンスリー応援会員さん　1か月500円～
・通信（年1回発行予定）と、メンバーズステッカーを送らせていただきます。
・会員は年度（4月1日から翌年3月31日）更新とさせていただきます。
詳細はしぶたねホームページの「応援する」メニューからお願いいたします。

応援会員さん募集してます

メンバーズステッカーの柄は
毎年変わります！ ⑦

シブレンジャー全色デビュー！
ついについに…！
シブレンジャーのスーツが全色揃い
ました！シブリングデー制定式に先
駆けて、やっぱり最初はきょうだいさ
んたちの前でデビューしたいよねと
いうシブレッドの思惑により、「きょ
うだいさんの日」で初お披露目☆

全体ポーズのあと、1人ずつの色にちなんだきょ
うだいさんへのメッセージ、最後は全員で「大切
なきみを」「ひとりにはさせない！」たねまき戦
隊シブレンジャーは、きょうだいさんの味方で
す！登場シーンはYotubeで動画公開中です

↓制定式はくす玉割りと、サックス演奏の
　Emu＆椿さんの応援ステージ♪
　とってもすてきでした！

Xmas
2018

制定式は、「日本アラジール症候群の会」
の吉田さんが綺麗な写真を撮ってくださ
いました！



⑦ よく似合うね！
 
⑧ 癒される～！

アメリカ在住の方のブログで知った「ほめことば１０１(101WAYS TO PRAISE YOUR 
CHILD)」。さまざまな子ども向けのほめ言葉101個が一覧になったものが、マグネットシート
などになって、保育所などで配られているそうです。
日本のほめことばにも、もっともっとバリエーションがあったらすてき☆ということで、目標
100個、ほめことばを集めていけたらいいなあと、プチプロジェクトつくりました。うちの子こ
んなふうにほめてるよ！とか、こんなのどう？とか、ぜひぜひ教えてください。みんなでいいと
こみつけ上手、ほめ上手になっちゃいましょう。

h�p://sibtane.com

sibtane
@sibtane
facebook.com/sibtane

しぶたねInformation 第3号/編集・発行：NPO法人しぶたね

活動はご寄付や助成金等で支えられています。あたたかなお気持ちありがとうございます。

⑧

2019年
日本記念日協会に
登録されました

ご支援メニューの
ページに飛びます。
いつもありがとう

ございます！

きょうだいの日（シブリングデー）は、米国で広く知られている、
父の日、母の日の、兄弟姉妹版の日です。今年4月、219名の制定発起人
のみなさまと一緒に、日本でも「きょうだいの日（シブリングデー）」として制定しました。
この日が日本でも、自身の兄弟姉妹や、天国にいる兄弟姉妹、兄弟姉妹のように大切な
人のことを思う「すべてのきょうだいのための日」に、そして、病気や障がいをもつ子ども
のきょうだいにたくさんの人の応援の気持ちが届く優しい記念日になればいいなと思っ
ています。
2019年の「きょうだいの日」は、近畿ろうきんNPOアワードの助成により
1万枚の啓発コースターを全国で配りました。コースターアンバサダーさん
としてご協力くださったみなさま、キャンペーンポスターできょうだいさん
に優しいメッセージを寄せてくださった清水健さま、可愛いしぶくまコース
ターをデザインくださった株式会社ガハハさま、陰で支えてくださった
大阪市地域公共人材バンクのみなさま、ありがとうございました！


