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特定非営利活動法人　シャイン・オン・キッズ
Specified Nonprofit Organization Shine On Kids

１　事業の成果　Achievement / Accomplishment of projects (or activities)

<ファシリティドッグ事業>
病院での動物介在介入による医療支援を目的としたファシリティドッグ・プログラムを、4箇所の小児医療
施設で実施しました。神奈川県立こども医療センター（アニー）東京都立小児総合医療センター（アイ
ビー）に加え、7月からは新規導入となる国立成育医療研究センター（マサ）、9月には静岡県立こども病
院の活動をヨギからタイに引継ぎ、4病院の訪問は合計延6631回でした。
外部の専門家4名を迎えたファシリティドッグ・アドバイザリー・ボードとの協働も本格化し、現在はファ
シリティドッグの健康管理方法の改訂や、フォローアップ研修の拡充、次年度の新モデルによるサポー
ト・チーム（仮）の導入に向け計画を立案するなど、持続しやすい仕組みづくりに鋭意取り組んでいま
す。

<ビーズ・オブ・カレッジ事業＞
治療中の子どもたちの日々の治療、検査、症状などの出来事をカラフルなビーズで記録するアート介在療
法のビーズ・オブ・カレッジ・プログラムは、茨城県立こども病院、大阪市立総合医療センターを始め、
国内24病院で導入しています。（2021年中に1病院が新規導入開始）コロナ禍でも活動が活発に行われ432
人の患児が参加しました。医療スタッフ向けの研修は計19回全てオンラインにて行い、新規ビーズ大使は
141名誕生しました。11月には全国の医療スタッフ向けにオンラインにて事例報告交流会を開催しました。
2021年も、ビーズ・オブ・カレッジ参加者を含む小児がん経験者の長期フォローアッププログラム「キャ
ンプ・カレッジ」を行いました。実際に小児がん経験者である大学生のリーダーを核に学習/キャリア支援
に繋がるオンライン・ワークショップをシリーズで計4回企画しました。小学生から社会人まで（AYA世代
含む）の小児がん経験者が述べ30人が参加しました。　

<小児がんに関する啓発イベント事業>
新型コロナウイルス感染症拡大防止措置のため、予定していた啓発イベントはすべて中止となりました。
活動報告会及び資金調達イベントがリアルで不可能となったため、クラウドファンディングやオンライン
イベント、小児がん経験者向けウェブサイト「シャイン・オン！フレンズ」やYouTubeでの動画配信などを
通して啓発活動を行いました。

＜その他の小児がんの子ども達やご家族の交流イベント事業＞
2020年に新規で立ち上げた緊急事業、コロナ禍で入院中の子ども達が社会的に孤立することを防ぐため、
緊急に各種助成金を獲得し”シャイン・オン！コネクションズ”（小児病棟に向けたインタラクティブな
オンライン事業）は2021年も継続しました。全国18病院に通信機能付きiPad/プロジェクター/遠隔操作ロ
ボット等の機器を配布、専門家の講師陣やミュージシャン、ボランティアの方々と患児が双方向に繋がり
アート、音楽、英語、サイエンス、マジックショー、LEGO等約20のコンテンツを展開、美ら海水族館、南
アフリカクルーガー国立公園へのバーチャル遠足や、企業と繋がりバーチャル職場訪問も実現させまし
た。計129回、延べ1127人が参加しました。また、病児を持つ母親向け支援プログラムとして、5月～11月
毎月「お母さんのおしゃべりカフェ」、絵本作家葉祥明さんとコラボの「母の日コンサート」や「ゼンタ
ングル～大人のお絵描き」「現役がん相談員との座談会」「秋の朗読会」「マインドフルヨガ」などオン
ラインイベントを合計12回実施、述べ80名のかたに楽しんでいただきました。



<Hospital Facility Dog Program>
The Facility Dog Program, which aims to provide medical support through full time
animal-assisted intervention at hospitals, was implemented at four pediatric medical
facilities. In addition to the Kanagawa Children's Medical Center (Annie) and the Tokyo
Metropolitan Children's Medical Center (Ivy), we implemented the program at the National Center
for Child Health and Development (Masa) in July, and another new team (Ty) took over the
activities of the Shizuoka Children's Hospital from Yogi in September, bringing the total
number of visits to the four hospitals to 6,631.
The collaboration with the Facility Dog Advisory Board, which includes four external experts,
is now in full swing, and we are working hard to create a sustainable system by revising the
health management methods for facility dogs, updating follow-up training manuals, and planning
for the introduction of a new model support team (tentative) in the next fiscal year.

<Beads of Courage Program>
The Beads of Courage® program has continued at Ibaraki Children’s Hospital and Osaka City
General Hospital and as of December 2021, a total of 24 hospitals (432 patients) are doing this
program. We started providing the Chronic Disease Program to non-cancer patients from 2014 and
the program has been implemented in 10 of the above 24 hospitals. We have conducted 19 online
Beads Ambassador training sessions for medical staff and certified 141 new ambassadors this
year. In November SOK had an online conference with the ambassadors from hospitals for
exchanging the case studies under COVID-19 pandemic situation.

In 2021, SOK continued “Camp Courage for Survivors” to provide long-term follow-up support to
30 pediatric cancer patients. Leaders led the planning and implementation of 4 online workshops
supporting participants’ learning and career development.

<Awareness and Fundraising Activities>
All awareness and fundraising events were canceled due to the continued COVID-19 pandemic, but
we have changed our strategies to focus on crowdfunding campaigns as well , Shine On!
Friends (a special website for pediatric cancer patients and survivors), online events such as
concerts on YouTube and others.

<Other Programs>
We have continued our new online/interactive program called Shine On! Connections to support 18
hospitals nationwide providing iPads, projectors and remote control robots to pediatric wards.
It is an interactive online project for pediatric wards using emergency grants to prevent
social isolation. The children were interactively connected with expert lecturers, musicians,
and volunteers through approximately 20 content areas including art, music, English, science,
magic shows, and LEGO. Virtual field trips to the Churaumi Aquarium in Okinawa, Kruger National
Park in South Africa, and virtual workplace visits with companies have also been conducted. A
total of 129 events were held with a total of 1127 participants.

As a support program for mothers with sick children, we held monthly "Mothers' Talking Cafes"
from May to November, "Mother's Day Concerts" in collaboration with picture book author Shoumei
Yoh, "Zentangle: Drawing for Adults," "Roundtable Discussions with Active Cancer Consultants,"
"Autumn Reading Sessions," "Mindful Yoga," and other online events. A total of 12 events were
held online, with a total of 80 people enjoying them.

*Shine On! Kids (formally known as the Tyler Foundation) was founded in 2006.



２　事業の実施に関する事項
（１）特定非営利活動に係る事業

事業名
Name of
program

事　業　内　容
Content

実　施
日　時
Implementati
on
Date/Time

実　施
場　所
Implementati
on Place

従事者
の人数
Number
of
Workers
Engaged
in this
Program

受益対象者
の範囲及び
人数
Beneficiary
's Scope
and
Head-count

事業費の
金額
（千円）
Expenditur
e
(Unit:
JPY1,000)

入院中の子
ども達の交
流イベント
企画・運営
事業

ファシリティドッグ・プロ
グラム
Facility Dog Program

-病棟 ベッドサイドへの訪
問
-辛い治療や検査の際の付
き添い
-手術室への同行
-リハビリテーションの支
援
-緩和ケアチームの一員と
して活動
-院内イベントへの参加
-講演会での各種発表や関
連大学での講義
-ファシリティドッグ候補
犬の育成

-Visit bedside in the
wards
-Attend when children
undergo painful or
difficult treatments
-Attend when children go
to surgery
-Support rehabilitation
-Support children as a
member of Palliative
Care Team
-Participate in hospital
events
-Presentation/speech at
various seminars and
universities
-Raising facility dogs
in training

ファシリティドッグ・プロ
グラムに関する研究事業
Research Project for
Facility Dog Program

神奈川県立こども医療セン
ター倫理委員会審議許可：
1件

令和3年1月～
12月
週5回

From January
to December
2021
5 days/week

令和3年1月～
12月

January -
December
2021

静岡県立こど
も病院、神奈
川県立こども
医療セン
ター,東京都
立小児総合医
療センター,
国立成育医療
研究センター

Shizuoka
Children’s
Hospital,
Kanagawa
Children’s
Medical
Center,
Tokyo
Metropolitan
Children’s
Medical
Center,
National
Center of
Child Health
Development

神奈川県立こ
ども医療セン

ハンド
ラー5人

5
Handlers

プログラ
ムマネー
ジャー/
研究員１
人

1
Program
Manager/
Research
er
ファシリ
ティドッ
グ育成ト
レーナー
2人

2
Facility
Dog
Trainers

研究員1
人1人
ハンド
ラー2人

1
Research
er
2
Handlers

令和3年41月
から令和3年
12月まで件
の訪問 6631
回

Since
January to
December
2021, about
6631
visits.

70,613



The research project was
formally approved by
Ethical Review Board of
Kanagawa Children’s
Medical Center: 1
subjects

ター/静岡県
立こども病院
Kanagawa
Children’s
Medical
Center

入院中の子
ども達の交
流イベント
企画・運営
事業

ビーズ・オブ・カレッジ
Beads of Courage®

ビーズ・オブ・カレッジは
子どもたちの日々の入院生
活の出来事(検査、治療、
手術、移植等）をビーズで
記録するプログラム。子ど
も達の治療に対する勇気を
称え、心理学的に証明され
たプログラム。2021年12月
現在国内24の病院で導入。

Beads are presented for
critical events in a
child’s cancer
treatment program.
Beads serve as a
tangible record of a
child’s courageous
journey. 24 hospitals
in Japan have this
program as of December
2021.

キャンプカレッジ
小児がん経験者のための学
習キャリア支援
Camp Courage for
Survivors

オンラインによる心のケア
と学習支援事業
シャイン・オン！コネク
ションズ
Shine On! Connections

令和3年1月か
ら12月
週5日

From January
to December
2021
5 days/ week

下記参照　
Please see
below

オンライン
Online

オンライン
Online

コーディ
ネーター
3人,ボラ
ンティア
（複数）

3
Coordina
tors

Several
voluntee
rs

コーディ
ネーター
2人,ボラ
ンティア
（複数）

2
Coordina
tors,vol
unteers
and
interns

職員等４
人及び業
務委託
者、ボラ
ンティア
多数
4 staffs
and many
contract
ors/volu
nteers

令和3年1月
から12月ま
で432名が参
加

Since
January to
December
2021,
432
children
participate
d in the
beads
program.

令和3年1月
から12月ま
で30名が参
加
Since
January to
December
2021, 30
survivors
participate
d in Camp
Courage

令和3年1月
から12月ま
で1127名が
参加
From Jan to
December
2021,
patients
participate
d in Shine
On!
Connections

47,881



病児を持つ母親支援
シャイン・オン！マザーズ
クラブ
Shine On! Mothers Club

オンライン
Online

コーディ
ネーター
2人
2
Coordina
tors

80名が参加

80 mothers
participate
d in the
program

ビーズ・オブ・カレッジ・プログラム実施病院　(24病院)
Implementation Places for Beads of Courage® (24 Hospitals)
茨城県立こども病院、大阪市立総合医療センター、東京都立小児総合医療センター、神戸大学医学部
附属病院、千葉大学医学部附属病院、島根大学医学部附属病院、札幌医科大学附属病院、東京医科歯
科大学医学部附属病院、大阪赤十字病院、兵庫県立こども病院、成田赤十字病院、中京病院、チャイ
ルド・ケモ・クリニック, 慶応義塾大学病院、高知医療センター、東京慈恵会医科大学附属病院、九
州がんセンター、沖縄県立南部医療センター・こども医療センター,国立がん研究センター中央病院,
筑波大学附属病院、横浜市立大学附属病院、日本赤十字社和歌山医療センター、他1病院
Ibaraki Children’s Hospital, Osaka City General Hospital, Tokyo Metropolitan Children’s
Medical Center, Kobe University Hospital, Chiba University Hospital, Shimane University
Hospital, Sapporo Medical University Hospital, Tokyo Medical And Dental University,
University Hospital of Medicine, Japanese Red Cross Osaka Hospital, Hyogo Prefectural Kobe
Children’s Hospital, Japanese Red Cross Narita Hospital, Japan Community Healthcare
Organization Chukyo Hospital, Child Chemo Clinic, Keio University Hospital, Kochi Health
Sciences Center, The Jikei University Hospital, Kyushu Cancer Center, Nanbu Medical
Center/Nanbu Child Medical Center, National Cancer Center Hospital, University of Tsukuba
Hospital,Yokohama City University Hospital, Japanese Red Cross Wakayama Medical Center, 1
other hospital

事業名 事　業　内　容
実　施
日　時

実　施
場　所

従事者
の人数

事業費の
金額
（千円）

http://www.chukyo-hosp.jp/


小児がんに関する
情報収集及び情報
提供事業

小児がん啓発活動及び団体の活動発
信 (オンラインイベント配信やクラ
ウドファンディングによる活動報告
を兼ねた資金調達イベントなど）
Awareness activities/events for
Childhood Cancer - raising the
awareness of childhood cancer
and our own programs including
online concerts and crowdfunding
campaigns

令和3年1月か
ら12月

From January
to December
2021

オンライン
Online

職員等5
人及び業
務委託業
者
5 staff
and
contract
ors

1,534



書式第１０号（法第２８条関係）　　　

特定非営利活動法人シャイン・オン・キッズ

（単位：円）

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金

現金 246,301

普通預金　三菱東京ＵＦＪ銀行渋谷支店(積立用） 24,342,588

普通預金　三菱東京ＵＦＪ銀行渋谷支店（作業用） 11,135,307

ペイパル預金 520,446

ゆうちょ 31,375,342

静岡銀行 870,049

計 68,490,033

棚卸資産 1,017,413

立替金 3,709,151

未収入金 6,400

　流　動　資　産　合　計 73,222,997

2 固定資産

1

595,775

100,000

計 695,776

　固　定　資　産　合　計 695,776

資　　産　　合　　計 73,918,773

Ⅱ　負債の部

１　流動負債 　

未払金 1,357,600

預り金 3,829

計 1,361,429

　流　動　負　債　合　計 1,361,429

負　　債　　合　　計 1,361,429

正　　味　　財　　産 72,557,344

工具器具備品

差入保証金- ワカ末ビル

令和3年度　特定非営利活動に係る事業　会計財産目録

　　令和3年　12月31日現在

科 目 金 額

車両運搬具

貸借・財産目録2021 3.財産目録



書式第１１号（法第２８条関係）　　

特定非営利活動法人シャイン・オン・キッズ

（単位：円）

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金 67,969,587

その他預金 520,446

商品 1,017,413

立替金 3,709,151

未収入金 6,400

現預金合計 73,222,997

　流　動　資　産　合　計 73,222,997

２　固定資産

車両運搬具 1

工具器具備品 595,775

差入保証金 100,000

　固　定　資　産　合　計  695,776

資　　産　　合　　計 73,918,773

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金 1,357,600 　

預り金 3,829 　

　流　動　負　債　合　計 1,361,429

負　　債　　合　　計 1,361,429

Ⅲ　正味財産の部

 前期繰越正味財産 72,025,845

 当期正味財産増減額 531,499

 正味財産合計 72,557,344

負債及び正味財産合計 73,918,773

令和3年度　特定非営利活動に係る事業　会計貸借対照表

科 目 金 額

貸借・財産目録2021 4.BS



書式第１３号（法第２８条関係）　　

特定非営利活動法人シャイン・オン・キッズ
（単位：円）

Ⅰ　経常収益

104,018,012 104,018,012
２　受取助成金等

受取助成金 8,496,000 8,496,000
３　事業収益

1,537,012
23,458,414

講演料収入 102,620 　
原稿料収入 0

5,387,496 30,485,542
４　その他収益

受取利息 328
1,380,004 1,380,332

経常収益計 144,379,886
Ⅱ　経常費用

１　事業費
(1)人件費

給料手当 50,264,654
賞与 5,345,933
法定福利費 7,059,740
福利厚生費 1,344,119
人件費計 64,014,446

売上原価 1,558,326
業務委託料 35,653,286
荷造運賃 317,269
交際費 1,045,388
会議費 48,805
旅費交通費 1,765,233
通信費 5,533,229
消耗品費 2,089,682
水道光熱費 369,477
支払手数料 2,460,485
新聞図書費 111,214
諸会費 6,000
地代家賃 1,418,526
リース料 1,454,200
保険料 863,373
租税公課 150,400
減価償却費 198,591
車両費 196,989
寄付金 50,000
研修採用費 3,220
修繕費 318,181
雑費 5,511
支払報酬料 397,500
その他経費計 56,014,885

　 120,029,331
２　管理費

(1)人件費
給料手当 7,706,670
法定福利費 814,121
福利厚生費 181,052
人件費計 8,701,843

業務委託料 5,910,486

業務委託手数料収入
物品売上

１　受取寄附金

(2)その他経費

事業費計

寄付金収入

(2)その他経費

その他収入

令和3年度　　活動計算書

　　令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

科 目 金 額

雑収入



荷造運賃 23,088
交際費 43,620
会議費 3,960
旅費交通費 357,908
通信費 255,100
消耗品費 765,267
諸会費 146,074
支払手数料 631,212
地代家賃 1,342,000
リース料 299,169
租税公課 1,363,398
保険料 109,090
支払報酬料 3,771,901
車両費 5,040
研修採用費 17,500
雑費 2,400
その他経費計 15,047,213

23,749,056
143,778,387

601,499
Ⅲ　経常外収益

　　 0 0

Ⅳ　経常外費用

　 0 0
0

税引前当期正味財産増減額 601,499
法人税、住民税及び事業税 70,000
当期正味財産増減額 531,499
前期繰越正味財産額 72,025,845

　　次期繰越収支差額次期繰越正味財産額 72,557,344

.

経常費用計
当期経常増減額

管理費計

経常外費用計

経常外収益計




