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Wonder Art Production

　「生きる！」をささえるホスピタルアート

ホスピタルアートを志して 28 年。
自分の生い立ちや夢から自然にたどり着いた道だった
ように思います。
Wonder Art Production を創始、独立より 4 年遡る、
母の大病が直接のきっかけでした。
日々患者と向き合った祖父や、命の重さを教えた母の
DNA が、自分のアートのフィルターを通してホスピ
タルアートにつながった！そう感じてからは、夢中
で活動に向かう日々を過ごしてきました。

そして昨年は、コロナ収束も叶わぬまま、リモートで
ホスピタルアートに終始した 1 年でありました。相
変わらず病院訪問ができない中、できることはささや
かではありましたが、病院に贈った制作キットで入院
中の子どもや家族が笑顔の写真を見れば嬉しくなり、
世界に 1 枚しかないカードに喜ぶ写真に心あたたま
りました。困難なコロナ禍と闘う医療従事者たちに、
迷いながらも心こめて贈ったエールは、各病院ともに
まっすぐな親愛で受け止めてくださり、心から幸せに
思いました。オンラインで院内とつながり、久しぶり
に入院中の子どもたちと対面できた時は、胸がいっぱい
になりました。

これまで、誰かの生きる力をささえたいと活動しなが
ら、いつも自分も喜びに満たされてきました。そして
今年も、ささえ、ささえられての活動を続けてこられ
たことに改めて、感謝の気持ちでいっぱいです。お気
持ちをお寄せいただき、ご支援くださったすべての
皆さまへ、心からの感謝を申し上げます。本当にあり
がとうございました！

2022 年 4 月 11 日
ホスピタルアーティスト／Wonder Art Production 代表

高橋 雅子

2 0 2 1 年 度
活動成果・主な取り組み

　Happy Doll Project
� ハッピードールプロジェクト

コロナ禍も 2 年目。願いを込めたドールの制作と院内展を通して、全国と世界の病院を繋いで
きた『ハッピードールプロジェクト』も、昨年に続きリモート開催となりました。病室で個々
に楽しめる一人分のキット 1,000 個を病院へお届け。参加病院は昨年の倍になり、国内 25 病院、
海外 3 病院が参加しました。リモート開催により、より多くの子どもたちにハッピードールの
時間を届けられるようになり、16 年目を迎えるプロジェクトは新たなスタイルでの挑戦を続けています。
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Wonder Art Production

初のオンライン開催！
国立国際医療研究センター病院、東北大学病院で
は、オンライン開催が実現しました。病院のプレ
イルームとオンラインでつなぎ、子どもたちや職
員の皆さんと画面越しの交流を果たしました。

ハッピードールフレンズの交流
福島県立医科大学附属病院、川崎医科大学附属病院の院内学
級とオンラインでつなぎ、交流会を開催。ハッピードールを
通して、子どもたちに伝えたいメッセージを発信しました。

┨参加病院 
弘前大学医学部附属病院
東北大学病院
宮城県立こども病院
山形大学医学部附属病院
福島県立医科大学附属病院

（福島県立須賀川支援学校医大校）
公立相馬総合病院
福島県立医科大学会津医療センター
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
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
神奈川県立こども医療センター
新潟県立がんセンター
浜松医科大学医学部附属病院
京都市立病院
兵庫県立こども病院
大阪母子医療センター
鳥取大学医学部附属病院
川崎医科大学附属病院
愛媛大学医学部附属病院
高知大学医学部附属病院
福岡市立こども病院
熊本赤十字病院
熊本大学病院
国立台湾大学醫学院付設醫院（台湾）
Tygerberg Hospital School（南アフリカ）
Western Michigan 
University Medical School（アメリカ）

助成：ベネッセこども基金　寄附：UPS 基金

記録集の制作
参加者や参加病院から送られてきたハッピー
ドールの写真を掲載した “ 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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協賛：花王株式会社、ハートポケット倶楽部（花王株式会社）

市立札幌病院救命救急センター
弘前大学医学部附属病院
岩手県立大船渡病院
国立病院機構釜石病院
国立病院機構花巻病院
国立病院機構盛岡医療センター
国立病院機構岩手病院
国立病院機構宮城病院
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
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
秋田大学医学部附属病院
山形大学医学部附属病院
山形こども医療療育センター
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
福島県立医科大学附属病院
福島県立医科大学会津医療センター

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
国立病院機構渋川医療センター
埼玉県立小児医療センター
さいたま赤十字病院高度救命救急センター
埼玉県済生会栗橋病院
千葉大学医学部附属病院
国立病院機構下志津病院
東京大学医学部附属病院
国立国際医療研究センター病院
日本医科大学付属病院救急救命センター
帝京大学医学部附属病院救命救急センター
東海大学医学部付属病院高度救命
救急センター
内科胃腸科小田原クリニック
赤羽西口サンクリニック
新野歯科医院
石坂整形外科
神奈川県立こども医療センター
新潟県立がんセンター新潟病院
国立病院機構富山病院
国立病院機構北陸病院

金沢医科大学病院
国立病院機構敦賀医療センター
長野県立こども病院
国立病院機構まつもと医療センター
岐阜県総合医療センター
重症心身障がい児施設すこやか
浜松医科大学医学部附属病院
国立病院機構豊橋医療センター
名古屋市消防局「特別消防隊第二方面隊」
名古屋掖済会病院救急救命センター
国立病院機構三重病院
滋賀県立小児保健医療センター
京都第二赤十字病院救急救命センター
京都市立病院
大阪市立総合医療センター
大阪府立母子保健総合医療センター
兵庫県立こども病院
神戸市立医療センター西市民病院　
和歌山県立医科大学附属病院
鳥取大学医学部附属病院
鳥取県立総合療育センター
国立病院機構松江医療センター
白髪胃腸科内科小児科

国立病院機構東徳島医療センター
愛媛大学医学部附属病院
国立病院機構高知病院
高知大学医学部附属病院
国立病院機構福岡病院
福岡市立こども病院
熊本大学病院
熊本赤十字病院
鹿児島市立病院
国立病院機構南九州病院
那覇市立病院
Red Cross War Memor ia l 
Children‘s Hospital（南アフリカ）
Western Michigan University 
Medical School（アメリカ）

（岩手県大船渡市）
放課後児童クラブゆうゆう
放課後児童クラブおともっこ

『Happy Summer Art』参加者の子どもたち
（宮城県仙台市）
南光台東児童センター
鶴ケ谷東マイスクール児童館
黒松児童館
錦ケ丘児童館
蒲町児童館

大野田児童館
長命ヶ丘児童センター
市名坂児童館
連坊小路マイスクール児童館
仙台市立荒町小学校
南小泉小学校手芸クラブ
放課後等デイサービスウェルネスリンク
放課後等デイサービスみらい宮城野
第一学院高等学校仙台キャンパス
KTC おおぞら高等学校

ワンダーアートスタジオ
（福島県南相馬市）
橋本町児童クラブ

（東京都北区）
順天中学校・高等学校
花王株式会社
ギャップジャパン株式会社
イソップ東京ミッドタウン店
ジブラルタ生命保険株式会社
他全国の皆さん

┰お届け先病院 

┰ハ ー ト 制 作 ・メ ッ セ ー ジ

　Heartful Project ハートフルプロジェクト

医療従事者に感謝を贈るプロジェクトも 2 年目に。手作りのハートとともに病院に「ありが
とう」の気持ちを贈りました。仙台、南相馬、大船渡のほか、全国の子どもたちや有志の方々
からたくさんの作品が集まり、1200 点を超えるハートを全国と世界の 81 病院に贈呈しま
した。病院からは医療現場の厳しい状況が伝えられるとともに、感動の声が寄せられました。
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Wonder Art Production

協賛：サノフィ株式会社　エスエス製薬株式会社　モルガン・スタンレー MUFG 証券株式会社　三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社　
　　　ジョーンズ ラング ラサール株式会社　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）　リオティントジャパン株式会社　シチズン時計株式会社　ギャップジャパン

 　Christmas Card Project　
 クリスマスカードプロジェクト

2003 年から継続している、クリスマスに入院中の子どもたちにカードを贈るプロジェクト。病
院訪問が出来ない状況が続く中、カードの枚数はこれまでの最高枚数に達し、6,055 枚の参加
が集まりました。オリジナルのデザインカードに施された、思いが込められたイラストや手の
込んだコラージュ。60 病院にお届けし、驚きと感動を持って受け取られました。

（NPO 法人ワンダーアート主催、Wonder Art Production 共催として実施）

♪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
国立病院機構花巻病院
国立病院機構岩手病院
国立病院機構釜石病院
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
国立病院機構仙台西多賀病院
仙台市立病院
仙台エコー医療療育センター
秋田大学医学部附属病院
山形大学医学部附属病院
山形こども医療療育センター
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
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
国立病院機構渋川医療センター
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

♪�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
花王ハートポケット倶楽部 / 花王株式会社
ギャップジャパン株式会社
サノフィ株式会社
エスエス製薬株式会社
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
三菱 UFJ 銀行仙台支店
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
大船渡市うみねこキッズ
大船渡市放課後児童クラブゆうゆう
陸前高田市放課後児童クラブおともっこ
仙台市市名坂児童館
仙台市大野田児童館
仙台市黒松児童館
仙台市金剛沢児童館
仙台市鶴ケ谷東マイスクール児童館
仙台市長命ヶ丘児童センター
仙台市南光台東児童センター
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
南相馬市橋本町児童クラブ
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
札幌市立栄南中学校
第一学院高校立川キャンパス
宮城県加美農業高等学校
都立小平高等学校　イラストレーション部
沖縄尚学高等学校附属中学校
創造アトリエ おおきな木
認定 NPO 法人 Switch　仙台 NOTE
グッドライフパートナー宮崎 
他全国の皆さん

神奈川県立こども医療センター
新潟県立がんセンター
国立病院機構富山病院
国立病院機構北陸病院
金沢医科大学病院
国立病院機構敦賀医療センター
長野県立こども病院
国立病院機構まつもと医療センター
岐阜大学医学部附属病院
国立病院機構豊橋医療センター
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
鳥取県立総合療育センター
国立病院機構松江医療センター
白髪胃腸科内科小児科
国立病院機構東徳島医療センター
四国こどもとおとなの医療センター
国立病院機構高知病院
国立病院機構福岡病院
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
国立病院機構南九州病院
沖縄県立南部医療センター・
子ども医療センター
国立病院機構琉球病院
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Wonder Art Production

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
《ご協賛・ご寄附》　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。

　�サポーター紹介
2021 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）
助成 
公益財団法人ベネッセこども基金

協賛  
花王株式会社　
ハートポケット倶楽部（花王株式会社）

寄附  
UPS 基金
前沢明枝
山中克郎
高橋悦子

物品寄附  
株式会社ディック・ブルーナ・
ジャパン
前沢明枝

　クリスマスプレゼント寄贈
企業からご寄贈いただいた生活雑貨を、病院や子どもの施設等にプレゼントしました。

▲ 2021.10.12 厚木青年会議所

掲載 2021.6.1 NHK ラジオ深夜便月刊誌

展示協力 2021.7.10 〜 9.6 ハウステンボス美術館
『世界一美しい昆虫展 2021』

講演 2021.8.23 SOUP（障害者芸術活動支援センター＠宮城）
講演 2021.10.12 厚木青年会議所

表彰 2021.11.25 内閣府〈子供と家族・若者応援団表彰〉
〈内閣府特命担当大臣表彰受賞〉

講演 2021.12.1 宮城県子ども総合センター（名取会場）
講演　 2021.12.2 宮城県子ども総合センター（石巻会場）
登壇 2022.2.2 アーツカウンシル新潟「語りの場」
出演 2022.3.7 tbc 東北放送

　�受賞・講演・メディア（高橋雅子）

▲ 2021.11.25 内閣府〈子供と家族・若者応援団表彰〉〈内閣府特命担当大臣表彰受賞〉

写真提供：内閣府

国立国際医療研究センター病院
東北大学病院
飯舘村立までいの里のこども園
石巻市立湊こども園
西原村小森仮設団地
フードバンク仙台　他

株式会社ディック・ブルーナ・ジャパン

★寄贈先

★プレゼント提供

▲ 2021.6.1 NHK ラジオ深夜便月刊誌

▲ 2021.7.10 〜 9.6  
　 ハウステンボス美術館『世界一美しい昆虫展 2021』

▲ 2021.7.10 〜 9.6  
　 ハウステンボス美術館『世界一美しい昆虫展 2021』

▲ 2021.12.1-2 宮城県子ども総合センター

協賛 ＊NPO 法人ワンダーアート主催事業  
サノフィ株式会社　
エスエス製薬株式会社　
モルガン・スタンレー MUFG 証券株式会社　
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社　
ジョーンズ ラング ラサール株式会社　
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）
リオティントジャパン株式会社　
シチズン時計株式会社　
ギャップジャパン

サポー
ター

大募集
！
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facebookHomepage

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

https://www.masakotakahashi.website/

Drawing by / Kotaro Yabe (Wonder Art Studio)


