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　2014年6月7日の夕刻、宇都宮動物園（荒井賢治園長）でドリ
ームナイト・アット・ザ・ズーが開催されました。ドリームナイト・
アット・ザ・ズーは、毎年6月初旬に世界各地の動物園で企画
されているイベントで、難病や障がいを持つ子どもたちと家族を、
夜の動物園に招待しようというものです。今回は栃木県では初め
ての取り組みで、宇都宮動物園が主催、ＮＰＯ
法人うりずんとひばりクリニックは共催団体と
なりました。
　重い障がいをもつ子どもは、動物園に行く機
会は滅多になく、そのため、子どものきょうだ
いたちも、家族で動物園を楽しむ機会はまず
ないのです。
　当日はあいにく雨が降っていました。そのた
め、参加された家族は車のまま誘導されてキ
リンや象などを見て回りました。その後室内に
移り小動物とのふれ合いタイム。動物園のスタ
ッフから膝やおなかの上にうさぎやモルモット
などを乗せてもらいました。生まれて初めて生
きものに触ったのです。
　次に宇都宮動物園のマスコット「ミヤブー」が
登場。その時、ある出来事がありました。ミ
ヤブーはピンク色で背丈は人間の大人ほど（!）
あります。ミヤブーがユイちゃんの妹のカナち
ゃんに握手をしようとしたところ、カナちゃん

は怖くて手が出ません。そこでミヤブーは車いすに乗るユイちゃ
んに手を伸ばし、ユイちゃんはそれに応えて握手をします。それ
を見たカナちゃんはミヤブーと握手をすることができたのです。
ユイちゃんがお姉ちゃんらしさを発揮した瞬間でした。そばにい
たボランティアの保育士さんから聞いたちょっといい話でした。
　その後、ワンワンショー、動物園の手作りカレーと宇昧家（う
まいや）ギョーザの夕食などを楽しみ、はじめての試みは無事に

終了しました。
　翌週にユイちゃん宅を訪問したところ、カナ
ちゃんが、よほど楽しかったのか、ずっと「ワン、
ワン」と叫んでいました。ワンワンショーではお
父さんとカナちゃんが手で輪を作り、そこをワ
ンちゃんがジャンプですり抜けたのです。当日
の様子は、ＮＨＫ総合テレビ「とちぎ640」でも
放映されました。

　ご参加いただいた皆さん、準備から当日まで
関わって下さった皆さん、本当にありがとうご
ざいました。来年もできるといいですね。

うりずん通信・テレマカシーうりずん通信・テレマカシー

認定特定非営利活動法人「うりずん」からの便り

うりずんとは…「潤う」と水が土にしみとおる「染む」からなる言葉で、沖縄の若夏をあらわします。さわやかな南風が吹き、野山は緑にあふれます。
　　　　　　　 うりずんのようにやさしい風に包まれて、ゆったりとした時間を過ごしていただきたいという思いから名付けられました。
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暑中お見舞い申し上げます
　いのちを尊び、平和を祈ります
　　　　2014年  盛夏

　　理事長　

　いのちを尊び、平和を祈ります　いのちを尊び、平和を祈ります

●2013年度は、経常収入20,173,041円（う
ち寄付金・賛助会費は4,578,029円）、経常
支出18,559,887円でした。皆様のご支援
のお蔭で黒字になりました。うりずんの運営に
は、皆様からのご支援が必要です。いつも支
えていただきありがとうございます。<(_ _)>

　　真岡西部クリニック
の趙達来様の「これは本
当に偉大な世界的な受賞
なので皆様をお招きして
盛大にお祝いをしなくて
は!!」とのお声掛けで、髙
橋理事長の記念講演・祝
賀会が 6月28日（土）に
宇都宮グランドホテルで
開かれました。県内でも
名立たる医師の方、看護師の方、うりずんをずっと支えてくださ
っている方、理事長と共に地域を支えている方等、総勢136名
の方がご参加くださいました。
　講演会では、ひばりクリニックの開業やうりずん設立までの
経緯、これからの展望。そして、うりずんのきっかけとなった人

工呼吸器をつけた瓦井尊くんとそのご家族が招待され、うりず
んのご利用や在宅生活についてお話になられました。
　祝賀会では、様々な方から祝辞や挨拶をいただき、理事長と
早乙女正次様による三線演奏などもあり、とても賑やかな会と
なりました。祝賀会の参加費は会の経費とうりずんへの寄付と
いう形でいただき、寄付額は約30万円にもなりました。
　会を主催してくださった在
宅ケアネットワーク栃木の太
田秀樹代表、在宅緩和ケアと
ちぎの粕田晴之代表はじめ実
行委員会の皆様、足元が悪い
中参加していただいた皆様、
祝電や、お祝いなどをくださ
った方、本当にありがとうご
ざいました。（佐藤）

「ヘルシー・ソサエティー賞」受賞記念講演会・祝賀会 

三線演奏

尊君ご家族と黒崎雅子看護師（右）

お姉ちゃんと一緒に握手

ミヤブーと握手できたよ
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うりずん役員紹介
● 名　前： 髙橋　昭彦（たかはし・あきひこ）
● 経　歴： 1985年3月自治医科大学医学部卒業後、滋賀県で地域医療と小児科診

療に従事。1995年4月沼尾病院在宅医療部長、2001年4月老人保健施
設琵琶施設長、2001年9月、アメリカホスピス研修中にニューヨークで
テロ事件に遭遇、帰国後開業を決意。2002年5月ひばりクリニック開業、
2008年6月重症障がい児者レスパイトケア施設うりずん開設。2012年
3月特定非営利活動法人うりずん理事長。

● 尊敬している人：マザーテレサ・父親

● 好きな時間の過ごし方（休日の過ごし方）：ウォーキング・甘いもの探訪（和洋問わず）

● うりずん に対する思い：重症のお子さんとそのご家族が地域で普通に暮らしてい
けるような社会を目指していきます。皆様のご支援に感謝です！ハローウィンの理事長

昨年のコンサートの様子

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫

今年もチャリティーコンサート（うりずんとの共催）を行います。
子どもでも大人でも、障がいがあってなくても、自分らしくみんなと楽しめるコンサ

ートです。出演は、童謡からクラシックまで楽しく歌い語れる声楽家の吉武まつ子さん他、フラメンコ
舞踊も入る予定です。演奏前にはうりずんとTiny の紹介もさせていただきます。収益は全額、障がいのある子どもと
家族の支援に充てられます。ぜひお越しください。お待ちしています！

日　時：9月 15日 (月・祝 ) 10:45～ 12:00（開場10:15）
場　所：宇都宮共和大学長坂キャンパス 須賀友正記念ホール

入場料：ファミリー券（1家族につき）500円

その他：駐車場有

【問い合わせ先】Tiny代表　土沢　薫（tiny@kyowa-u.ac.jp）もしくは、うりずんまで

こんにちは。Ｔｉｎｙです！

Ｔｉｎｙ ファミリーコンサート2014

付ハイクとは、とちぎボランティアネットワークが主催し、

栃木県内のNPOが街中をみんなでハイキングをしながら寄

付を集めるというユニークなイベントです。３つのコースに分かれ

て栃木市の街中を散策し、太平山を走りながら寄付を呼びかけ、各

団体が集まり、プレゼンテーションを行いました。

　今回の寄付ハイクでは、170名もの参加者が集まり、寄付は寄付

ハイク全体で総額135万円にもなり、事前に寄付を呼びかけていた

ものも含め寄付者は259名となりました。うりずんからは我妻と佐

藤が参加しました。

＊

日のうりずんへの寄付者は29名（総額57,000円）になり、そのうち19名の方が新規寄付者でした。ご支援下さった皆様本当に

ありがとうございました。寄付ハイクを通し、新たにうりずんの事を理解し支援してくれる方も増え、また、他のNPO団体の

方と交流もでき、とても有意義な時間となりました。

　とても楽しいイベントなので、もしも、寄付ハイクに興味がある方、走りたい方、町歩きをしたい方、おられましたら、来年もまた、

同じ時期に開催される予定なので、うりずんまでご一報ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（佐藤）

5月10日（土）栃木市でありました。

寄

当

▲町歩きコースの風景

第６回　寄付ハイク
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年はゲリラ豪雨に見舞われた年

でした。太平洋からの温かい湿

った空気と男体山など

を越えてきた冷たい空

気がちょうど宇都宮市

あたりで衝突するらし

いのです。結果、集中

豪雨が多いようです。

　私も帰宅途中に冠水

道路に当たってしまい、

車が危うい目に合うと

ころでした…。冠水時

はまずエンジンを止め

ることが大切らしいで

す！が、実際はパニッ

クになりますので、災害時のシュミレーションが重要であると

痛感した次第です。

　雨ももちろんですが、この暑さが問題です。うりずんの子ど

もたちは暑さがとても苦手です。夏は、エアコン、扇風機や保

冷剤のパレードです。背中、首、脇をクーリング…暑がりな利

用者様は保冷剤の交換頻度も多く、職員休憩室の冷凍庫は

クーリングセットでパンパンです！！もう少し、大きいサ

イズの冷蔵庫があれば…と頭を悩ませております。

　うりずんの子どもたちは、体

温調節が難しかったり、人

工呼吸器を着けている

と加温加湿器を併用す

るため、どうしても

体が熱くなってしま

います。ということで、

何か涼しく過ごせるア

イテムがありましたらアド

バイスください＾＾

＊

年の宇都宮花火大会は8/9（土）です。今年

はお仕

事で行けな

いため、ど

うか雨天翌

日延期を強

く望んでお

ります…。とても綺麗で

盛大な花火大会なので県

外の方も是非遊びにいら

してください！

日中一時支援事業（レスパイトケア）
　サービス提供責任者　山元朋子

うりずん日記うりずん日記今

今

●平成26年4月～6月のご利用状況　　（人）
4月
71

5月
59

6月
66

合 計
196

＊ いずれも延べご利用人数です

●平成26年4月～6月のご来所状況　  （人）

見　学　者
ボランティア
計

4月
 2
 0
 2

5月
 11
 0
 11

6月
3
0
3

合 計
16
0
16

＊ 登録ご利用者の年齢 ……………2歳～21歳
＊ 現在契約準備中の方 …………………… 1名

●現在の登録状況………26名（6月30日現在）

＊ 現在契約準備中の方 …………………… 0名
●現在の登録状況………  7名（6月30日現在）

日中一時支援事業

居宅介護事業（ホームヘルプ）

※ 詳細につきましては、NPO法人うりずんHP　
（http://www.npourizn.org/）の
　お知らせ「活動報告」をご覧下さい。

名前：中
な か だ

田 祐
ゆ う き

希くん（ゆうちゃん）
学 年・年齢：４歳
好 きなこと：抱っこ、お風呂
嫌いなこと：突然の大きな音
う    りずんってどんなところ？！：
　 友達と一緒に色々な体験ができて、楽しく過ごせる場所
です。
最 後にメッセージ：
　スタッフの皆さ
んが温かく迎えて
くれて家族も安心
してお願いできま
す。いつもありが
とうございます。
これからもよろし
くお願いします。

名前：田
た

戸
ど

 七
な な か

夏さん
学年・年齢：４歳
好 きなこと：抱っこでグルグル、
　ドライブ、賑やかな場所
嫌 いなこと：暑い場所、長時間の座位、
　エアウェイの交換
う りずんてどんなところ？：
　スタッフの皆さんのステキな笑顔に
囲まれ楽しく過ごすことが出来る場所
最 後にメッセージ：
　初めは不安・心配がありましたがスタッフの皆さまの優しい温かい
雰囲気と七夏の穏やかな表情が何よりも嬉しく感じています。高橋先
生、ひばりCLの皆さま、うりずんのスタッフの皆さまありがとうご
ざいます。宜しくお願いします。

うりずんの仲間たち

誕生日おめ
でとー

習字に挑
戦

なすのえんからお友達が来てくれました

クーリングセットでパンパンです！！もう少し、大きいサ

音楽楽しいな♪

　うりずんの子どもたちは、体

温調節が難しかったり、人

工呼吸器を着けている

何か涼しく過ごせるア

イテムがありましたらアド

バイスください＾＾

居宅介
護

兄妹仲
良し
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●うりずんでは、看護師・介護士・ヘルパーを募集しております。
　障がい福祉分野を経験された方やこれから経験したい方で、うりずんの事業に関心
　のある方・・・是非うりずんで一緒に働きませんか！？

詳細はうりずんまでお問い合わせください。スタッフ一同心よりお待ちしております。

事業内容 医療的ケアが必要な子どものレスパイトケア、ホームヘルプなど。
訪問看護に関心のある方もご一報下さい。

連絡先

▲

☎028-601-7733（水・日・祝祭日はお休みです）

護 師看 ・ 介 護 職 募 集 中

ボランティアも大募集しています。

編
集
後
記

編
集
後
記

2014年
6月7日

（土）　1
7：00～

20：00 宇都宮動物園・荒井園長を始め、動物園のスタッフの方、
協力していただいたボランティアの方、

来てくださった利用者様本当にありがとうございました。
たくさんの笑顔が溢れるイベントでした。

ありがとうございました。

楽しかっ
たね

　　　ハ
イポーズ

！

DreamN
ight at th

e Zoo本
部

から送られ
てきたフラ

ッグ

カメだー！！

うさぎさん触れたよ

パパと一緒！！

車で園内を回りました

ワンちゃんかわいいね

ワンちゃん怖くなかったー！！

ん～おいしそー

えつけにもチャレンジ！

みんなで作った「うりZOOん」

ワンワンショー
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■団体会員　27団体（うち匿名希望 2名）

世田谷区　大熊由紀子 府中市　　麻生千恵美 川崎市　　村上紀美子 小松市　　中井奈穂子 長浜市　　髙橋　信義 宮崎県
　　　　　井上　朱実 八王子市　大村　　茂 藤沢市　　平元　詢二 岐阜県 東近江市　横田　哲朗 宮崎市　　市原　美穂
大田区　　鈴木　　央 　　　　　小沢　　浩 大和市　　新田　文恵 岐阜市　　久保田芳則 京都府 日南市　　池田　輔昭
武蔵野市　遠藤　泰弘 神奈川県 静岡県 三重県 長岡京市　尾瀬　順次 福岡県
小金井市　竹宮　健司 横浜市　　尾﨑　　雄 伊豆の国市 桑名市　　多湖　光宗 兵庫県 久留米市　福田　明子
国分寺市　広瀬　文子 　　　　　尾﨑　和子 　　　　　木内　由美 御浜町　　奥野　正孝 神戸市東　泉　　和秀 福岡市　　中川　信介
西東京市　西川　義昌 　　　　　中畝　治子 静岡市　　杉本　智美 滋賀県 愛媛県 鹿児島県
多摩市　　大池ひとみ 　　　　　永田　幸雄 石川県 竜王町　　雨森　正記 松山市　　窪田　　静 姶良市　　西　枝里子
東大和市　大塚　孝司 　　　　　牧野カツコ 金沢市　　正源寺美穂 大津市　　鈴木　順子

栃木県 宇都宮市　冨塚メディカルクリニック 高根沢町　谷口医院 長浜市　　布施クリニック
宇都宮市　遠藤小児科医院 　　　　　（株）ファーマーズ・フォレスト 千葉県 大阪府
　　　　　おざわ小児科医院 　　　　　村井クリニック 松戸市　　いらはら診療所 堺市　　　かがやきクリニック
　　　　　宇都宮協立診療所 　　　　　ユー福祉タクシー 愛知県 福井県
　　　　　（株）キープキャリエール 栃木市　　（株）メディカルグリーン 豊川市　　おとわの杜 福井市　　オレンジホームケアクリニック
　　　　　（社福）晃丘会 真岡市　　真岡西部クリニック 滋賀県 福岡県
　　　　　NPO 法人サン・大谷 日光市　　（有）佐々木設計企画 守山市　　（社福）滋賀県障害児協会 久留米市　福田こどもクリニック
　　　　　パルエイド（株）たいよう本舗 　　　　　（有）並木工務店
　　　　　とちぎ労働福祉事業団 　　　　　NPO 法人手のひら会

　利用者様の
大野ゆいちゃ
ん パ パ か ら
のご紹介第２
弾！
　プリン好き
にはたまらな
い、ボリュー
ム!!  宇都宮

市今宮にある『モンハイム』の「我が家
のよくばりプリン」　、別名「バケツプ
リン」です !!
　高さ10cm、直径９cm のアルミの

容器に入っていて、一口食べると甘～
く、優しいどこか懐かしい味。一人で
よくばるのも良し、みんなでワイワイ
しながら食べるのも良し。

＊
　プリンの容
器もレトロな
雰囲気で、ガー
デニングには
最高。
　気になる方
は是非食べて
みてください。

「我が家の

よくばりプリン」

　「うりずん通信・テレマカシー」は年４回の発行と
なります。一回の発行費用に、印刷・郵送代などで
15 万円ほど必要となります。そこで、広告代として
通信発行を支援していただけ
る協賛企業様を一口１万円で
募集いたします。
　次号掲載のご希望の方は、
９月中旬までに NPO 法人う
りずんまでご連絡ください。
皆様方のご協賛・ご支援を宜
しくお願い申し上げます。

ＮＰＯ法人うりずんでは通信発行をご支援して
くださる協賛企業様を随時募集しております。

　重症障がい児者と家族への支援
は緊急を要します。しかし行政の
財政補助は限られているのが現状

です。うりずんが支援活動を続けていくためには、皆様からの
ご支援がほんとうに必要です。今後ともご支援くださいますよ
うお願い申し上げます。賛助会員・寄付申込書はホームページ

（http://www.npourizn.org/）に掲載しております。（または、
ＦＡＸでご連絡いただければ、用紙を郵送いたします。）

【記入上のご注意】
　必ず、申込者のお名前、自宅のご住所、申込内容ならびに金額、
匿名希望について記入していただきますようお願い申し上げます。
○賛助会員のお申し込みの場合
　個人年会費または団体年会費のどちらかを選択してください。
○一般ご寄付のお申し込みの場合
　① 一般寄付（使途自由）　② スロープ車うりぼう号の購入
　③ 子どもと家族のための地域拠点整備
　④ 外出支援（修学旅行など）の中から一つを選択してください

【各種振込先のご案内】
　　※振込み手数料は別途ご負担をお願い致します。
　●ゆうちょ銀行＜ゆうちょ銀行からのお振込み＞
　　口座番号：00110-4-441471
　　口座名：特定非営利活動法人うりずん
　●その他の銀行＜ゆうちょ銀行以外からのお振込み＞
　　ゆうちょ銀行　〇一九店（ゼロイチキュウ店）
　　当座：0441471

【オンライン寄付】
　うりずん専用ホームページ（http://www.npourizn.org/）から
もご寄付と賛助会員のオンライン決済ができます。（ビザかマスター
カードに限ります。）

【寄付金額の最大50％が税金から戻ってきます !】
　「認定NPO法人うりずん」への寄付と賛助会費には確定申告の際、
税制上の優遇措置が受けられます。（手続きについては、最寄の税務署
にお問合せください。国税庁のウェブサイトにも詳細が掲載されてい
ます）※確定申告の際には、ご自宅の住所が記された、うりずん発行
の領収書が必要となります。（団体・企業の場合は、登記上の所在地）

協賛企業様

キープキャリエール

あなたのキャリアにエールを

　６月14 日、とちぎ若者サポートステーションの会議

室をお借りしてＮＰＯ法人うりずんの本年度の第１回

目理事会が開催されました。

　決算報告では、昨年度決算に関して全体では黒字を

確保できたものの、「事業収入」（契約自治体からの委

託料と介護事業の給付金）だけでは赤字となっており、

うりずんの運営に「賛助会費と寄付金収入」が欠かせ

ないことが改めて確認されました。

　認定ＮＰＯ法人となった本年度は、重い障がいをも

つご利用者様とご家族に安心と休息を提供するレスパ

イトケア事業推進のため、支援者の輪を広げながら寄

付を募る「ファンドレイジング」を進めていくこと、

福祉車両の獲得を目指し助成申請等を進めていくこと、

訪問看護などのより充実したサービスを提供していく

ための新たな拠点整備に向け準備を始めることなどが

満場一致で承認されました。（報告者　事務／我妻英司）

ご支援のお願い

 経常収入 （総収入額） （事業費のみ）

 　事業収入 15,139,110 15,139,110

 　助成金 370,000

 　賛助会費・寄付金 4,578,029

 　その他 85,902

合　　計 20,173,041 15,139,110

 経常支出 18,559,887 18,559,887

増減額 1,613,154 -3,420,777

　◆2014年度 第1回理事会報告

今回お名前を掲載できなかった皆様、申し訳ございません。
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ご寄付　3,061,530 円をいただきました。ご支援ありがとうございました。
＊掲載順は都道府県の50音順になっております。

NPO法人うりずん寄付者名簿（敬称略） 平成26年4月1日～平成26年6月30日(到着分）

茨城県 宇都宮市　 宇都宮市　沼尾　成美 下野市　　小島　好子 高根沢町　室井世紀子 小金井市　奥平　朋子
水戸市　　永井　秀雄  NPO法人サン・大谷 　　　　　橋本　紀子 　　　　　寺沼　幸子 群馬県 多摩市　　楠本　郁子

宮城県 　　　　　三條　安子 　　　　　橋本　正行 　　　　　三瀬　順一 高崎市　　田路　　了 立川市　　宮田　章子
大崎市　　大石　春美 　　　　　篠崎　文男 　　　　　塙　　静夫 　　　　　村尾　捷利 沼田市　医療法人 大誠会 神奈川県
　　　　　三浦　正悦 　　　　　篠原美穂子 　　　　　羽石　洋子 　　　　　湯本　　尊 埼玉県 横浜市　　青山　正子

栃木県 　　　　　渋川　典子 　（株）パワーホットメディカル 日光市　　石川　恵子 さいたま市　藤本　真二 　　　　　尾﨑　　雄
宇都宮市　青木　秀子 　　　　　清水　秀昭 　　　　　ピノキオの会 　　　　　伊谷野博昭 熊谷市　　醍醐麻由美 　　　　　尾﨑　和子
　　　　　赤羽　隆子 　　　　　白井　久子 　　　　　古庄　敬子 　　　　　大嶋　洋子 和光市　　浅野　政子 　　　　　永田　幸雄
　　　　　赤羽　康雄 　　　　　白井　　誠 　　　　　松本　洋子 　　　　　大橋てる子 本庄市　　坂本喜久枝 　　　　　牧野カツコ
　　　　　夏冬　春秋 　　　　　白石　洋子 　　　　　村井佐代子 　　　　　大橋　康宏 千葉県 川崎市　　村上紀美子
　　　　　天知　　稔 　　　　　鈴木　雅彦 　　　　　矢吹　清人 　　　　　加藤　浩治 千葉市　　松下やえ子 大和市　　新田　文恵
　　　　　荒井　南美 　　　　　鈴木　勇二 　　　　　山田　　昇 　　　　　木村　智士 　　　　　柚﨑　通介 藤沢市　　平元　詢二
　　　　　伊藤　貴子 　　　　　隅　　節子 　　　　　山中　節子 　　　　　斎藤　睦子 印西市 静岡県
　　　　　石川　恵子 　　　　　関口　忠司 　　　　　横松　　晃 　　　　　須佐　佳子 　イエス・キリスト・コミュニティ教会 伊豆の国市　木内　由美
　　　　　上田由美子 　　　　　関根　直久 　　　　　米内山歌織 　　　　　戸田　一美 四街道市　久米　倫男 静岡市　　奈良間美保
　　　　　臼井　佳子 　　　　　髙野澤　昇 小山市　　栗本　孝雄 　　　　　長嶋須美子 東金市　　高橋　淳子 三重県
　　　　　大門　　亘 　　　　　高松　祐一 　　　　　佐藤　厚子 　　　　　沼尾　泰子 白井市　　大内和雅子 御浜町　　奥野　正孝
　　　　　岡本寿美子 　　　　　高柳愼八郎 　　　　　高田　　實 　　　　　芳賀マサ子 東京都 石川県
　　　　　粕田　晴之 　　　　　武井　　大 　　　　　深谷　祥子 　　　　　長谷川興賢 江戸川区　清水　勝利 金沢市　　上瀧　　大
　　　　　（株）釜屋 　　　　　立野　　匠 　　　　　仲村　天平 　　　　　畠山　憲夫 墨田区　　梶原　厚子 滋賀県
　　　　　瓦井　健一 　　　　　田中　宣行 　　　　　冨居登美子 　　　　　畠山　由美 練馬区　　遠藤　頼子 竜王町　　雨森　正記
　　　　　菊地　和子 　　　　　田村　順子 栃木市　　青木浩一郎 　　　　　平木千紗子 　　　　　櫻林郁之介 長浜市　　髙橋　信義
　　　　　菊池　順子 　　　　　田村　嘉應 　　　　　鮎田美智子 　　　　　平木　　元 　　　　　鈴崎　卓哉 東近江市　横田　哲朗
　　　　　栗田　美保 　　　　　長　　重光 　　　　　石河　不砂 　　　　　福田　英子 新宿区　目白聖公会婦人会 奈良県
　　　　　小滝　恵江 　　　　　塚本　明子 　　　　　岡泉ゆみ子 　　　　　星　　道子 港区　　　酒井三貴子 奈良市　　宇城　絵美
　　　　　小林　　篤 　　　　　手塚　浩美 　　　　　若狭　一美 　　　　　矢野　一雄 渋谷区　　野崎　英夫 愛媛県
　　　　　小林　英二 　　　　　手塚　　希 佐野市　　蓑田裕美子 　　　　　吉成　勇一 目黒区　　加藤　邦子 松山市　　窪田　　静
　　　　　小堀　　徹 　　　　　徳山　　篤 鹿沼市　　下妻　和彦 さくら市　加藤　朋子 中央区　ダルモーロ裕子 福岡県
　　　　　小堀　　誠 　　　　　冨塚　　浩 　　　　　須田　啓一 　　　　　君島　福芳 杉並区　　秋山　をね 久留米市　福田　明子
　　　　　斎藤　公則 　　　　　戸村　仁美 　　　　　高村　　博 　　　　　寺脇　立子 世田谷区　蔀　　徳子 鹿児島県
　　　　　佐々木佳子 　　　　　豊田三枝子 真岡市　　大塚　　洋 那須塩原市　児玉　幸弘 　　　　　上原　靖之 姶良市　　西　枝里子　
　　　　　佐藤　賢二 　　　　　中村太三郎 　　　　　長谷川裕子 壬生町　　濱野　淳子 大田区　　鈴木　　央 CANADA
　　　　　佐藤　幸子 　　　　　奈良クニエ 下野市　 　　　　　米内　美代 　　　　　指田　博子 Vancouver　
　　　　　里村　泰行 　　　　　日光総業（株） 　おかべこどもクリニック 高根沢町　佐藤　正行 武蔵野市　遠藤　泰弘 　　　　　別所　智子

■一般寄付者　延べ 228名（うち匿名希望 45名）

宮城県 宇都宮市　金子　英紀 宇都宮市　関根　直久 宇都宮市　増淵喜代子 下野市　　村尾　捷利 高根沢町　久保寺美智男
大崎市　　大石　春美 　　　　　亀野歌奈子 　　　　　高木　敏江 　　　　　増渕　美歩 鹿沼市　　下妻　和彦 那珂川町　高津戸英男
　　　　　三浦　正悦 　　　　　鴨志田好子 　　　　　高木登茂子 　　　　　増山健太郎 　　　　　須田　啓一 埼玉県

茨城県 　　　　　川島　正浩 　　　　　高瀬いづみ 　　　　　松江比佐子 日光市　　石川　恵子 さいたま市　 稲澤　恒治
結城市　　渡辺　　勇 　　　　　川中子武保 　　　　　高野　博子 　　　　　松原　昌子 　　　　　大島　倫子 　　　　　藤本　真二
古河市　　渡辺　壮一 　　　　　瓦井　健一 　　　　　髙橋　雅利 　　　　　御子貝真弘 　　　　　大嶋　洋子 和光市　　浅野　政子
水戸市　　秋根　　大 　　　　　菊地　和子 　　　　　高松　祐一 　　　　　村井佐代子 　　　　　大橋てる子 本庄市　　坂本喜久枝

栃木県 　　　　　菊池　順子 　　　　　高柳愼八郎 　　　　　村田　弘子 　　　　　大橋　康宏 千葉県
宇都宮市　青木　秀子 　　　　　菊池　洋勝 　　　　　武井　　大 　　　　　村田　昌子 　　　　　金子　祐一 四街道市　久米　倫男
　　　　　赤羽　隆子 　　　　　黒崎　ヒロ 　　　　　田沢　利江 　　　　　村田　裕子 　　　　　川味　ヱセ 市川市　　金屋　友子
　　　　　赤羽　康雄 　　　　　小荷田忠幸 　　　　　田中　宣行 　　　　　村田　隆一 　　　　　木村　智士 　　　　　堀田　具克
　　　　　阿久津敦子 　　　　　小林　英二 　　　　　田村　順子 　　　　　米良　聖子 　　　　　小貫美砂恵 白井市　　大内和雅子
　　　　　我孫子美鈴 　　　　　小林久美子 　　　　　田村　嘉應 　　　　　山越　篤子 　　　　　齋藤　久男 東京都
　　　　　天知　　稔 　　　　　小堀　　誠 　　　　　多門　　孝 　　　　　山田　　昇 　　　　　斎藤　睦子 北区　　　篠崎とし子
　　　　　荒　るみ子 　　　　　斎藤真理子 　　　　　長　　重光 　　　　　山中　節子 　　　　　須佐　佳子 墨田区　　梶原　厚子
　　　　　新井　裕子 　　　　　坂本多香恵 　　　　　塚本　明子 　　　　　横松　　晃 　　　　　平木千紗子 江戸川区　清水　勝利
　　　　　荒井　南美 　　　　　櫻井　則子 　　　　　手塚　敏子 　　　　　米内山歌織 　　　　　福田　英子 足立区　　玄　　順列
　　　　　池本喜代正 　　　　　佐藤　幸子 　　　　　手塚　　希 　　　　　渡邊　太樹 さくら市　寺脇　立子 　　　　　村田　君江
　　　　　石川　恵子 　　　　　里村　泰行 　　　　　床井　匡子 　　　　　渡邉　崇子 矢板市　　石川真由美 板橋区　　桜井　敏子
　　　　　伊藤　貴子 　　　　　里村理佐子 　　　　　中村　京子 　　　　　渡辺　照美 　　　　　笹沼　典男 中央区　ダルモーロ裕子
　　　　　伊藤みち子 　　　　　三條　安子 　　　　　奈良クニエ 小山市　　青野　浩子 　　　　　野﨑百合子 目黒区　　加藤　邦子
　　　　　上澤　美樹 　　　　　椎貝　紀子 　　　　　成澤　哲夫 　　　　　太田　秀樹 大田原市　志鳥　早苗 港区　　　酒井三貴子
　　　　　上田由美子 　　　　　塩澤　達俊 　　　　　二階堂　浩 　　　　　栗本　孝雄 那須塩原市　阿久津典子 　　　　　館林　牧子
　　　　　上野　通子 　　　　　篠崎　文男 　　　　　西　　昌子 　　　　　茂田　郁子 　　　　　児玉　幸弘 練馬区　　遠藤　頼子
　　　　　臼井　佳子 　　　　　篠原美穂子 　　　　　西岡　　隆 　　　　　高田　　實 　　　　　早乙女正次 　　　　　鈴崎　卓哉
　　　　　大門　　亘 　　　　　清水　秀昭 　　　　　沼尾　成美 　　　　　深谷　祥子 上三川町　入江　茂子 　　　　　高久　史麿
　　　　　大橋　照美 　　　　　清水　康子 　　　　　橋本　正行 　　　　　藤本　雅美 　　　　　野沢貴美子 新宿区　　秋山　正子
　　　　　岡部　昇子 　　　　　白井　久子 　　　　　羽石　洋子 栃木市　　大友　崇義 壬生町　　君島　充宣 　　　　　秋山　央子
　　　　　岡本寿美子 　　　　　白井　　誠 　　　　　早川　貴夫 　　　　　川嶋　陽子 　　　　　松野　直之 　　　　　敷田　牧子
　　　　　小川　貴史 　　　　　白石　洋子 　　　　　林　　敦子 真岡市　　髙橋　雲世 　　　　　米内　美代 中野区　　相澤　裕子
　　　　　小野寺正樹 　　　　　助川　　勉 　　　　　平塚　　聡 下野市　　小島　好子 高根沢町　菅野　安子 杉並区　　磯崎　　慶
　　　　　小俣みさお 　　　　　鈴木　勇二 　　　　　福田　　勤 　　　　　寺沼　幸子 　　　　　佐藤　正行 渋谷区　　野崎　英夫
　　　　　粕田　晴之 　　　　　関口　忠司 　　　　　増子　孝徳 　　　　　増田　卓哉 　　　　　室井世紀子 　　　　　東尾　愛子

■個人賛助会員　285名（うち匿名希望 54名）


