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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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私たちの住む地域のどこかで、
重い障がいを抱えた子どもたちと
24時間その子どもを介護している家族が暮らしています。
うりずんは、子どもたちが友だちと楽しく遊び、
両親は介護から離れひと休みできる場所です。
障がいを持った子どもと家族に
「普通」に暮らすことができる社会を目指しています。

うりずんの想い

新うりずん、建設へ！
N助成の内定
　2015年10月、お蔭様で新拠点の建設が始まりました。こ
れは第二の創業です。2008年にうりずんを始めたときは、
クリニックの一部を改修し、最小限の設備と人員でゆっくりと
始めました。しかし今回はそういうわけにはいきません。土地
の選定、役所との折衝、融資の交渉に並行して、法人内でプ
ロジェクトチームを作り、事業計画を練りました。地域で何が
必要とされているのか、どれくらいの人材を雇用し、一日何人
が利用されるのか、などを考えて実現可能な計画にしなけれ
ばなりませんでした。しかし、当法人には建設費用を用意する
財力はありませんでした。そこで手を挙げたのが難病の子ども
と家族を社会が支える仕組みをつくるために尽力されている
日本財団様の助成金でした。財団の研修には、子どもの日中の
拠点づくりを目指す事業所が全国から集まっていました。お蔭
様でうりずんは、日本財団様から建物の建設費用の約8割を
助成いただけることになりました。心より感謝申し上げます。
N建物の考え方
　建物の設計に関しては、小児ホスピスに造詣の深い、竹宮
健司さん（首都大学東京建築都市コース）と同研究室の皆さん
にワークショップを開いていただき、全体構想や部屋の配置を
決めました。日本家屋の続き間のような構想で、日中一時支援、
児童発達支援、放課後等デイの３つの活動室には広い縁側が
あり、南側に畑と広い庭があります。また、玄関ホールの先に
は地域交流スペースがあり、ここでは勉強会をしたり、子ども
を預けたお母様がお茶を飲んだり、相談したりできるようにし
ます。地域交流スペースのお手本は訪問看護師の秋山正子さ
んが代表を務める「暮らしの保健室」です。

Nリフトと備品も
　介護用リフトに関しては、福祉技術研究所の市川洌さんに、
車いすからベッドやフロアへの移乗や、安全にかつ職員の腰を
守りながら入浴のお世話ができるよう、リフトの選定にご尽力
をいただいています。活動室の備品やリフト、地域交流スペー
スの備品については、READYFORというクラウドファンディ
ングに初めてお世話になり、たくさんのご支援を得ることがで
きました。また、ロータリー財団様、セキショウふれあい基金様、
とちぎゆめ基金様、社会貢献支援財団様などからもご支援を
いただくことが内定しています。
N人材確保
　うりずんは、お子さんとご家族の暮らしのお手伝いを、今後
も安全・安心・安楽（３A）をモットーにやっていきます。安全
に預かることでご家族が安心される、ただそれだけではなく、
本人が楽しい（安楽）ことが何よりも大切です。その考えを共
有してくださるスタッフを募集しています。介護福祉士、ヘル
パー、保育士、看護師、リハビリセラピスト、相談員、など一
緒に働いて下さる方はご連絡ください。また、ボランティアと
して、話を聴く、料理を作る、草取り、畑のお世話、ファンド
レイジング（寄付集め）などのお手伝いをしてくださる方もお
声をかけて下さると嬉しいです。詳しいことは、うりずん事務
局までお願いします。
N引き続きご支援をお願い申し上げます
　ここまで来ることができたのは、皆さまのご支援のお蔭で
す。この場をお借りして感謝申し上げます。今後も、建設費用
の残り、外構工事、什器備品、人材確保など、資金は必要です。
借入金を減らすことができると、その後の運営負担が減ります。
どうか、引き続きご支援お願い申し上げます。

認定特定非営利活動法人うりずん

理事長　髙 橋 昭 彦
新うりずん完成予想図

澄み切った空に山々が映える季節です

いよいよ新拠点の建設が始まりました

いつもご支援ありがとうございます

寒くなりますので、お体ご自愛ください
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木犀の香りが漂う季節となりま

した。虫たちの音色も心地良い

日々です。皆様いかがお過ごしでしょ

うか？

　今年の夏も、暑い暑い毎日でしたが、お盆が過ぎ

た辺りから一気に涼しくなりましたね。急な気温の

変化についていくのがや

っとでした。

　うりずんでは、今

年も、 “夏といったら

コレでしょ！！”をコ

ンセプトにプール

やスイカ割りな

ど･･･“THE 夏”

な活動をご利

用者様と一緒

に楽しみました。

くてもお構いなし！の子

どもたちは、毎日元気い

っぱい。そんな子どもたちの素敵

な笑顔を見て、私たちスタッフは、

この夏、たくさんの元気をもらって

いました。夏バテがなかったのも子ど

もたちのお陰かもしれませんね。

月の中旬頃、いつも大変お世話になっている

宇都宮動物園の荒井賢治園長より、「キリン

の赤ちゃんが産まれたので見に来ませんか？」と、

またまたありがたいお話しをいただき、さっそく

ご利用者様と一緒に見に行かせていただきました。

　まだ、檻の中の奥の方にいたキリンの赤ちゃん。

そんなキリンの赤ちゃんに目が釘付けで、真剣な表情の子どもた

ち。「まだ小さいね」「可愛かったね」と嬉しそうでした。滅多

にない貴重な経験を

させていただきました。

井賢治園長をはじ

め、スタッフの皆

様、このような機会を

設けてくださり、ありが

とうございました。

　夏の思い出がまた一

つ増えた瞬間でした。

介護福祉士
大久保　佳澄

金

暑

７

荒

　　
名前：飯野 悠樹さん（はるくん）
学年・年齢：３歳
好 きなこと：ピタゴ

ラスイッチ、アン
パンマン、ブロッ
ク並べ

嫌 いなこと：人ごみ、
大きな音

う りずんて
どんなところ？：
　はじめは泣いちゃ
　うけど、楽しく遊んで笑顔で帰るところ
メッセージ：
　うりずんに来てから毎回利用する度、新しいこと、楽しい
　ことを教えてもらっています。

名前：手塚 涼太さん（りょうちゃん）
学年・年齢：小学３年生、９歳
好 きなこと：抱っこ、兄や妹と遊ぶこと、

食べること
嫌 いなこと：暑い場所
う りずんてどんなところ？：
　明るく優しいスタッフの皆さんと楽し
　い時間を過ごすことが出来ます。
メ ッセージ：いつも涼太を笑顔にしてく

れてありがとうございます。スタッフ
の皆さんの気配りに感謝しています。

　 これからも親子ともどもよろしくお願
いします。

うりずんの仲間たち

うりずん日記うりずん日記

水着でピース♪

スイカ割り！ 目隠しして～「エイッ！！」
今日は室内で、仲良く水遊び

水遊
び

サイ
コー
！！

●平成27年7月～9月のご利用状況　　（人）
7月
92

8月
101

9月
75

合 計
268

＊ いずれも延べご利用人数です
●平成27年7月～9月のご来所状況　  （人）

見　学　者
ボランティア

計

7月
 3
 0
 3

8月
 5
 0
 5

9月
10
0
10

合 計
18
0
18

＊ 登録ご利用者の年齢 ……………2歳～32歳
＊ 現在契約準備中の方 …………………… 0名

●現在の登録状況……… 33名（9月30日現在）

日中一時支援事業

＊ 現在契約準備中の方 …………………… 0名
●現在の登録状況……… 14名（9月30日現在）

居宅介護事業

＊ 現在契約準備中の方 …………………… 0名
●現在の登録状況……… 　3名（9月30日現在）

移動支援事業

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

赤ちゃんキリンを見た
後は…大きいキリンさんに

「はいどうぞ！」

こっちだよ～♪

うわ～大きい！
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年度うりずんで「児童発達支援事業」と「放課後等デイサー

ビス事業」を開所するに当たり、今回「全国重症心身障がい

児デイサービス・ネットワーク」の皆様と、総会の打ち合わせから、

会の運営まで最初から最後まで関わらせていただきました。

　当日は、全国から、医師・看護師等の医療職をはじめ、介護福

祉士・相談支援専門員等の福祉職、学校教員、そして、重度の障

がい児・者を抱える当事者の方々まで、150名以上の参加者が集

い盛大に会が開催されました。

調講演では、「ケアが街にやってきた」な

どの著書のある江川文誠氏と、アメリカ発

祥、日本で注目されている「ムーブメント療法」

常任専門指導員の新井良保氏が登壇。

　また、分科会は、「医療的ケア」、「職員教育」、

「施設経営」、「遊びプログラムの共有」など七つ

の項目があり、うりずんスタッフ 8名も自分の

興味のある所に別れて参加しました。全国から

様々な人々が集い、それぞれの分野について熱

心な話し合いが行われました。

来

基

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が限られている
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。
　事務処理上の関係で大変恐縮ですが、賛助会員・寄付申込書を
うりずん宛にＦＡＸまたは郵送でお送りください。用紙はホーム
ページ（http://www.npourizn.org/）に掲載しております。（う
りずんまで、ご連絡いただければ、専用振込用紙を郵送いたしま
す）ご入金の確認後、領収証をお送りします。

【記入上のご注意】　
　必ず、申込者のお名前、ご自宅の住所、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！】
　「うりずん」は「認定 NPO 法人」なので、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(http://www.nta.go.jp/taxanswer/
shotoku/1263.htm)にも詳細が掲載されています）

ご支援のお願い

いつもご支援ありがと
うございます！
みなさまのあたたかい
メッセージもお待ちし
ています !!

田村誠司様（木工房お
もちゃばこ）より木製
のからくりオルゴール
をいただきました

かわ
いい
恐竜
さん

!

あり
がと
う！

ご寄贈いただきました。

金屋友子様から、手作
りの恐竜キーホルダー
をいただきました。

今回、会に参加して全国各地の
皆さんと交流することができま

した。各事業所で実践していることや、困
っていること、「こんな事があった」など
色々と情報交換ができ、また一つ、ネット
ワークが広がりました。今後、このような
全国規模の集まりだけでなく、宇都宮市内
や栃木県内でも、福祉・医療・教育・行政
の分野で、日頃から重い障がい児者に関わ
る多職種が集まり、情報交換できる場を作
っていきたいと思いました。（佐藤　英治）

感 想

第２回総会・基調講演＆分科会が開催されました。
平成27年10月18日（日）於：品川シーズンテラス

全国重症心身障がい児デイサービス・ネットワーク

ムーブメント療法（パラシュートプログラム）実演の様子

分科会の様子



うりずん通信

うりずん通信・テレマカシー 《編集・発行》	認定特定非営利活動法人 うりずん
	 〒321-2118　栃木県宇都宮市新里町丙357-14
	 	TEL /FAX : 028-601-7733
	 	Mail : urizn@hibari-clinic.com
《デザイン・印刷》	デザインスタジオ　アクセスhttp://www.npourizn.org/

第 15 号　2015年10	月20日発行

❹

第	15 号

編
集
後
記

編
集
後
記

君と歩く並木道
落ちた紅葉を踏む音が
胸の鼓動とリンクして

とくん、とくんと止まないリズムに
呼応するように染まりゆく
頬の熱さと溶け合うような

葉っぱの赤と
儚く燃える夕焼け空

　今年もクリスマス会を企画しています。例年同様、うりずんのご利用者様とご
家族に加え、認定NPO法人サバイバルネット・ライフ様、NPO法人だいじょう
ぶ様のお子様達も参加してくださる予定です。
　参加してくださる皆様に楽しんでいただけるよう、また、ご家族同士が交流を

深めていただけるような、素敵な会
にしていきたいと思います。
と　き : 12月23日（祝、水）
　　　　11：30 ～15：00（予定）
ところ：富屋地区市民センター
　　　　（宇都宮市徳次郎町80－2）

　今年も、前回同様、サプライズで抽選会を企画して
います。子どもたちへのクリスマスプレゼントを大募
集しています。皆様の温かいご支援お待ちしています。
　ご協力いただいた皆様
を次号のうりずん通信テ
レマカシーでご紹介させて
いただきたいと思います。
　ご協力よろしくお願い申
し上げます。

去年いただいたオモチャ
子どもたちは大喜び！

ご寄付のお願い

去年のお楽しみ会

みんなで楽しもう～♪うりずんクリスマス会

　「障がいがあってもなくてもみんなが楽しむコンサート」は、ご出演の“ねんど”の
小山京子さん、吉塚光雄さん、齋藤浩さんをはじめ、うりずんスタッフの方々や沢山
の人のご協力、ご支援をいただき、無事終了いたしました。心から感謝申し上げます。
　オカリナとギターの心に沁みる音色とご出演者のナチュラルなお人柄と会場のみな
さまの温かな雰囲気が溶け合い、会場一体となって豊かな時を感じる素敵なコンサー
トになりました。本当にありがとうございました。５連休のシルバーウィーク中で都

合がつかなかっ
た方々には、又
の機会にぜひお越いただければ幸いです。
　当日ご来場くださった皆様にとても喜んでいただけたようで、大変う
れしく存じます。県内からはもちろんのこと、東京や横浜からはるばる
応援に来てくださった方々、共に楽しんでくださった皆様に、この場を
借りて、厚く御礼申し上げます。
　来場者アンケートをご紹介する形で、当日の様子をご報告します。

なお、コンサートの収益金はすべて障がいのある子どもと家族の支援（９割はうりずんへ）に寄付させていただきます。
みなさまの応援に支えられ、来年も継続できるよう尽力していこうと思いを新たにしています。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

◇アンケートから◇
◦この活動の場が、今年もここにあって本当に良かったと思います。
◦�去年のコンサートにも参加させていただきました。１年前を振り返りいい機会
（中略）、１年たって随分言葉が増え、彼女なりに成長。ＨＰはいつも見ています。
子どもも「行きたい」とよく言っているので、また是非参加させてください。
◦�毎回とてもいい時間を過ごさせていただいています。心が温かくなりました。
◦�オカリナの音色がすてきでした。子どものすきな音色です。ぜひ続けてくださ
いね！
◦�温かみある澄んだ音色の演奏が、とても心地良かった。語りも絶妙で楽しく聴

かせていただきました。
◦�初めて子どもと一緒にコンサートとしての演奏を聴くことができました。良い
機会をありがとうございました。もっと早く知っていれば良かったです（笑）。
◦�ねんどの方々のやわらかい雰囲気と演奏、とてもステキで、心が和みました。
◦�とてもやさしい気持ちにさせていただきました。あたたかい心のコンサート、
ありがとうございました。とても素敵な時間になりました。
◦�子どもたちの声やおしゃべりも、コンサートのじゃまにならないのは不思議だな
～と思いながら聴き入っていました。それは主催者、演者、ゲスト、みんなが
同じ気持ちだからなのかなと思いました。

こんにちは。Ｔｉｎｙです！
「第３回Ｔｉｎｙチャリティーコンサート」の御礼 Tiny 代表		土沢　薫

夕焼け色の
並木道

KOMAY
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地鎮祭

Vol.2

☎ 028-601-7733（水・日・祝祭日はお休みです）

連絡先

スタッ
フ

募集
うりずんでは、 来年４月の新事業
スタートに向け職員（常勤・非常勤）
を大募集しています！

　クラウドファンディングとは、インターネットで広く支援金を
募るプログラムです。目標金額を設定し、募集期間内に目標額に
達した場合のみ支援が成立します。
　この度うりずんでは NPOなど社会貢献団体への支援実績が高
い「READYFOR」の医療福祉団体向けの特別プログラムを活用
して専用ウェブサイトを作成・公開し、8月27日～10月16日の
50日間「新うりずん」への備品整備のための支援金を募りました。
その結果、おかげさまで、公開から 1 週間で目標の100万円を
達成！
　その後、新たな目標額を 300万円に設定しチャレンジを続け、
最終的には103人から3,336,000円のご支援をいただくことがで
きました。ご協力くださった皆様に厚く御礼申し上げます。
　支援金は、子ども用イス、冷蔵庫、電子ピアノ、玩具などの購
入費と介助用電動リフト設置費の一部などに充てさせていただき
ます。ありがとうございました。　　　　　　　　　　（我妻英司）

※今回プログラムの募集が始まったのが前号の発送後だったため、
　紙面でご紹介できず申し訳ございませんでした。

ボランティアも大募集しています！

　すでに皆様にはお伝えの通り、うりずんでは、来年度４月に、移転・新事業開設を予定しております。受け入れ定員の増加、支援スペー
スの拡大により、多くの備品を必要とします。皆様のお手元に、利用者様の支援に使用するもので、お譲りいただけるものがありましたら、
ご寄贈いただけますと大変ありがたく存じます。

ご寄贈いただける方はうりずんまでご連絡下さい。（連絡先：TEL:028-601-7733 メール :urizn@hibari-clinic.com)
なお、たくさんの方からご連絡いただけました際には、使用頻度や収納スペースの関係で、

全てのものを受け取ることができない可能性がありますことを、予めご了承いただけますと幸いです。

●支援と活動で使用するものご寄贈のお願い●

・キャロットⅢ
・チャイルドシート
・座位保持椅子
・バギー
・ハイアンドローチェア
・パルスオキシメーター　など

・トランポリン
・三輪車
・おままごとセット
・ホームスター
・子ども用の椅子と机
・電子ピアノ　　など・ボールプール　・ボール▲キャロットⅢ▲座位保持椅子

送迎車内や支援スペース
で使用するもの

遊びや活動で
使用するもの

クラウドファンディングで

支援金３，３３６，０００円

いただきました！

＜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、
児童発達支援、放課後等デイサービス。
　訪問看護、訪問リハビリにご関心のある方もご一報ください。
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。

　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、新事業立ち上げ
に興味のある方…是非
うりずんで一緒に働き
ませんか！ 子ども達の笑顔に癒される毎日です！私たちと一

緒に笑顔いっぱいの新うりずんを作りませんか？

＜募集職種＞
　看護師・介護福祉士・ヘルパー・作業療法士
　理学療法士・保育士等

週末行なってきた会議も終わり、
建物のイメージも具体的になって

まいりました！　栃木県産の木を使い、
あたたかく、どのご利用者様にも落ち
着ける楽しい場になるよう、各部屋の
イメージを出し合い、何日もかけてス
タッフで話し合ってきました。スタッフ
だけでは、分からない所は、専門家の
方にも助言をいただいております。
　また、既存の日中一時支援や居宅介
護、新事業の児童発達支援事業、放課
後等デイサービス、居宅訪問型保育な
どに新しい名前を付けようと考えていま

す。「ＮＰＯ法人うりずん　〇〇です」と
いったように、うりずんの雰囲気にあっ
た事業名を募集します。
　9 月 14 日の午後、無事に地鎮祭が終
了しました。当日、利用されていたご利
用者様も一緒に参加していただき、み
んなで素敵な建物が出来るようお祈り
しました。

＊
号では、着工の様子をご報告でき
たらと考えています。引き続き変

わらぬご支援の程お願い申し上げます。
（齋藤志津香）

毎

次



うりずん通信 第 15 号（2）

　「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、
1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。

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

　NPO など社会貢献団体が日頃の活動をアピールするイベント「とちぎ県民協働
フェスタ 2015」にうりずんが出展します。宇都宮駅前という好立地のため当日は
5000名以上の来場者が見込まれます。
　一般の方にうりずんの活動を紹介できるチャンス！　活動の紹介と共に新うり
ずん開設に向け多くの人々に支援をお願いしようと思います。
　当日ボランティア大歓迎！　秋のひと時、みんなで楽しくうりずんをPRしま
しょう！　美味しいものもあるかも…！？　どうぞ、お気軽にご参加ください。

（我妻英司）

とちぎ県民協働フェスタ2015
11月29日（日）10:00～16:00　

JR 宇都宮駅西口から「ララスクエア」へつながる
ペデストリアンデッキ ( バス・タクシー乗り場の上 )

場 所

入場無料

ご寄付　3,951,527 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。

岩手県 宇都宮市　駒場　哲子 栃木市　　栗山　　宏 日光市　　木村　智士 東京都 藤沢市　　深澤　博史
東磐井郡藤沢町 　　　　　下泉　秀夫 　　　　　佐々木邦子 　　　　　佐藤　勇介 江東区　　堀田　聰子 山梨県
　　　　　椎名　くに 　　　　　鈴木　勇二 鹿沼市　　下妻　和彦 　　　　　斎藤　睦子 港区　　　酒井三貴子 甲州市　　小林　邦子

福島県 （一社）生命保険協会栃木県協会 　　　　　須田　啓一 　　　　　泉福寺 渋谷区　　市川　　洌 　　　　　小林　里江
いわき市　古市　香苗 　　　　　五月女浩之 真岡市　　内納　静子 　　　　　手塚　俊治 新宿区 　　　　　内藤いづみ

茨城県 　　　　　大門　　亘 　　　　　菊池　浩史 　　　　　手塚由里子 　　　目白聖公会婦人会 愛知県
水戸市　　秋根　　大 　　　　　武井　　大 　　　　　趙　　達来 　　　　　手塚　和江  （医）三育会　新宿ヒロクリニック 名古屋市　安　　大輔
　　　　　永井　秀雄 　栃木トヨタ整備（株） 　　　　　本多　正徳 　　　　　畠山　由美 世田谷区　雨宮由紀枝 福井県

栃木県 　　　　　奈良クニエ 　　　　　村上　八郎 那須烏山市 　　　　　上原　靖之 大飯郡高浜町
宇都宮市　天知　　稔 　　　　　野尻　光子 下野市 　　　　　日光総業（株） 中野区　　浅田　頼子 　　　　　加藤　安宏
　　　　　荒　るみ子 　　　　　橋本　紀子 おかべこどもクリニック さくら市　加藤　朋子 八王子市　小沢　　浩 徳島県
　　　　　生野　裕子 　　　　　小林満里子 　　　　　黒田　光恵 　　　　　君島　福芳 目黒区　　石川　憲彦 徳島市
　　　　　岡部　昇子 　　　　　増淵　美樹 下野市　　小島　好子 壬生町　　濱野　淳子 　　　　　横田　直子 かさまつ在宅クリニック
　　　　　柿沼　モト 　　　　　松本　洋子 　　　　　牧野　伸子 　　　　　前原　　操 練馬区　　遠藤　頼子 高知県
　　　　　粕田　晴之 　　　　　御子貝荒江 　　　　　牧野　伸二 塩谷町　　坂巻　美和 神奈川県 南国市　　松岡　真里
　　　　　金子　洋子 　　　　　山口　順子 日光市　　伊谷野博昭 埼玉県 横須賀市（有）ヒロ薬局 宮崎県
　　　　　金田　キヨ 　　　　　山田　　昇 　　　　　大嶋　洋子 さいたま市　稲澤　恒治 横浜市　　永田　幸雄 宮崎市　　日髙　良雄

（株）キープキャリエール 　　　　　渡辺恵美子 　　　　　大野　敦史 　　　　　高橋　邦枝 　　　　　尾﨑　　雄
　　　　　黒崎　ヒロ 小山市　　栗本　孝雄 　　　　　加藤　浩治 本庄市　　坂本喜久枝 厚木市　　江頭　文江

■一般寄付者　延べ 113 名（うち匿名希望 22 名）

茨城県 宇都宮市　高松　祐一 小山市　　栗本　孝雄 日光市　　手塚　俊治 目黒区　　横田　直子 姫路市　　清水　英子
水戸市　　秋根　　大 　　　　　武井　　大 栃木市　　鮎田美智子 　　　　　畠山　由美 世田谷区　内田　玉實 石川県
　　　　　永井　秀雄 　　　　　竹内美由紀 　　　　　大友　崇義 さくら市　君島　福芳 小金井市　竹宮　健司 金沢市　　正源寺美穂

栃木県 　　　　　戸村　仁美 　　　　　栗山　　宏 塩谷町　　坂巻　美和 西東京市　西川　義昌 福井県
宇都宮市　阿部　光子 　　　　　西岡　　隆 　　　　　佐々木邦子 壬生町　　前原　　操 小平市　　小坂みつ子 大飯郡高浜町
　　　　　天知　　稔 　　　　　人見　智子 鹿沼市　　下妻　和彦 群馬県 神奈川県 　　　　　加藤　安宏
　　　　　荒　るみ子 　　　　　本郷　秀崇 　　　　　須田　啓一 前橋市　　鈴木　美雪 横浜市　　尾﨑　　雄 愛媛県
　　　　　池本喜代正 　　　　　増淵　美樹 真岡市　　内納　静子 埼玉県 　　　　　尾﨑　和子 伊予郡松前町
　　　　　岡部　昇子 　　　　　御子貝荒江 　　　　　塚越佳世子 さいたま市　稲澤　恒治 厚木市　　江頭　文江 　　　　　重川　洋一
　　　　　粕田　晴之 　　　　　御子貝敦子 下野市　　黒田　光恵 川口市　　髙橋　　潤 大阪府 高知県
　　　　　金子　洋子 　　　　　御子貝恭子 　　　　　本間　洋子 千葉県 大阪市　　松本　朋子 南国市　　松岡　真里
　　　　　川島　正浩 　　　　　村田　弘子 日光市　　金子　祐一 市川市　　金屋　友子 豊中市　　佐藤　雅也 長崎県
　　　　　椎貝　紀子 　　　　　山田　　昇 　　　　　木村　智士 我孫子市　森田　茂生 兵庫県 西彼杵郡時津町
　　　　　倭文　一彦 　　　　　吉永久美子 　　　　　斎藤　睦子 東京都 神戸市　　泉　　和秀 　　　　　下村千枝子
　　　　　下泉　秀夫 　　　　　渡辺恵美子 　　　　　手塚　和江 江東区　　堀田　聰子
　　　　　鈴木　勇二 小山市　　大山　千加 　　　　　手塚由里子 練馬区　　遠藤　頼子

■個人賛助会員　　総数 702 名中、86 名の方が入会・更新くださいました（うち匿名 11 名）

■団体会員　　総数 69 団体中、　7 団体が入会・更新くださいました（うち匿名 1 団体）

栃木県 小山市　トータルクリニック寺門医院 大阪府 徳島県

宇都宮市　慈啓会　白澤病院 鹿沼市　鹿沼市役所　健康課 堺市　　かがやきクリニック 徳島市　かさまつ在宅クリニック

　　　　　冨塚メディカルクリニック

NPO法人うりずん寄付者名簿（敬称略） 平成27年7月1日～平成27年9月30日(到着分）

＊この他、READYFORを通して103人の皆様から3,336,000円のご支援をいただきました。ありがとうございました！


