
∞ご支援に感謝申し上げます
　日ごろよりうりずんの活動に継続的なご支援をいただき、
ありがとうございます。昨年秋より、宇都宮市徳次郎町３６５
－１の土地に新うりずんとひばりクリニックを同時に建設中で
す。これからも、皆さまのご支援のもと、重い障がいを持つ
子どもたちの日々の暮らしをお支えし、すべての子どもと
家族が普通に暮らせる社会を目指して活動を
続けてまいります。引き続きのご支援、
お願い申し上げます。

∞暮らしの中に答えはある
　2015年11月30日、社会貢
献者表彰を、お子さんとご家
族、ご支援者、そしてスタッ
フを代表していただきました。
本当にありがとうございまし
た。
　紹介された受賞者の中で、
広島県で活動されている元保
護司・中本忠子（ちかこ）さん
の活動には胸打たれました。長年子どもの非行と向き合って
きた中本さんは、「空腹が子どもを非行に走らせる」と考えま
した。以来、30年以上にわたり保護観察中の少年たちを自宅
に招き、手作りの夕食をふるまう活動を無償でされているの
です。「ただいま」と集まる子どもたち、「おかえり」と言って
迎えるばっちゃん（中本さんはこう呼ばれます）。そこには、
子どもたちの居場所があります。なんとも凄い人です。やはり、
日々の暮らしの中に答えがあると感じました。
　中本さんの祖父さんの「優しさというのは、見返りを求め
ないものだ。見返りを求めるのは優しさではない」という言
葉も合わせて紹介されました。ご一緒できたことに心より感
謝致します。

∞BS-TBS 赤ひげのいるまちで紹介されました
　2015年12月4日と11日、BS-TBSの「赤ひげのいるまち」
で2週にわたりひばりクリニックとうりずんの様子が紹介され

ました。日本医師会のホームページ（http://www.med.or.jp/）
から「赤ひげのいるまち」を選択し、赤ひげのいるまち　映像
アーカイブを開いていただくと、vol.088と089でご覧にな
れます。

∞うりずんの庭と畑をつくります
　お庭についても準備が進んでいます。庭は土を生かした
ものにし、真ん中にはケヤキを、周辺には桜を植えます。

ケヤキは日本を代表する落葉樹の一種です。
春は若葉が美しく、夏は青々と葉が茂り、
秋は落ち葉となり、冬空に伸びる枝
も見事です。四季折々が楽しみで
す。また、これまでひばり畑で
収穫の喜びを味わってきまし
たが、今後は可愛いうりずん
畑（ひばり畑の土を引き継ぎ）
で作物を育てていきたいと考
えています。

∞人材とボランティア募集
　うりずんのスタッフは、13
名になりました。新規オー
プンまでの間に、人材育成

をしながら準備していきます。うりずんのモットーは、安全・
安心・安楽（３A）です。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）であるこ
とが何よりも大切という考えです。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。また、地域交流スペースで
話し相手、料理作り、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。お問い合わせは、うりずん事務局までお願いします。

∞引き続きご支援をお願いします
　2016年3月の完成に向けて準備をしています。今後も、
建設費用の2割（借入予定）、外構工事、什器備品、人材確保
などに資金は必要です。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。

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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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

収穫の喜びを味わってきまし
たが、今後は可愛いうりずん
畑（ひばり畑の土を引き継ぎ）
で作物を育てていきたいと考
えています。

∞

春は若葉が美しく、夏は青々と葉が茂り、続けてまいります。引き続きのご支援、 明けまして
おめでとうございます

お蔭様で新拠点がこの春オープンします
   引き続きよろしく
　お願い申し上げます

　　 2016年 元旦　　　

認定特定非営利活動法人うりずん

理事長　髙 橋 昭 彦

年頭所感



❷
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　2015年11月30日、うりずんが公益財団法人社会貢献支援財団か

ら表彰を受けました。同財団は1971年の設立以来、社会のために尽

力している市井の個人や団体への表彰と支援を行っている民間団体

で、対象は福祉、教育、国際貢献など多岐にわたっています。今回

は推薦のあった全国145件の中から49団体・個人が選ばれました。

厳しい財政運営の中でも常に利用者の立場に立つうりずんの活動と

運営姿勢が評価された、とのことでした。（我妻英司）

　11月8日（日）、うりずんスタッフ 4名

とその家族2名の計6名で、フードバンク

宇都宮（とちぎボランティアネットワーク）

主催の「チャリティウォーク56.7・お出

迎えコース」に参加しました。

　当日は雨の降る寒い1日でしたが、し

っとりとした紅葉を眺めながら、歌いな

がら、おしゃべりしながら……普段は車

で通過してしまうだけの日光いろは坂、

馬返しから中禅寺湖畔までの約7kmを、

楽しく、賑やかに歩きました！（田中恭子）

　栃木県内を拠点に社会貢献活動を展開す

るNPO法人や、企業20団体が一堂に会し、

取り組みや成果を発信する「とちぎ県民協

働フェスタ」が11月29日（日）に開催され

ました。

　少し肌寒い日でしたが、お天気も良く、

多くの方々にご来場いただきました。

　うりずんもブースを設けさせていただ

き、来ていただいた方にうりずんの活動や

取り組みをお伝えすることができました。

また、他の団体の取り組みを肌で感じるこ

とができ、とても有意義な時間でした。

　「協働フェスタ」の主催である、とちぎボ

ランティアネットワーク様、来てくださっ

た皆様、ありがとうございました。

（大久保佳澄）

▲安倍昭恵会長から表彰を受ける髙橋昭彦理事長

▲表彰式典での記念撮影にやや緊張の面持ちの髙橋理事長

うりずんが社会貢献支援財団から表彰を受けました！

　ついに、10月19日新うりずん着工となりました。スタッフは週に1～2回、着々と進

む工事の様子をカメラで収めているのですが、今まで紙面上でのイメージでしかなかっ

たものが、基礎工事からあっという間に

建物らしくなりワクワクしています！

　前号で、支援と活動で使用するもの

のご寄贈のお願いをさせていただきま

したが、バギー、座位保持椅子はたくさ

んの方からお声をいただきました。十分

な数が確保できました。ありがとうござ

いました！

　チャイルドシートやキャロットは引き

続きご寄贈戴けますと大変ありがたく存じます。

宜しくお願い致します！（豊田紀子）

▲中はこんなかんじです♪

▲だんだん建っていきますよ～

「チャリティウォーク56.7」
参加報告

とちぎ県民協働フェスタ2015
　in JR宇都宮駅西口ペデストリアンデッキ

▲
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月に入ると、

毎年恒例の餅つ

き大会です。もち米の

匂いを感じながら、みんなで交代して餅をつ

きます。餅つきが楽しくなり、杵を次の人に名

残惜しそうに回している姿もみられます。できた

お餅は、その場で味見をしたり、みんなで分けて

持ち帰ります。

第 16号

気が澄み、星空が綺麗に見える

季節がやってきました。

　12 月の制作は、クリスマス会で踊

る「エビカニクス」で使うカニのハサミ作りでした。みんなで、

思い思いに色や模様を付け、自分だけのハサミを作りました。

また、できたハサミを使いエビカニクスを踊りました。

居宅介護事業サービス提供責任者
齋藤 志津香

空

１
●平成27年10月～12月のご利用状況　　（人）

10月
86

11月
83

12月
79

合 計
248

＊ いずれも延べご利用人数です
●平成27年10月～12月のご来所状況　  （人）

見　学　者
ボランティア

計

10月
 21
 2
 23

11月
 10
 0
 10

12月
1
0
1

合 計
 32
 2
 34

＊ 登録ご利用者の年齢 ……………1歳～32歳
＊ 現在契約準備中の方 …………………… 2名

●現在の登録状況……… 34名（12月31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……… 15名（12月31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……… 　5名（12月31日現在）

移動支援事業

※ 詳細につきましては、認定 NPO 法人うりずん
HP（http://www.npourizn.org/）の「事業所案
内　活動報告」をご参照ください。

　　
名前：山

やまざき

崎 智
ともひろ

寛さん（ともくん）
学年・年齢：20歳（今年成人式です）
好 きなこと：お風呂、やさしく触れて貰う事
嫌 いなこと：ひとりぼっち、急に動かされる事
う りずんてどんなところ？：
　 アットホームでみ
んなの声が身近に
聞こえて楽しい。
季節のイベントが
充実している。

メ ッセージ：今年成
人式を迎えます。
ちょっと年上？　
眉毛がポイントの
僕をよろしく。

名前：阿
あ べ

部 恵
め ぐ み

美さん
学年・年齢：32歳
好 きなこと：音楽を聴くこと、いろん
な人に声をかけてもらうこと、入浴
嫌 いなこと：大きな音、暑い夏
う りずんてどんなところ？：
　 スタッフの皆さんが明るく元気に接
してくれて、小さいお友達と楽しく
過ごすことができる。

メ ッセージ：毎回利用するたびにスタ
ッフの皆さんから親子で元気をいた
だいています。これからもよろしく
お願いします。

うりずんの仲間たち

　2015年10月、植木貴大（たかひろ）さんが天に

召されました。享年21歳でした。

　貴大さんは、長い手でスタッフのエプロンを引

っ張ったりとイタズラ好きでお茶目な方でした。

そして、笑顔が素敵でうりずんのムードメーカー

でした。

　9月から体調を崩され、入院。そのまま帰らぬ

人となってしまわれました。

　貴大さんとの出会いは、うりずんのご利用者様・

スタッフにとってかけがえのないものでした。心

よりご冥福をお祈り申し上げます。

ご逝去のお知らせ

月に入ると、

毎年恒例の餅つ

き大会です。もち米の

　12 月の制作は、クリスマス会で踊

うりずん日記うりずん日記

きます。餅つきが楽しくなり、杵を次の人に名

残惜しそうに回している姿もみられます。できた

お餅は、その場で味見をしたり、みんなで分けて

うんとこ
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　2015年12月23
日（祝・水）冨屋地
区市民センターを
お借りして、「みん
なで楽しもう！ク
リスマス会」を開催
いたしました。
　前回同様、うりずん
のご利用者様、ご家族様
を始め、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一緒に参加されました。
今回は、ボランティアも多数参加してくださり、スタッフ、ボラ

ンティアも含めると、総勢160名！！
　楽しい人形劇から始まり、うり
ずんスタッフによるハンドベ
ル演奏（練習時間が短か
ったわりには、まずま
ずのできだったのでは
…）。日本栄養給食協
会様のご飯にスイーツ。

今回は、社会貢献
支援財団様から表
彰されたお祝い
も兼ねて、スイ
ーツタワーを2
つも用意してくだ
さいました。そし
て、ピアノ演奏やダ

ンスで盛り上がり（皆さ
んと踊ったエビカニクスは最

高でした!!）、最後には昨年も好評
だった抽選会も行いました。今年もたくさ
んの笑顔を見ることができ、お腹もいっぱ
い満たされ、無事開催できたことをうれ
しく思いました。
　今回、ご協力くださった皆様、プレ
ゼントや協賛品を贈ってくださった皆
様、本当にありがとうございました。皆
様のおかげで、笑顔あふれる、楽しいク
リスマス会となりました。（大森美樹）

♥ はじめまして。12月21日に入職致しました介
護福祉士の栗原美紗（くりはら・みさ）と申します。
生まれも育ちも東京で、専門学校卒業後は障が
い者支援施設で地域移行や自立訓練のお手伝い
をしていました。お子様や医療的ケアの現場に携
わるのは初めてで、まだまだ戸惑うことばかりで
すが、笑顔と向上心で顔晴り（がんばり）ますので
よろしくお願い致します。

高でした!!）、最後には昨年も好評

「みんなで楽しも
う～♪

　うりずんクリス
マス会」開催

●● 新しいスタッフの紹介 ●●♥ はじめまして、10月21日からお世話になって
います。看護師の金子典子（かねこ・のりこ）です。
10年間ほどお年寄りのケアマネジャーとして働い
てきました。心機一転小児の方々のケアや障がい
の制度を学び皆様のお役に少しでも立てればと思
っております。皆様ご指導よろしくお願い致します。

金子典子

♠ 昨年11月より、うりずんでお世話になっており
ます、介護福祉士の阿部拓実（あべ・たくみ）です。
以前は、重症心身障がい児のお子さんが入所さ
れている施設で5年ほど働いていました。介護や
医療的ケアのみでなく、音楽や遊びを通して、う
りずんの皆様と、楽しく過ごしていければと思っ
ております。よろしくお願い致します。阿部拓実

♥ はじめまして、介護士の高橋陽子（たかはし・
ようこ）です。平成27年11月24日からお世話にな
っております。以前はお年寄りの介護施設で働い
ておりましたが、子供に関わる仕事がしたいと思
い入職致しました。うりずんの温かい雰囲気に毎
日癒されています。人として、相手を尊敬する気
持ちを大切にしています。高橋陽子

栗原美紗

デザートもいっぱい♪

みんなで美味しくいただきました！！ サンタさんと一緒♪

みんなで集合
写真！

ハイッ！チー
ズ！！

なになに～？

　理事長トナカイが
プレゼント持ってきたよ～

サンタさんからの
プレゼントだ～

真っ赤なイチゴとお菓子のお
家♪
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ご寄付　4,313,812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。

北海道 宇都宮市　黒崎　ヒロ 宇都宮市　原澤　蓉子 日光市　　大橋てる子 成田市　　湯川　　保 大和市　　関根まき子
上磯郡木古内町 　　　　　小平　光志 　（株）パワーホットメディカル 　　　　　大橋　康宏 　　　　　湯川　智美 山梨県
　　　　　杉田　　治 　　　　　駒場　哲子   （社福）晃丘会　ひばり 　　　　　加藤　浩治 四街道市　久米　倫男 甲州市　　古屋　　聡

宮城県 　　　　　佐藤　崇生 　　　　　廣瀬　典富 　　　　　川味　ヱセ 印西市　　 長野県
大崎市　　大石　春美 　　　　　佐藤　秀男 　　　　　廣瀬　芳子 　　　　　泉福寺 　イエス・キリスト・コミュニティ教会 佐久市　　北澤　彰浩
　　　　　三浦　正悦 　　　　　三條　安子 　　　　　広田　則子 　　　　　手塚　コウ 東京都 滋賀県

茨城県 　　　　　篠崎　文男 　　　　　宮下　陽子 　　　　　手塚　俊治 葛飾区　　北守　基行 大津市　　藤田　義嗣
水戸市　　秋根　　大 　　　　　助川　　勉 　　　　　麦倉　敬亮 　　　　　手塚由里子 江戸川区　清水　勝利 　　　　　渕元　浩二
　　　　　永井　秀雄 　　　　　鈴木　勇二 　　　　　矢吹　清人 　　　　　戸田　一美 台東区　　後藤　由紀 栗東市　　北川　貢嗣
つくば市　 　　　　　関口　清美 　　　　　矢吹　佳子 　　　　　中郡美恵子 港区　　　稲森絵美子 京都府
　セキショウふれあい基金 　　　　　関口　忠司 　　　　　山田　頼滋 　　　　　長嶋須美子 　　　　　酒井三貴子 京都市　　福富恵美子
日立市　　佐藤　美恵 　　　　　五月女浩之        ユー福祉タクシー 　　　　　沼尾　泰子  （公財）社会貢献支援財団 奈良県

栃木県 　　　　　大門美砂子 小山市　　荒井　康之 　　　 NPO法人和音 板橋区　　桜井　敏子 橿原市　　加藤　久和
宇都宮市　青木　秀子 　　　　　大門　　亘 　　　　　井上登久子 さくら市　加藤　朋子 練馬区　　遠藤　頼子 大阪府
　　　　　井上　浩一 　　　　　髙木　敏江 　　　　　太田　秀樹 　　　　　寺脇　立子 　　　　　櫻林郁之介 大阪市　　松本　朋子
　　　　　植木　貴大 　　　　　高柳愼八郎 　　　　　大山　千加 那須烏山市　佐藤　智子 中野区　　中村　洋一 高槻市　　山本みよこ
　　　　　上澤　美樹 　　　　　綱川　雅子 　　　　　冨居登美子 　　　  日光総業（株） 新宿区　　秋山　正子 兵庫県
   宇都宮共和大学 Tiny 手織り教室 MAYA 生徒一同 真岡市　　菊池　浩史 那須塩原市　岡部　正治 　　　　　敷田　牧子 神戸市　　泉　　和秀
 日本聖公会宇都宮聖ヨハネ教会 　　　　　豊田三枝子 　　　　　趙　　達来 　　　　　児玉　幸弘 小金井市　竹宮　健司 石川県
　　　　　太田　照男 　　　　　波木　幸子 　　　　　塚越佳世子 塩谷町　小野崎千鶴子 多摩市　　楠本　郁子 小松市　　中井奈穂子
　　　　　大橋　照美 　　　　　奈良クニエ 鹿沼市　　会田久美子 埼玉県 八王子市　小沢　　浩 熊本県
　　　　　小野塚　文 （株）日本栄養給食協会 　　　　　須田　啓一 本庄市　　坂本喜久枝 神奈川県 熊本市　　岡田　誠治
　　　　　金澤　知子 　　　（株）ハーモニー 下野市　　 千葉県 横浜市　　青山　正子 宮崎県
　　　　　川又　啓子 　　　　　橋本　晃典 　おかべこどもクリニック 市川市　　金屋　友子 　　　　　尾﨑　　雄 宮崎市　　市原　美穂
　　　　　瓦井　　尊 　　　　　橋本　幸子 　　　　　小島　好子 柏市　　　 　　　　　牧野カツコ CANADA
   （株）キープキャリエール 　　　　　橋本　正行 日光市　　阿部　忠男 　柏市相談支援事業所有志 　　　　　永田　幸雄 Vancouver
　　　　　日下部　実 　　　　　橋本万莉菜 　　　　　大嶋　洋子 　　　　　野田　幸子 相模原市　吉田　文恵 　　　　　別所　智子

■一般寄付者　延べ164名（うち匿名希望27名）

宮城県 宇都宮市　日下部　実 宇都宮市　並木　由美 日光市　　鴇田　節夫 新宿区　　秋山　正子 京都府
大崎市　　大石　春美 　　　　　草間ヨシ江 　　　　　西　　昌子 　　　　　鴇田芙美子 　　　　　秋山　央子 京都市　　福富恵美子
　　　　　三浦　正悦 　　　　　小島ミツイ 　　　　　橋本　航輔 　　　　　前田　利恵 武蔵野市　遠藤　泰弘 奈良県

茨城県 　　　　　櫻井　則子 　　　　　原澤　弘一 那須烏山市　佐藤　智子 小金井市　竹宮　健司 橿原市　　加藤　久和
日立市　　佐藤　美恵 　　　　　佐藤　崇生 　　　　　廣瀬　典富 群馬県 神奈川県 兵庫県

栃木県 　　　　　佐藤　秀男 　　　　　廣瀬　芳子 前橋市　　飯田　苗恵 横浜市　　牧野カツコ 神戸市　　泉　　和秀
宇都宮市　青木　秀子 　　　　　篠崎　幸治 　　　　　広田　則子 千葉県 相模原市　吉田　文恵 西宮市　　熊野　公子
　　　　　青山　光江 　　　　　篠崎　文男 　　　　　福田　　勤 成田市　　湯川　　保 大和市　　関根まき子 石川県
　　　　　秋野　　毅 　　　　　篠崎　文子 小山市　　佐野　光司 　　　　　湯川　智美 滋賀県 小松市　　中井奈穂子
　　　　　池本喜代正 　　　　　鈴木　勇二 下野市　　石川　鎮清 四街道市　久米　倫男 大津市　　木田　直也 岡山県
　　　　　井上　浩一 　　　　　髙木　敏江 鹿沼市　　会田久美子 東京都 　　　　　藤田　義嗣 岡山市　　髙橋　索真
　　　　　上澤　美樹 　　　　　高柳愼八郎 真岡市　　上野富貴子 墨田区　　永井　紀美 　　　　　渕元　浩二 長崎県
　　　　　大橋　照美 　　　　　多門　　孝 　　　　　塚越佳世子 練馬区　　遠藤　頼子 近江八幡市　 大竹　要生 西彼杵郡時津町
　　　　　小俣みさお 　　　　　中村　京子 日光市　　篠﨑千恵子 杉並区　　磯崎　　慶 栗東市　　北川　貢嗣 　　　　　下村千枝子

■個人賛助会員　　総数714名中、78名の方が入会・更新くださいました（うち匿名9名）

■団体会員　　総数73団体中、11団体が入会・更新くださいました
栃木県 宇都宮市　　ししど内科胃腸科クリニック 高根沢町　　谷口医院 千葉県

宇都宮市　　宇都宮協立診療所 　　　　　　栃木県済生会宇都宮病院 群馬県 松戸市　　いらはら診療所
　　　　　　おざわ小児科医院 　　　　　　（株）ファーマーズ・フォレスト 沼田市　　　（医）大誠会 印西市　　イエス・キリスト・コミュニティ教会
　　　　　　（株）ハーモニー 小山市　　　（株）フレンド

NPO法人うりずん寄付者名簿（敬称略） 平成27年10月1日～平成27年12月31日（到着分）

　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。（ビザとマスターカー
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



うりずん通信 第 16 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、４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
＜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、訪問看護など。
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。
連絡先：028-601-7733（水・日・祝祭日はお休みです）

＜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

　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！

【協賛いただいた方】
渡邊太樹様／ダルモーロ裕子様／杉田治様／井上智貴様／長崎須
美子様／佐藤勇介様／奈良クニエ様／金屋友子様／金岡貴子様／
木村典子様／寺脇立子様／中郡美恵子様／沼尾泰子様／桜井敏子
様／永井秀雄様／手塚高博（涼太）様／寺内様／金田千恵子様／橋
本航輔（万莉菜）様／大橋康宏・てる子様／篠原とし子様／田中豊
治様／大久保道徳様／椎貝典子様／原澤直人様／原真理子様／吉
川かおり様／（株）釜屋様／（株）関彰商事様／児童デイサービスめ
ろでぃ様／訪問看護ステーションあるく竹下裕子様／ユー福祉タ
クシー長重光様／社会福祉法人 晃丘会様／日本栄養給食協会様
／ NPO法人サン大谷様／ NPO法人だいじょうぶ様／ NPO法
人サバイバルネット・ライフ仲村久代様／女性農業士会様

　　　　　※お名前の掲載できなかった方、申し訳ございません。

☎ 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！

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？

ボランティア
も大募集しています！

　この度は、クリスマス会開催に伴い、皆さまから素敵なプレゼントと協賛金をいただき
誠にありがとうございました。いただいたプレゼントは、抽選会の景品となり、サンタから
子ども達のもとへ届けられました。プレゼントをもらった子ども達や周りの方々の笑顔は、
本当に素敵でした。

　※誌面の都合上全てのお写真を掲載することができませんでした。ご了承下さい。
　　たくさんのご支援ありがとうございました。

めろでぃ様よりいただきました
佐藤勇介様よりいただきました

手塚高博（涼太）様よりいただきました

北よりの冷たい風が
冬を連れてやってきて

降り始めた雪が
季節の変化を告げていく

それはまるで
シャンシャンと・・・
聖夜に響く鈴の音のよう

やがてこの街を
白に染めては
太陽に照らされて水になり
氷になって光り輝く

そうして日々を繰り返し
いつか新しい芽吹きの季節へ

冬は
寂しさと憂いに満ちて
ぬくもり恋しい季節

冬は
つぼみが厳しさに
立ち向かう季節

冬は
降る雪が光に照らされ
輝く美しい季節

冬
DORAGON

銀世界～雪の音色～
KOMEY

クリスマスプレゼントのご寄贈ありがとうございました！！


