
　秋晴れで8月並みの暑い日、ご利用者様とご家族・関係団
体や協賛企業の皆様・ボランティアの皆様・地域の皆様等、約
400名を超えるご参加をいただき、にぎやかに行われました。
　今回は日本財団様の助成事業（医療的
ケアに対応した地域連携ハブ拠点のモ
デルづくり）の一環として実施され、認
定NPO法人うりずんと認定NPO法人
サバイバルネット・ライフ、認定NPO
法人だいじょうぶ、NPO法人障がい者
福祉推進ネットちえのわ、ボランティア
グループわおん、とちぎ地域生活サポー
ト研究会の合同開催となりました。
　今後もふれあいまつりを通して地域と
の交流の機会を持ちつつ、障がいや生きづ
らさを抱えたお子様とそのご家族が安心し
て暮らせる地域づくりにつながっていくこ
とを希望しています。ご協力・ご参加いただきました皆様に
心より御礼申し上げます。（三谷）

【屋外では……】
　芝生には真っ赤なテントの大きな舞台が出現。晃陽中学
校吹奏楽部や国際医療福祉大学ダンス部の皆様による素晴
らしいステージが繰り広げられ、うりずんスタッフによる
ダンス公演、バンド演奏も参加しました。恒例のかき氷や
焼きそばといった模擬店も売り切れ続出と大盛況。協賛企
業の皆様によるゲームやポップコーン、写真ブースも大盛
り上がりで、たくさんの笑顔あふれる素敵な時間となりま
した。（栗原）

【館内では……】
　県内で活動する各参加団体の工夫を凝らしたＰＲ展示や体
験、ゲームもあり、スタンプラリーをしながら来場者の皆様
に楽しんでいただきました。長いひのきの廊下の先にうりず
んの日頃の支援や活動の様子が事業ごとに展示され、利用
者様の表情豊かな写真、お友達やスタッフみんなで頑張った
作品に思わず笑顔になりました。まつりのテーマ「きみとい
っしょに」がまさに感じられる空間でした。休憩コーナーで
は屋外の日差しを避けてご家族同士談笑する姿もあり、それ
ぞれの形でおまつりを楽しんでいるようでした。（髙橋）

うりずんの想いうりずんの想い

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が
「普通」に暮らすことができる社会を目指しています。

「ふれあいまつり募金」の御礼　募金額：78,721円
ふれあいまつりでは今後も継続して実施するための募金を会場
でお願いしました。皆様より、心温まるご支援をいただきまし
たこと、心より御礼申し上げます。ありがとございました。

ふれあいまつりにご支援・ご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます（順不同）
日本財団様／ウェルシア薬局（株）様／徳次郎町自治会様／栃木県立富屋特別支援学校様／UHA味覚糖（株）様／キャノンマーケティング（株）様／
ジャパンフリトレー（株）様／栃木トヨタ整備（株）高野一之様／とも美容室様／大塚製薬（株）様／（株）ニュートリー様／（株）日本栄養給食協会様／
社会福祉法人 房香会様／鴇田節夫様／社会福祉法人 河内四つ葉会 グーフォ・かわち様／やたがい内科クリニック 谷田貝利光様／（株）ひびき様

9月9
日㊏　 「ふれあいまつり　ＩＮ　うりずん」
6団体合同で盛大に開催！！
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館内も休憩するだけではなく、工夫を凝らした楽しい企画がいっぱい！



うりずん通信

うりずんふれあいまつりに参加して　宇都宮市立晃陽中学校吹奏楽部長　柴 山 唯 香
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　2017年9月9日は、素敵な笑顔がはじけた一日でした。

今回は日本財団様の助成のお蔭で特設ステージとテントも

お借りすることができ、400名を超える方々が集まってく

ださいました。子どもに関わる市民団体との共催という初

めての試みで、ハロウィン姿の子どもたちが寄付を集めて

くれたり、団体のブースでは、箱の中に手を入れて何があ

るか感じる体験や、世界で１つの袋つくりなど、それぞれ

のワークを楽しんでいただきました。外では定番のわたあ

め、フランクフルト、焼きそば、香蘭のぎょうざなどが提供され、

出来立てのポップコーンやおまんじゅうもいただきました。また、

地元晃陽中の吹奏楽部の皆さんの演奏、国際医療福祉大ダンス

部の皆さんのパフォーマンス、そして多彩なうりずんスタッフに

よるダンスとバンド演奏も楽しんでいただけたようでした。

　お姉さんたちのキレッキレのダンスに合わせて、障がいのあ

る子もない子も、芝生の上で自由に踊ります。うりずんスタッフ

による恋ダンスの演奏では、お父さんやお子さんもステージに

上がってみんなで楽しく踊りました。

　ふれあいまつりの当日は、思いがけず真夏のような晴天に恵

まれ、体温調節の難しい子どもは、支援室の中で涼みながら外

を眺めていました。集まったお母さん達も久しぶり～と同窓会

みたいな感じでした。医療的ケアが必要な子どものお母さんか

ら伺いました。「周りをみれば、人工呼吸器の子も、知的障害の

子も、健常児も、大人も、お年寄りもいる。あ、これって普通だな、

いいなと思って……。人工呼吸器をつけた子どもの預かりが始

まった10年前からのことを走馬灯のように思い出して、ウルウ

ルしてしまいました」。

　その感想を伺い、ああ、うりずんが目指している社会がちょ

っぴり、そこにあったような気がして、嬉しくなりました。今後

も、できる範囲で、「うりずんらしい活動」を続けていきたいと

思います。

　いらしてくださった皆さん、応援してくださった皆さん、駐車

場を快く貸してくださったお向かいの県立富屋特別支援学校の

皆さん、協賛してくださった皆さん、お忙しい中助けてくださっ

たボランティアの皆さん、本当にありがとうございました。

きみといっしょに
「ふれあいまつりＩＮうりずん」を終えて

いろは坂
～秋を唄えば～

KOMAY
それは、一瞬なんかじゃなくて
永遠だって言えるくらいに。

夕陽のように輝く葉っぱ
その美しさは散りゆく前の
風で消えそうな灯りのように
とても儚いものだとしても
僕らの心に確かに残る

いろはうた、詠いながら登る坂
ミラーに映る赤、黄、橙
三色カーテン横目に登る

認定特定非営利活動法人うりずん
　　　　　　理事長　髙 橋 昭 彦

　うりずん・ふれあいまつりに参加させて頂き、とても嬉しく思います。

ありがとうございました。

　私たち晃陽中学校吹奏楽部では、「一音必奏、ありがとうを常に一致

団結みんなに響け心のハーモニー」をモットーに、日々の練習に励んで

います。重度の障害を抱えた子供さんたちの前での演奏で、少しでも楽

しんで頂き、多くの方々に元気・勇気を伝えたく、部員一丸となって頑

張りました。私たちにとっても、障害を抱えている子供さんたちとの交

流は、元気をいただく機会となり、とても貴重な経験となりました。

　私たちは他にも地域での演奏会を行うことが多々ありますが、改めて

様々な場所で演奏活動を行うことが、人と人を繋ぐ、素晴らしいことと

感じました。
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地よい風が吹き、う

りずん近隣の田んぼも

黄金色に染まり所々稲刈りが

始まっています。また虫の声も一層賑やか

になり、秋の訪れが感じられるようになり

ました。寒暖の差が激しい日が続きますが、

皆様いかがお過ごしでしょうか？

の夏は、からっと晴れることが少なく

雨の日も多かったためか少し物足りな

さを感じましたが、お子様たちは太陽に

負けないくらい元気な笑顔をたくさん見

せてくれました。晴天の日はプールの水

遊びが大人気！みんなで大きなプールに

入り、楽しそうな声がデッキに響きわた

りました。様々な経験や体験をしてまた

ひとまわり大きくたくましくなられたお

子様たちでした。

　また「ふれあいまつりＩＮうりずん」

では日頃の制作なども皆様に見ていただ

くことができました。

心

こ

看護師　原　真理子
●平成29年7月～9月のご利用状況　　（人）
7月
93

8月
90

9月
75

合 計
258

＊ いずれも延べご利用人数です

●平成29年7月～9月のご来所状況　  （人）

見　学　者
ボランティア
計

7月
14
13
27

8月
54
16
70

9月
21
39
60

合 計
89
68
157

●現在の登録状況……… 49名（9月30日現在）

日中一時支援事業

●現在の登録状況……… 18名（9月30日現在）
居宅介護事業

●現在の登録状況……… 13名（9月30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
「事業所案内　活動報告」をご参照ください。

＊ 児童発達支援 ……………………… 11名
＊ 放課後等デイサービス …………… 17名

●現在の登録状況（9月30日現在）

児童発達支援・放課後等デイサービス事業
●平成29年7月～9月のご利用状況　　（人）

児童発達支援
放課後等デイサービス

7月
86
88

8月
90
35

9月
75
44

合 計
251
167

＊ いずれも延べご利用人数です

●現在の登録状況　1名（9月30日現在）

居宅訪問型保育事業
●平成29年7月～9月のご利用状況　　（人）
7月
19

8月
17

9月
18

合 計
54

＊ いずれも延べご利用人数です

見学・ボランティア等ご来所者数

りずん近隣の田んぼも

黄金色に染まり所々稲刈りが

うりずん日記うりずん日記

▲ふれあいまつりで
　披露した作品

はりゆんのみんなでプール

夏はプールでバカンス気分！

アイスクリーム万博で
にっこり（東武百貨店）

　　
名前：堀江將太くん（しょうちゃん）
学年・年齢：5歳
好 きなこと：
　 楽器遊び、歌を聴く、本や紙
芝居を見ること。
嫌 いなこと：
　勉強、身体を動かすこと。
う りずんてどんなところ？：
　 遊んで学んで  お友達を作れ
て楽しいところ。

メ ッセージ：通所するようにな
って親子共々少しは成長出来
たかなと思います。これから
も、宜しくお願い致します。

物とふれあうこと
嫌 いなこと：特になし
う りずんてどんなところ？：
　 暖かくて、ほっとするところ。
メ ッセージ：
　 元気だった頃に戻りたいと強く思
いながら、笑顔(̂ - )̂で闘病頑張
りま～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

　2017年7月、田戸七夏さんが天に召されました。享

年7歳でした。

　いつもうりずんにくると大人しく様子を伺っている

七夏さんでしたが、時間が経つにつれ足をバタバタ動か

したり、大きな声でスタッフを呼んだり、時々変顔をし

てスタッフを笑顔にしてくれるとっても可愛らしい女の

子でした。

　七夏さんとの出会いは、私たち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。

名前・ニックネーム：たかちゃん、た～ちゃん
学年・年齢：25歳
好 きなこと：音楽を聴くこと、スポーツ観戦、お笑い、おしゃべり、動

ご逝去のお知らせ

▲▲

　披露した作品
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　「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

＜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。

☎ 028-601-7733（日・祝祭日はお休みです）連絡先

スタッ
フ募集

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！

うりずんでは、職員（常勤・非常勤）を

募集しています！
＜募集職種＞
看護師・介護福祉士・ヘルパー・理学療法
士・作業療法士・言語聴覚士・保育士・相
談支援専門員等。（相談支援専門員は障が
い支援分野での相談支援業務経験者のみ）

　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！

みゆちゃん家
族

ゆいちゃん家族

　私が紹介するのは、栃木県真岡市
にある「寿氷」というカキ氷専門店の
カキ氷です。このかき氷は、まず見た
目がすごい！　何と言ってもその高さ。
まさに世界一！！
　だけど、その高さよりも驚いたのは、
かき氷の味！私が食べたのは、9月
が旬の巨峰のカキ氷でした。生の果実

をそのまま使ったシロップをオーダーが入っ
てから亭主さんがつくり、一つ作るのに20分ぐら
いかかります。
　最初の一口を食べて最後の一雫を飲み干すまで
飽きず、食べ終わるまでずっと幸せな気分に！

　このカキ氷を目的に
全国から、世界からお
客さんが来るそうで
す。カキ氷一杯1,000
円前後ですが、この
カキ氷は1,000円以
上のカキ氷です！！
是非食べてみてく
ださい。
（佐藤  英治）

世界一をめざすかき氷

栃木県真岡市荒町5161
※営業時間・定休日・発売日など詳しいことは、Twitter、
　FACEBOOKにて随時更新しております。

世界一を目指すかき氷 
寿氷

　このカキ氷を目的に
全国から、世界からお
客さんが来るそうで
す。カキ氷一杯1,000
円前後ですが、この
カキ氷は1,000円以

栃木県真岡市荒町5161

　秋空の下、福祉施設や
生活困窮者に食料を無料
で提供する「フードバンク」
を支援する催し「チャリティ
ーウォーク56.7」に参加しま
した。宇都宮市内から日光中
禅寺湖までの56.7kmを2日か

けて歩きます。昨年はあと一歩で完歩を逃したので、必勝！ リベンジ！
　初日は宇都宮から日光市（旧今市）までの30km。スタートからトップグループに
とにかくついていこうと15km位までは上位を維持。しかし、日光市に入るあたりか
らトップ集団から遅れると、孤独の闘いとなりました。そんな時、「がんばって～！」
遠くの方から声が……何と、児童発達支援の子どもたちとスタッフが応援にきてい
ます！ 感謝感激！ 疲れも吹っ飛び一気に加速、時間内にゴールできました。
　2日目は、旧今市から日光の中心部、東照宮前を経て中禅寺湖までの約25km、
観光客を横目に、ひたすら歩き続けます。最大の難所は「いろは坂」。414m上りに
20か所ものヘアピンカーブが待ち受けます。昼前にいろは坂の起点「馬返し」に到
着。うりずんスタッフ、そして日中一時のご利用者とご家族の応援！ ありがとう
ございます！
　いろは坂はスタッフ等10名の「チームうりずん」と共に、歌あり、冗談ありと、
楽しみながら歩きました。ゴール前の明智平でもご利用者とご家族の応援！ 本当
に感謝です！
　午後3時過ぎ、中禅寺湖畔でゴールイン！ 今回は「完歩」できました！ 応援い
ただいた皆さまに厚く御礼申し上げます！ 来年は、みなさんも、是非この達成感
をご一緒に！（我妻英司）

9/30・10/1　「フードバンク」支援のための

みゆちゃん家
族

みゆちゃん家
族

禅寺湖までの56.7kmを2日か

　初日は宇都宮から日光市（旧今市）までの30km。スタートからトップグループに
とにかくついていこうと15km位までは上位を維持。しかし、日光市に入るあたりか
らトップ集団から遅れると、孤独の闘いとなりました。そんな時、「がんばって～！」
遠くの方から声が……何と、児童発達支援の子どもたちとスタッフが応援にきてい遠くの方から声が……何と、児童発達支援の子どもたちとスタッフが応援にきてい

チャリティーウォーク
完歩しました！
チャリティーウォークチャリティーウォーク
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ご寄付　1,924,069円をいただきました。ご支援ありがとうございました。
NPO法人うりずん寄付者名簿（敬称略） 平成29年7月1日～平成29年9月30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
等は限られており、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。

○賛助会員のお申し込みの場合
　個人年会費（　3,000 円）
　団体年会費（10,000 円）　のどちらかを選択してください
【各種振込先のご案内】
　振込みは、ゆうちょ銀行の専用口座へお願いします。
　（誠に恐縮ですが、手数料は別途ご負担をお願い申し上げます）

＜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
＜ゆうちょ銀行以外からのお振込み＞
　〇一九店（ゼロイチキュウ店）　当座：0441471
【オンライン寄付】
　うりずんのホームページ（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」のため、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
の税務署等にお問合せください）

ご
支
援
の
お
願
い

ご寄贈いただきました。

ご寄贈いただける方はうりずんまでご連絡
ください。尚、ご連絡が多い場合、収納ス
ペースの関係ですべ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も、予
めご了承いただけますと幸いです。

上澤様よりプール

▲

青木様より工作用紙

▲

▲田中さまより
　フラダンス衣装

たくさんの方から、ご寄贈品をいただきました。
ご支援いただきました皆様に、心より感謝申し上げます。

ご寄贈のお願い

＊遊びや活動で使用できる物品＊
　例：クッション積み木・室内用遊具

皆様のお手元にお譲りいただけるものがござ
いましたら、ご寄贈いただけますと活動に広
がりが出ます。よろしくお願いいたします。

▼大塚さまより
　消防自動車

紙面の都合により、すべての寄贈品を掲載できず、申し訳ございません。

青木様より工作用紙

＊遊びや活動で使用できる物品＊
　例：クッション積み木・室内用遊具

紙面の都合により、すべての寄贈品を掲載できず、申し訳ございません。

▲

＊遊びや活動で使用できる物品＊
　例：クッション積み木・室内用遊具

紙面の都合により、すべての寄贈品を掲載できず、申し訳ございません。

栃木県 宇都宮市　駒場　哲子 宇都宮市   ㈱ハーモニー 日光市　　長嶋須美子 佐野市　　小川　春代 群馬県 世田谷区　雨宮由紀枝 滋賀県

宇都宮市　秋野　　毅 　　　　　三條　安子 　　　　　林　　紀尚 　　　　　芳賀マサ子 　　　　　髙山　基一 高崎市　　松島　　宏 　　　　　上原　靖之 米原市　　小椋　一司

　　　　　石川　恵子 　　　　　倭文　一彦 　　　　　半田　　孝 　　　　　長谷川興賢 那須町　　北條江美子 渋川市　　菅野　圭一 　　　　　大瀧　　潮 大津市　　渕元　浩二

　　　　　市原　征洋 　　　　　渋川　典子 　　　　 （株）ひびき 　　　　　山口健太郎 市貝町　　國井　義慧 埼玉県 練馬区　　高久　史麿 大阪府

　　　　　井上　浩一 　　　　　関口　忠司 　　　　　府川　琢磨 さくら市　加藤　幸子 野木町　　田村　恵子 さいたま市　犬塚　功一 立川市　　宮田　章子 大阪市　　髙橋　雄二

　　　　　猪瀬　正勝 　　　　　五月女浩之 　　　　　武藤　高茂 　　　　　加藤　朋子 高根沢町　谷口　洋子 本庄市　　坂本喜久枝 多摩市　　楠本　郁子 池田市　　高橋　健一

　　　　　入江　政子 　　　　　大門　　亘 　　　　　村井佐代子 大田原市　渡邊　　学 壬生町　　前原　　操 川口市　　齋藤　喜作 八王子市　小沢　　浩 　　　　　高橋　昭夫

　　　　　上田由美子 　　　　　髙橋　秀夫 　　　　　矢古宇禮子 那須塩原市　新井　由季 北海道 越谷市　　豊田三枝子 神奈川県 奈良県

　　　　　大塚　啓子 　　　　　髙松　祐一 　　　　　谷田貝利光 那須烏山市　三上　綾子 木古内町　佐藤　 千葉県 横浜市　　牧野カツコ 橿原市　　加藤　久和

　　　　　金澤　林子 　　　　　髙柳愼八郎 　　　　　安野　和美 真岡市　　菊池　浩史 宮城県 千葉市　　北地久美子 横須賀市　㈲ヒロ薬局 三重県

　　　　　金田　キヨ 　　　　　床井　忠夫 鹿沼市　　貝賀　悦子 下野市　　粥見　美夏 仙台市　　田中総一郎 印西市 新潟県 伊勢市　　奥野　正孝

　　　　　瓦井　健一 　　　　　手塚　　希 日光市　　大久保　隆 　　　　　小島　好子 茨城県 　イエス･キリスト･コミュニティ教会
　印西ウィングヒルチャペル

南魚沼市　内納　静子 兵庫県

　　　　　菊池　順子 　　　　　長　　重光 　　　　　加藤　浩治 栃木市　　金坂　雅子 水戸市　　永井　秀雄 長野県 神戸市  いずみハートクリニック

　　　　　黒﨑由美子 　　　　　奈良クニエ 　　　　木村内科医院 小山市　　山本　秀夫 土浦市　　谷島　直子 東京都 小布施町　石井栄三郎 高知県

　　　　　小島真理子 　　日光総業株式会社 　　　　　手塚　和江 佐野市　　新井　文子 筑西市　　宮田　信之 港区　　　酒井三貴子 南国市　　松岡　真里

■団体賛助会員　（総数106団体）中、13団体（匿名2団体）が入会・更新くださいました。

■個人賛助会員　（総数867名）中、80名の方が入会・更新くださいました（うち匿名12名）

■一般寄付者　延べ117名（うち匿名希望22名）

栃木県 宇都宮市　黒崎　ヒロ 宇都宮市　手塚　　希 日光市　　手塚　俊治 壬生町　　前原　　操 鳩山町　　荒川　博美 神奈川県 京都府

宇都宮市　秋元　幹夫 　　　　　小森谷浩明 　　　　　長重　　光 　　　　　芳賀マサ子 宮城県 千葉県 横浜市　　尾﨑　　雄 京都市　　森本　恵子

　　　　　荒　るみ子 　　　　　坂本　士郎 　　　　　日野　公子 矢板市　　石川真由美 仙台市　　田中総一郎 松戸市　　安西　順子 　　　　　尾﨑　和子 奈良県

　　　　　飯村　慎一 　　　　　三條　安子 　　　　　箱石　充子 那須塩原市　飯島　惠子 茨城県 東京都 　　　　　中畝　治子 橿原市　　加藤　久和

　　　　　石川　恵子 　　　　　柴田　敦子 　　　　　府川　琢磨 下野市　　粥見　美夏 水戸市　　永井　秀雄 新宿区　　吉原由美子 　　　　　牧野カツコ 三重県

　　　　　井上　浩一 　　　　　柴田　和代 　　　　　藤岡　浩美 　　　　　田村　　隆 筑西市　　宮田　信之 杉並区　　磯崎　　慶 長野県 伊勢市　　奥野　正孝

　　　　　上田由美子 　　　　　鈴木　勇二 　　　　　村井佐代子 小山市　　野澤　　裕 つくば市　寺西　幸世 世田谷区　大瀧　　潮 小布施町　石井栄三郎 兵庫県

　　　　　小野　健市 　　　　　関口　忠司 　　　　　安野　和美 栃木市　　大友　崇義 群馬県 西東京市　西川　義昌 石川県 神戸市  いずみハートクリニック

　　　　　金澤　林子 　　　　　関端　榮子 　　　　　和田　純子 　　　　　大澤　光司 渋川市　　菅野　圭一 多摩市　　楠本　郁子 小松市　　中井奈穂子 長崎県

　　　　　菊池　順子 　　　　　大門　　亘 鹿沼市　　秋山　和子 　　　　　川嶋　陽子 埼玉県 東大和市　下川　和洋 滋賀県 大村市　　瀬戸　秀文

　　　　　日下部　実 　　　　　髙橋　秀夫 　　　　　貝賀　悦子 塩谷町　　石下　和伸 さいたま市　岡島　美朗 府中市　　麻生千恵美 大津市　　渕元　浩二

　　　　　草間ヨシ江 　　　　　髙柳愼八郎 日光市　　金子　祐一 市貝町　　國井　義慧 朝霞市　　山口はるみ 立川市　　宮田　章子

栃木県 宇都宮市　　　　（有）真和ハウジング 千葉県

宇都宮市　（有）アーバンエルシー 　　　　　　　　ユー福祉タクシー 千葉市　　　　　社会福祉法人　りべるたす

　　　　　一般社団法人 発元気プロジェクト 歌う海賊団ッ！ 塩谷町　　　　　植木医院 山梨県

　　　　　お食事処うおえい 宮城県 昭和町　　　　　医療法人健輝会　げんきキッズクリニック

　　　　　栃木県済生会宇都宮病院　 大崎市　　　　　医療法人心の郷　穂波の郷クリニック　 石川県

　　　　　光陽電気工事株式会社 小松市　NPO法人いのちにやさしいまちづくり ぽぽぽねっと
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平成30年1月14日（日） 9：30～12：00

平成29年11月15日（水）
10：00～11：30

びょうきやしょうがいをもつ子どもの
「きょうだい」とかぞくに寄り添う

「認知症のサポートを学ぶ」

家族の情報交換会・交流会

NPO法人 しぶたね 清田  悠代氏講 師

NPO法人 うりずん 事務局問合せ

とちぎ健康の森 講堂会 場

受講料：無料

受講料：無料

　9月16日（土）「Tiny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、台風が近づき
気がかりな天候でしたが、大勢の方がご来場くださり、楽しく盛大に開催できました。
　ご出演くださったＣｉｅｌの浅沼杏花さん、石川陽亮さんはバラエティに富んだ演奏で私たちを
楽しませてくださり、「とても楽しかった、機会があればまた是非に！」とのことでした。
　今回で5回目となるＴｉｎｙコンサートは、皆さまの応援とご協力、そして、ご参加者の
楽しそうな笑顔や歌声、寄せられる喜びの声などの力に支えられています。小さなお子
様連れから大人の方も、障がいの有る無しに関らず様々な方々が楽しめるコンサートとし
て、少しずつ地域に根付きつつあることを、うれしく感じます。ご出演のお二人をはじめ、
うりずんスタッフの皆さま、その他たくさんの方々のご協力、ご支援、ご参加に心から感
謝申し上げます。なお、コンサートの収益金は、うりずんへの寄付と障がいのある子ど

もと家族の支援にすべて充てさせていた
だきます。

●当日アンケートより（一部）

＊ 子供が本当に笑顔で、体ごと楽しんでいた。
＊いろいろな音で惹きつけるところ、すばらしいですね。ヴァイオリンとユーモラスな
　パフォーマンス、意外な組み合わせ。小さい子も最後まで楽しめていたと思います。
＊楽しい時間でした。ほっこりコンサートでした！

こんにちは。Ｔｉｎｙです！
「第５回Ｔｉｎｙチャリティーコンサート」の御礼

Tiny 代表  土沢　薫

会　場：NPO 法人 うりずん 地域交流スペース「ゆいま～る」
講　師：NPO 法人 風の詩 理事長　永島徹氏
問い合わせ：NPO 法人うりずん 事務局

1月14日（日）に実施決定!! 是非ご参加を!!
（平成29年度栃木県小児在宅医療体制構築事業）

第3回地域交流セミナー

2017年12月17日（日）とちぎ健康の森にて実施決定!!

　今年度も「みんなで楽しもう！クリスマス会」
を計画いたしております。ご利用者様をはじめ、
ご兄弟も楽しみに参加して下さる恒例行事です。
　当日サンタさんからのプレゼントとして子ども
さんにお渡しします。年に1回のわくわくする瞬
間の子供たちの笑顔を皆様の温かいご支援で実
現させてください。ご協力お願いいたします。
●ご寄贈品目
・おもちゃやゲームなど子どもが喜ぶ品物（新品）
・現金でのご寄付（職員が代わりにプレゼントを購入させていただきます）

●ご送付方法
・ 着払いでうりずんにお送り
いただく。
・職員が取りに伺う。
●お申し込み
・平成29年11月17日㈮まで

●その他　当日ボランティアとしてのご参加も大歓迎いたします。

※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。

2017年12月17日（日）とちぎ健康の森にて実施決定!!2017年12月17日（日）とちぎ健康の森にて実施決定!!

クリスマス会への寄付のお願い

“うりずんクリスマス会”も今年で６回目を迎えます。1年に一度のわくわくクリ
スマス。昨年同様、皆様に楽しんでいただけるような、素敵な会を計画中です☆

クリスマス会の予定
みんなで楽しもう！うりずんクリスマス会♪

●と　き 　12月17日（日） 11：00～15：00（予定）
●ところ 　とちぎ健康の森　多目的スペース


