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R生で音を聴くこと
　うりずんの地域交流スペース「ゆいま～る」の一角に、ア
ップライトピアノが置かれています。このピアノは、ある方
の亡くなられた奥様の愛用のものでしたが、活用してほし
いとのお話があり、オーバーホールと調律も済ませ、うりず
んにやって来ました。ゆいま～るでは毎日のように音色がし
ます。「駅のピアノ」みたいに、たくさんの人に弾いてもらえ
ると嬉しいです。
　実はうりずんのスタッフは音楽好きが
多いのです。また、音楽療法の先生が来
てくださったり、チャリティコンサートに
出かけたりと、うりずんの子どもたちには、素敵な音楽を聴
く機会があります。生で体に響く音に、体をゆすったり、手
をたたいたりと、子どもたちは反応します。自分で動くこと

ができない子ども
も、素敵な音楽を
聴くと脈拍が下が
ります。これはリ
ラックスの証です。
障がいのある子ど
ももライブを楽し
んでいるのです。
 

Rお出かけと体験
　M君は人工呼吸器をつけた子どもです。公共交通機関で
お出かけしたい！　と、路線バスや電車に乗る試みが始まり
ました。車いすの下に呼吸器、吸引器などを搭載して、M
君とお母さんがバス停で待っていると、ノンステップバスが

やってきます。もちろん予約なしです。運転手さ
んはスロープを出してくれますが、何かの具合で
スロープが出せず、乗っていたお客さんが乗り降
りを手伝ってくれたこともありました。子どもが出
かけることで、社会が変わっていきます。
　6月に宇都宮動物園さんで開かれたドリームナ
イト・アット・ザ・ズーでは、たくさんの子どもと家
族が、キリンに餌をあげる、動物に触る、夜の動
物を見るなど、普段なかなかできないことを体験
できました。関係者の皆さん、ありがとうござい

ました。

Rお友達とのふれあい
　先日、ある保育園の見学に出かけたY君とお母さん。お
母さんは、現在育児休暇中なのですが、Y君には人工呼吸
器が常時必要なため、まだ働ける目処が立っていません。
このたび、ある保育園が見学の受け入れをして下さるとのこ

とで、私も同行しました。10数人の子ど
もの中には、障害のある子どももいます。
Y君は、朝の会でゲストとして名前を呼
ばれ、保育士さんとタンバリンが近づい

てきたときは泣いてしまいましたが、あとの時間は、お友達
が遊ぶ様子を見たり、お友達のご飯のときには、自分も注
入してもらい、口もよく動いていました。Y君はいつもご両
親、スタッフなど大人に囲まれた生活をしていますが、自分
と同じ小さなお友達が目の前にいると反応が明らかに違う
ようです。
　これから何度か見学が続きますが、お友達の中と保育園
に少しずつ慣れていけると良いですね。

R経験値を０から１に
　障がいがあるという理由だけで、その年齢の子どもなら
体験するであろうことを経験できないことが少なくありませ
ん。一度も経験しないと経験値は０。でも、一度でも経験
すれば、経験値は１になります。
　聴く、乗る、見る、ふれあうなど、さまざまな経験値を０
から1にしていくことは、子どもの育ちにつながります。体
験は宝物なのです。

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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テーマ：体験は宝物

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

暑中お見舞い申し上げます
いつもご支援ありがとうございます
暑くなりますので、ご自愛ください

　令和元年 盛夏

認定特定非営利活動法人うりずん

理事長　髙 橋 昭 彦

ハープに触れて～優しい音にいやされます

体験は宝物



北海道 宇都宮市　黒﨑由美子 宇都宮市　高柳慎八郎 宇都宮市　山田　　昇 大田原市　渡邊　　学 群馬県 世田谷区　大瀧　　潮 大阪府
函館市　　高橋あけみ 　　　　　駒場　哲子 　　　　　髙村カツ子 　　　　　山田有希子 那須塩原市　日下部　慎 高崎市　　鈴木　　隆 中野区　　堺　　園子 大阪市　　吉川かおり

宮城県 　　　　　近藤　貴子 　　　　　竹下　裕子 　　　　　吉村　芳子 真岡市　　菊池　浩史 埼玉県 　　　　　塩田美津子 池田市　　髙橋　昭夫
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栃木県 　　　　　佐々木佳子 　　　　　塚本　明子 　　　　　大嶋　洋子 下野市　　石川由紀子 川口市　　齋藤　喜作 　　　　　櫻林郁之介 滋賀県
宇都宮市　秋野　　毅 　特定非営利活動法人　仕事と

　子育て両立支援センター
　　　　　床井　忠夫 　　　　　大橋　康宏 　　　　　粥見　美夏 越谷市　　豊田三枝子 東久留米市　飯野　順子 大津市　　藤田　義嗣

　　　　　阿久津敦子 　　　　　直井　　茂 　　　　　加藤　浩治 　　　　　小島　好子 本庄市　　坂本喜久枝 八王子市　小沢　　浩 奈良県
　　　　　天知　　稔 　　　　　柴田　敦子 　　　　　野呂　和子 　　　　　川味　ヱセ 　　　　　村尾　捷利 千葉県 神奈川県 桜井市　　上山　三幸
　　　　　石井　信行 　　　　　柴田　和代 　　　　　橋本　正行 　　　　　須佐　佳子 小山市　　大竹　伸子 千葉市　　柚﨑　通介 横浜市　　永田　幸雄 兵庫県
　　　　　石川　恵子 　　　　　渋川　典子 　　　　　羽石　洋子 　　　　　鈴木　法子 　　　　　大山　千加 印西市 川崎市　　小竿　順子 神戸市　　杉本　健郎
　　　　　井上　智貴 　　　　　清水　康子 　　　　　林　　紀尚 　　　　　泉福寺 　　　　　㈱フレンド 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
横須賀市　荒井　泰夫 伊丹市　　李国本修慈

　　　　　植木　　茂 　　　　　白石　洋子 ㈱パワーホットメディカル 　　　　　髙橋　良子 栃木市　　鮎田美智子 　　　　　㈲ヒロ薬局 和歌山県
　　　　　臼井　佳子 　　　　　助川　　勉 　　　　　半田　　孝 　　　　　長嶋須美子 　　　　　岡泉ゆみ子 　　　　　ブレス㈱ 静岡県 和歌山市　土井　康晴
宇都宮陽東ロータリークラブ 　　　　　須田　啓一 　　　　　人見　智子 　　　　　芳賀マサ子 　　　　　佐々木充子 東京都 静岡市　　天野　功二 鳥取県
　　　　　江川　　昭 　　　　　関口　清美 　　　　　平石　紀子 　　　　　山口健太郎 佐野市　　鴨澤　千尋 江東区　　堀田　聰子 京都府 米子市　　前垣　義弘
　　　　　大塚　啓子 　　　　　関口　忠司 　　　　　牧田三津子 　　　　　山﨑　久子 足利市　　鈴木　理恵 港区　　　酒井三貴子 京都市　　奈良間美保 長崎県
　　　　　大登　民枝 　　　　　関根　直久 　　　　　松本　怜子 　　　　　吉新　春久 高根沢町　佐藤　正行 公財）社会貢献支援財団 長野県 大村市　　瀬戸　秀文
　　　　　小俣みさお 　　　　　五月女夏巳 　　　　　武藤　高茂 さくら市　加藤　幸子 塩谷町　小野崎千鶴子 杉並区　　秋山　をね 小布施町　石井栄三郎
　　　　　粕谷　明弘 　　　　　大門　　亘 　　　　　村田　光敏 　　　　　加藤　朋子 壬生町　　松野　直之 世田谷区　上原　靖之
　　　　　瓦井　健一 　　　　　高松　祐一 　　　　　柳田　　巌 　　　　　関　ヨシ子 　　　　　大川　周二

宮城県 宇都宮市　柴田　和代 宇都宮市　直井　　茂 宇都宮市　山田ちい子 さくら市　関　ヨシ子 高根沢町　菅野　安子 台東区　　青木　大祐 滋賀県
仙台市　　田中総一郎 　　　　　清水　康子 　　　　　中村　京子 　　　　　山田　　昇 那須塩原市　阿久津典子 　　　　　佐藤　正行 港区　　　酒井三貴子 大津市　　大屋津多江

栃木県 　　　　　白石　洋子 　　　　　西岡　　隆 　　　　　山田有希子 　　　　　大武ゆきえ 塩谷町　小野崎千鶴子 中野区　　相澤　裕子 　　　　　藤田　義嗣
宇都宮市　青木　秀子   　　　　　鈴木　勇二 　　　　　橋本　正行 　　　　　米内山歌織 　　　　　早乙女正次 市貝町　　國井　義慧 板橋区　　櫻井　敏子 石川県
　　　　　天知　　稔 　　　　　須田　啓一 　　　　　走出　政視 　　　　　渡辺　照美 真岡市　　村上　八郎 壬生町　　松野　直之 練馬区　　大塚　孝司 金沢市　　上瀧　　大
　　　　　池本喜代正 　　　　　関口　忠司 　　　　　羽石　洋子 鹿沼市　久保寺美智男 下野市　　石川由紀子 　　　　　米内　美代 国分寺市　広瀬　文子 兵庫県
　　　　　石川　恵子 　　　　　関端　榮子 　　　　　早川美奈子 　　　　　高村　　博 　　　　　粥見　美夏 茨城県 小金井市　竹宮　健司 伊丹市　李国本修慈
　　　　　臼井　佳子 　　　　　五月女浩之 　　　　　平石　紀子 日光市　　阿部　　博 　　　　　金田　隆之 古河市　　植竹　　忠 八王子市　大村　　茂 三重県
　　　　　岡部　昇子 　　　　　大門　　亘 　　　　　半田　　孝 　　　　　大橋　康宏 小山市　　青野　浩子 結城市　　渡邉　　勇 神奈川県 伊勢市　　奥野　正孝
　　　　　角田　孝之 　　　　　高木登茂子 　　　　　福田　　勤 　　　　　須佐　佳子 　　　　　佐野　光司 千葉県 藤沢市　　吉原　美貴 和歌山県
　　　　　粕谷　明弘 　　　　　高松　祐一 　　　　　藤岡　浩美 　　　　　鈴木　法子 栃木市　　鮎田美智子 市川市　　金屋　友子 横須賀市　荒井　泰夫 和歌山市　土井　康晴
　　　　　鴨志田好子 　　　　　高柳慎八郎 　　　　　三品　朋子 　　　　　田中　裕子 　　　　　栗山　　宏 東京都 長野県 宮崎県
　　　　　瓦井　健一 　　　　　田中　宣行 　　　　　村田　弘子 　　　　　長嶋須美子 　　　　　佐々木充子 新宿区　　秋山　正子 小布施町　石井栄三郎 日南市　　池田　輔昭
　　　　　小林久美子 　　　　　多門　　孝 　　　　　村田　隆一 　　　　　芳賀マサ子 足利市　　椎原　弘章 　　　　　秋山　央子 岐阜県
　　　　　近藤　貴子 　　　　　塚本　明子 　　　　　柳田　　巌 　　　　　山﨑　久子 上三川町　入江　成子 足立区　　玄順　　烈 岐阜市　　矢嶋　茂裕
　　　　　柴田　敦子 　　　　　戸村　仁美 　　　　　山越　篤子 さくら市　加藤　幸子 　　　　　野沢貴美子 　　　　　村田　君江
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ご寄付　2,475,984円をいただきました。ご支援ありがとうございました。

■団体賛助会員　入会・更新22団体（匿名1団体）

NPO法人うりずん寄付者名簿（敬称略） 2019年4月1日～ 2019年6月30日（到着分）

○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）

■個人賛助会員　更新129名（匿名19名）

　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。

栃木県 栃木県 日光市　　NPO法人　和音　 東京都

宇都宮市　宇都宮協立診療所 宇都宮市　㈳晃丘会　おおるりの森 那須烏山市　訪問看護ステーション　あい 中野区　　㈱ひつじ企画　

　　宇都宮生活改善クラブ協議会アグリランドシティショップ 　　　　　㈳晃丘会  シャトーおおるり 茨城県 山梨県

　　　　　遠藤小児科医院 　　　　　栃木トヨタ整備㈱ 筑西市　　宮田医院 中巨摩郡　（医）げんきキッズクリニック　

　　　　　荻原会計事務所 　　　　　手塚耳鼻咽喉科 群馬県 滋賀県

　　　　　㈱釜屋 　　　　　栃木保健医療生活協同組合 高崎市　　（医）重田こどもアレルギークリニック 長浜市　　（医）布施クリニック　

　　　　　㈳晃丘会　ひばり 　　　　　レイス治療院宇都宮

■一般寄付者　延べ158名（匿名22名）

※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。

▲稲葉様より 佐藤様より

▲

下
谷
様
よ
り

福田　嘉士様・鈴乃様より

ご寄贈

いただ
きまし

た。

多くの方々から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御礼申し上げます。

ご
支
援
の
お
願
い
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煌めきの記憶
KOMAY

波が奏でるメロディーも

夜空瞬く星たちの詩も

君がいるから気付けたんだ 隣で見つけた煌めく記憶は

僕の心に刻み込まれた

かけがえのない宝物

まず初めに宇都宮動物園、そして荒井園長さんの自己紹
介をお願いします。
宇都宮動物園は宇都宮市
の北部、宇都宮 ICから 5

分の所にあります。キリン・カバ
などの大型動物、ライオン・トラ
などの猛獣、ウサギ・モルモッ
トなどの小型動物等、90種450
匹がいて、エサをあげられたり、
近くで触れ合ったりできる体験
を重視した動物園です。父が始
めて、私が2代目になります。

動物園のご苦労はどんなところでしょうか？

やはり、動物が死ぬのが一番つらいです。病気の早期発
見ができればいいのですが、苦しそうな表情になった時に

はもう遅いことが多く、飼育員の日頃の観察（エサの食べ方や
動きなど）、小さな変化が重要になります。

うりずんとの出会うきっかけは何でしょうか？

 「ドリームナイト・アット・ザ・ズー」の活動をするため
開始の1年ぐらい前からチームを立ち上げ、ボランティ

ア団体の人たちと打ち合わせを始めました。そのボランティア
団体の方の中にうりずんさんを知っている人がいて、ご紹介い
ただきました。

「ドリームナイト・ア
ット・ザ・ズー」は

今年で6回目になりますが、
印象に残ったことはなんで
しょうか？

第1回目が大雨で申
し込みの人数の半数

も参加されず、アットホームな会でした。やる前はいろいろな企
画の提案もあったのですが、動物とのふれ合い等、動物園なら
ではの手作りの内容で開催し、怖くて動物に触れないお子様も、
帰りにはとても喜んでいただきました。「ごきょうだいも楽しま
せてほしい」とうりずんの髙橋理事長からお話があり、きょう
だいへの支援という視点も初めて知りました。
　その後も手作りで何ができるかを模索し、パワーアップして
いるつもりですが、3年前から花火を始めました。当日、子ども
たちの喜ぶ姿に花
火担当のスタッフ
が、終わったあと
涙ぐんでいるのが
印象的で、私たち
が感動をもらって
いることを改めて
感じました。

これからの活動とうりずんへ何か一言。

今まで知らなかった世界を教えていただき、また、お子様
方から生きることの大切さを教えていただき、うりずんの

皆様には本当にありがとうございますと申し上げたいです。
　また、子どもさんたちへの支援と共に、うりずんさんという

施設への応援と
して、お子様を
含め多くの方に
存在を知ってい
ただく、アピー
ルなどができな
いかと考えてお
ります。

　本日はお忙しい中、ありがとうございました。（三谷知子）

宇都宮動物園

Q

Q

Q

Q

Q

A

A

A

A

A

地域に支えられてⅢ

　うりずんから日光街道を少しだけ宇都宮方面に車を走らせると、宇都宮動物
園があります。
　2014年から「Dreamnight at the Zoo（ドリームナイト・アット・ザ・ズー）」
という催しに6年連続でご招待を頂いております（今年の開催状況は6面で詳
しくご報告しています）。宇都宮動物園　園長荒井賢治さんに、うりずんとのか
かわりや想いを伺ってきました。 どこか懐かしい雰囲気の園内

荒井園長さん　宇都宮動物園入口にて

珍しい動物たち

人気者ホワイトタイガー

えさをあげることができるキリン



節の移ろいは早く、薄着に身を包む子どもたちを

見ると、夏のパワーを手に入れたような逞しさを

感じます。うりずんでは今季、日々の活動に加え、いく

つかのイベントがありました。
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看護師　川島　永莉
●2019年4月～6月のご利用状況　　（人）
4月
131

5月
125

6月
143

合 計
399

＊ いずれも延べご利用人数です

●2019年4月～6月のご来所状況　  （人）

見　学　者
ボランティア
計

4月
35
9
44

5月
42
13
55

6月
108
14
122

合 計
185
36
221

●現在の登録状況……… 57名（6月30日現在）

日中一時支援事業

●現在の登録状況……… 19名（6月30日現在）
居宅介護事業

●現在の登録状況……… 16名（6月30日現在）
移動支援事業

●現在の登録状況……… 4名（6月30日現在）
相談支援事業

※ 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 ……………………… ●名
＊ 放課後等デイサービス …………… ●名

●現在の登録状況（6月30日現在）

児童発達支援・放課後等デイサービス事業
●2019年4月～6月のご利用状況　　（人）

児童発達支援
放課後等デイサービス

4月
82
93

5月
80
92

6月
92
96

合 計
254
281

＊ いずれも延べご利用人数です

●現在の登録状況　●名（6月30日現在）

居宅訪問型保育事業
●2019年4月～6月のご利用状況　　（人）
4月
18

5月
17

6月
16

合 計
51

＊ 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

季

５

日

うりずん日記うりずん日記

児発『虹色の魚』 放デイ『気球』 日中一時　雨にぬれても

居宅介護事業の大人の方の詩集

　　
名前（ニックネーム）：瓦井 樹さん（いっくん）
学年・年齢： 小学 4年生

好 きなこと：
　 絵を描くこと、踊ること、
    歌うこと、ゲーム
嫌 いなこと：
　暗いところ、オニ
う りずんてどんなところ？：
　楽しいところ!!（本人談）
メ ッセージ：スタッフのみな
さんのおかげで、ありの
ままの自分を出すことが
でき、樹はうりずんが大好
き！
     笑顔全開です (^o^)

うりずんの仲間たち

名前（ニックネーム）：千葉優介さん（ゆうちゃん）
学年・年齢：4歳 8か月
好 きなこと：鉄道（新幹線、ＳＬなど）、工事車両、ぬいぐるみ
嫌 いなこと：マイペースを崩されること

う りずんてどんなところ？：仲良
しのお友達、スタッフさんがい
る楽しいところ
メ ッセージ：お友達やスタッフさ
んから沢山の刺激を頂き、両親
の想像以上に発達し嬉しいかぎ
りです。社会と接することの重
要性を日々痛感しています。い
つも笑顔のスタッフの皆さん、
ありがとうございます。

ご家族に伺いました♪

月23日～26日の4日間、

宇都宮市表参道スクエア

5階宇都宮市市民ギャラリーで、

「うりずん写真＆作品展」が行わ

れました。毎回活動でご利用者

様一人ひとりが自分のできるこ

とを担当して協力しあって一つ

の物に仕上がった作品は圧巻‼ 

アートの他に詩の展示もあり、

それぞれが美しく力強い作品を

展示することが出来ました。

々のうりずんでは毎日が大冒

険！

　お天気の日にはトマトを植えたり、

えんどう豆やじゃがいもを収穫した

り。梅雨に入って外に行けない日は、

室内でボールプールの波に揺られて

みたり、映画鑑賞を楽しんだり、う

りずんには、雨にも負けないたくさ

んの笑い声が響いています。
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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。

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
笑顔いっぱいのうりずんを作りませんか？

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・OT・PT・
ST・保育士・相談支援専門員（障がい分野
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！

　大曽通りにあるブックカフェ“コム・ラ・ボア・ラクテ”
の紹介です。フランス語の「天の川のように」という意味
を持つお店の名前は、星たちが集まっているように人と

の繋がりを大切にできたら…という思
いが込められています。マスターこだ
わりのオリジナルブレンド珈琲と愛が
ギュっと込められた手作りのスィーツ
は、やさしい甘さと口当たり。
　2階には何度でも読みたくなるような魅力的な古
本を取り揃えた“風花野文庫”があります。“風花
野文庫”の店長は、アルパカと笛をこよなく愛し、
うりずんでもリコーダー等、様々な笛の演奏をして

くださっています。ご夫妻が営
むお店は、いつも笑顔に溢れ、
ほっこりゆったりした時間が流
れ、ついつい長居したくなる心
地良さです。　　（宇賀神智子）
■ブックカフェ
　“コム・ラ・ボア・ラクテ”
　宇都宮市上大曽町341-1

　　　　　　  ☎ 028-625-3408　
【営業時間】13：00～20：00（L.O.19:00）
　木曜定休 ※風花野文庫は土日のみ営業
【駐車場】店舗北側7台

ボランティア
も募集しています！

★ 平日の午前（9:00～14:00）、午後
（14:00～18:00）、土曜勤務可能なパー
ト保育士、介護職、看護師を急募中です！
（勤務時間等応相談）

急
募
中

髙橋理事長

宇都宮中央ライオンズクラブ杯
にて寄付を頂く

地域交流セミナー

宇都宮市高齢福祉課
北山さん

コム・ラ・ボア・ラクテ
ブックカフェ

　6月12日（水）9:45～11:45、うりずん地域交流ス
ペースゆいま～るにおいて、54名の参加者の方をお迎え
して実施しました。
　内容は宇都宮市高齢福祉課の北山聡子さんから「地域
療養支援体制の推進に向けた本市の取り組み」として全
国に先駆けて始められた取り組みの内容を丁寧にご説明
頂きました。後半は当法人の髙橋昭彦理事長から「その
ひとらしく最期までお家で暮らすために」そして人生会議
についての講話がありました。参加者の皆様はシルバー
世代の方が多かったこともあり、「元気なうちに家族と話
し合いたい」という感想を多くいただきました。（三谷知子）

　7月6日（土）宇都宮市明保野体育館において宇都宮中央ラ
イオンズクラブ様主催のバレーボール大会におじゃまさせてい
ただき、「NPO法人うりずん」のお話をさせていただきました。
　当日の参加者は小学生86名、保護者の方と合わせると150
名程の皆様が集まり、体育館の中は元気な声があふれていまし
た。そんな中でうりずんの皆さんの写真を見ながら「障がい」
についての話や「助け合うこと」について真剣に聞いてくださり、
とても素敵な大会となりました。尚、参加費を全額うりずんに
ご寄付下さいました。（三谷知子）

テ
ィ
ラ
ミ
ス

モ
ヒ
ー
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と
コ
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◆平成30年度決算報告
　おかげさまで、平成30年度も黒字決算となりました。
心より御礼申し上げます。（詳細は別表をご覧ください）
　寄付等を除いた「事業収入（行政からの介護事業給付金
等）」のみでは赤字となりますが、これは、利用者を安全
をお預かりするには「1対1」の手厚い人員配置が欠かせ
ない、と考えるうりずんの支援方針に対し、既存の給付制
度が不十分という構造的な課題と言えます。また、うりず
んでは制度外であっても、緊急、必要と考えられる支援は、
無償か実費のみでお引き受けしています。
　うりずんの活動は皆様のご支援に支えられています。引
き続き、お子様たちの笑顔あふれるうりずんの活動をご支
援くださいます
よう、お願い申し
上げます。（報告
者／我妻英司・
うりずん事務局
長）

※ 昨年度は、延
べ822名の皆様
から10,212,335
円のご支援をい
ただきました。
心より感謝申し
上げます。

うりずんの活動は、
みなさまのご支援に支えられています！

うりずん平成30年度決算報告
経常収入 （総収入額） （事業費のみ）

 事業収入 87,034,448 87,034,448

 助成金 2,070,355 0

 賛助会費・寄付金 10,212,335 0

 その他 1,177,113 0

合　　計 100,494,251 87,034,448

経常支出

 事業費 88,389,558 88,389,558

 （うち人件費） 69,314,352 69,314,352

 管理費 5,707,511 5,707,511

合　　計 94,097,069 94,097,069

収支差額 6,397,182 -7,062,621

うりずんの内外でいろいろな催しがありま
したので、ご報告です。♪イベントのご報告♪

①第 5回地域交流セミナー
　そのひとらしく最期までお家で暮らすために
　～人生会議：皆さんで考えてみませんか～

②第1回宇都宮中央ライオンズクラブ杯
　小学生バレーボール交流大会

寄付がないと赤字に…
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1 ふれあいまつり IN うりずん 2019
　　　　令和元年9月14日㊏　11:30 ～15 :00
　　　　うりずん　芝生および館内
　　　　 「きみもいっしょに参加しよう」
　今年もみんなでいっしょに盛り上がるおまつりを考えていま
す。音楽あり！ ダンスあり！ 模擬店あり！ 大人気のかぶりもの
コーナーも！！
　毎年、関係団体の利用者様、ご家族のみでなく、地域の皆様
もお呼びして、楽しいおまつりです。おまつりへのご支援・ご協
力も是非お持ちしております。
　詳しくはHPまたはチラシをご覧ください。

2 多職種研修　県南地区
　　　　令和元年10月6日㊐　10 :00 ～15 :30
　　　　栃木市国府公民館（栃木市惣社町228番地1）

　6月1日（土）。今年も快晴の中、
第 6回ドリームナイト・アット・ザ・
ズーが開催されました。
　園内散策、わんわんショー、ノリ

ノリのダンスに紙芝居、色とりどりの花火や動物た
ちの普段は滅多にみられない貴重な夜の様子が楽
しめるナイトツアー等、今回も盛り沢山の内容でし
た。年々参加者も増え、約250名の方々が参加さ
れました。
　普段うりずんでも楽しそうな笑顔を見せてくれる
お子様たちですが、ご家族・ごきょうだいが揃って、迫力ある動物たちに驚いたり、小動物とニコ
ニコとふれあっている姿は、特別なものに感じられました。お食事は、宇都宮動物園さんと宇味
家餃子さんがご用意してくださった温か
いカレーライスとジューシーな餃子をみ
んなで美味しくいただき、大満足。
　今年も、宇都宮動物園のスタッフの皆
さん、警備やレクレーション等でイベン
トを支えて下さった実行委員やボランテ
ィアの方々のおかげで、素敵な一日を過
ごすことが出来ました。心より感謝申し
上げます。　　　　　　　（井上久美子）

　　　 「医療的ケア児のくらしを支えるネットワークづくり」
　医療的ケアの必要な方を支援する多くの職種の方々にお集ま
りいただき、多職種連携について学びたいと思います。

・・・
　　　　　　　　　 うりずん事務局　☎028-601-7733

うりずん・関連団体等の研修のご案内ですうりずん　インフォメーション
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集
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記
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集
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日  時

日  時

会  場

テーマ

会  場

テーマ

申込み・問い合せ

わくわくする体験がいっぱい

ドリームナイト・アット・ザ・ズー

わくわくする体験がいっぱい

ドリームナイト・アット・ザ・ズー

わくわくする体験がいっぱい

ドリームナイト・アット・ザ・ズー

わくわくする体験がい ぱい

Dreamnight at the Zoo

Dreamnight at the Zoo


