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日々出かけること
　お正月には初詣、春はお花見、夏は海や山、秋は紅葉
狩りなど、私たちは季節ごとに出かけます。映画、ライブ、
スポーツなど、特別な関心事のための外出もあるでしょう。
また、予定していなくても、日常的に、お店に立ち寄り、
散歩や運動もします。出かけること、それは人生の愉しみ
です。どんな障害や病気があっても、外出が保障されるこ
とはとても大切です。

総武線と小田急線を乗り継ぐ
　「バクバクの会～人工呼吸器と共に生きる」という当事者
団体（大塚孝司代表）があります。2010年の全国集会が
東京で開催されたとき、会の賛助会員である私は皆さんと
市ヶ谷へ泊り、翌朝、会場である代々木の国立オリンピッ
ク記念青少年総合センターまで公共交通機関と徒歩で移
動するという体験をしました。新宿駅のホームから降りる
昇降機は奥行きが狭いため、背もたれを起こし、足載せを
たたむ必要がありました。小田急線参宮橋駅ではホームか
らエレベーター
で上階へ、線路
をまたいで、下
階まで再びエレ
ベーターで降り
て改札口を目指
しました。バク
バクっ子は荷物
が多く、子ども
が寝た状態なの

で、駅のエレベーターには車いす1台しか載りません。ち
ょっとした坂でも、ずっしりと重みがきます。でも、小田急
線の車内で見た光景は忘れられません。車両１両に人工呼
吸器をつけた子どもが５人、普通に乗っているのですから。
移動のほとんどを複数のヘルパーが付き添って工夫を重ね
ていたのです。

飛行機で北海道へ
　北海道滝川市にあるそらぷちキッズキャンプさんからの
招待を受けて、2018年9月、3泊4日でキャンプに出掛
けました。医療的ケアが必要な子ども３人とご両親、きょう
だい、そしてスタッフの総勢20名が参加。今回は宇都宮か
ら羽田空港までは日本財団さんが援助してくださったリフト
付きバスで移動しました。全日空の機内には優先搭乗で入
り、1日目の夕方にキャンプ場に到着。2日目と3日目には、
大きなシャボン玉、馬に乗る、森のツリーハウス、野菜の収穫、
飯ごうでご飯を
炊く、などを楽し
みました。現地
スタッフの心尽く
しのお世話（これ
をホスピタリティ
ーと言います）と、
ご支援いただい
たすべての皆さ
んに感謝です。

外出は社会参加！
　私たちは、生まれてからこれまで、実に膨大な経験の中
からさまざまなことを学び、人と知り合い、関係性を持って
きました。しかし、障害や病気があるだけで、社会との接点
や体験の機会が奪われる現状がまだあります。それはその
人や家族が悪いわけではありません。イメージしてみましょ
う。目が見えない自分、歩けない自分、機械に助けられて呼
吸をする自分を。自分ではできなくても、誰かが手伝いさえ
すれば、何かに乗って、どこかに行く、そしてさまざまな体
験をすることができます。そんな経験を、生きている限りし
たいと思いませんか。外出は、社会参加！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：外出は社会参加！

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

明けましておめでとうございます
いつも応援ありがとうございます
今年もよろしくお願い申し上げます

～外出は社会参加!～
認定特定非営利活動法人うりずん

理事長　髙 橋 昭 彦

小田急線で移動。１車両に５人！

お馬さんに乗ったよ（ゆうき君ファミリー）
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飛行機で北海道に行ってきました！！そらぷちキッズキャンプの4日間

きらめきの想い
KOMAY

星がきらめく寒空の下

ベランダから眺める町を

無数の灯りが色どりを添える

降り始めた細かい雪が

この手のひらに触れたとき、

思い浮かぶのは君のこと

◆そらぷちは一生の宝物
の度、家族4人で北海道にある、そらぷ
ちキッズキャンプに参加させていただきま

した。私たちの他に2家族とうりずんスタッフさ
んの総勢20名の参加でした。北海道までの移
動はバスと飛行機が使用され、特に飛行機の移
動は少し心配でしたが、無事到着することができ
ました。
　キャンプ場は山の上の広大な敷地に生活する
施設、芝生の広場や森、目の前には放牧場があ
る見晴らしの良い素晴らしい場所でした。その中で乗馬や野菜の収
穫、森探検等々、子どもたちにとって、初めてのキャンプ体験を沢山
させていただきました。キャンプ中は子どもたちが心から楽しんでい
る姿、表情を見ることができたことが一番印象に残っています。また、
一緒に参加されたご家族とも楽しく過ごさせていただき、とても良い
つながりができたと思っています。4歳の娘に一番印象に残っている
事を聞くと「みんな（参加メンバー）と一緒に過ごせたこと」との事。
初めてのキャンプ体験だけでなく、同じ境遇のご家族と一緒に生活で
きたことが良かったと思います。
　このような素晴らしい体験ができたのも出発から同行してくださっ
たうりずんスタッフさん、キャンプ場で温かく迎えて下さり、さまざま
な体験をくださったそらぷちスタッフさんのおかげです。貴重な体験
をさせていただき、一生の宝物になりました。（保護者　中田篤志）

◇　◇　◇

はそらぷちキッズキャンプに参加できると聞いたときはとても
嬉しく、夢の様な気分になったのを覚えています。

　そらぷちでの体験はすべてが初めてのことばかりでした。乗馬に
アーチェリー、ツリーハウス、収穫体験など、素敵な貴重な体験をた
くさんさせて頂きました。そして、普段一緒に同じ体験をすることが

出来ない妹と同じ体験が出来たことが本当に嬉し
かったです。また、多くのスタッフやボランティア
の方々から優しくしてもらったことも忘れられない
思い出です。
　私はそらぷちに行く前は北海道旅行に招待し
てもらえてラッキー、そんな風に考えていました。
しかし、そらぷちはただのキャンプ旅行ではあり
ませんでした。世の中にはこんなにも優しい人が
いて、私たちの様な家族を支援してくれる人が大
勢いるということをとても感じることが出来た旅

です。どんなに高い豪華なホテルに泊まったとしても、そらぷちの様
な人の温かさを感じることができる体験をすることはできません。
　私はそらぷちでの体験を一生の宝物にします。そして、私は将来、
ボランティアスタッフとしてまたそらぷちに行きたいと思っています。

 （小林愛音）
◇　◇　◇

る日の事、パパとママがうりずんさんから帰ってくると、パパ
が、僕と妹に家族みんなで北海道に行くことができるかもしれ

ないよと言いました。うりずんさんでは、障がいを持つ弟の事ばかり
でなく、僕たち家族のことまで考えてくれているとは知りませんでし
た。そして、９月に北海道へ行けることが決まりました。僕は、北海
道がどういう所かわからないので楽しみと不安でいっぱいでした。で
も、家族みんなで行けることが僕の不安をなくしてくれました。飛行
機に乗ったことや、乗馬やいろいろなゲームをしたことなど、みなさ
んとの生活は大変勉強になりました。なによりも、家族みんなで過ご
せた時間が一番うれしかったです。
　このような時間をくれたうりずんさん、そらぷちスタッフの方々や
たくさんの人達のおかげで、すばらしい経験ができました。

（五月女悠真）

　今年もそらぷちキッズキャンプからうりずんにうれしい招待状が
届きました。そらぷちキッズキャンプ（滝川市丸加高原）は「病気と
たたかうこどもたちに夢のキャンプを」ということで医療施設を完
備、特別に配慮されたキャンプ施設や自然体験プログラムを設け、
活動されています。
　今回は、小学生と学齢前のご利用者様の3家族、そしてうりず
んから髙橋理事長、今泉、栗原、大久保の総勢20名で参加させ
ていただきました。
　今回のそらぷちの出発約２週間前に、北海道胆振東部地震が発
生しました。出発前から、現地での状況など、不安なことはありま
した。しかし、キャンプ場や滝川も平時に戻り、極端な節電要請な
ども無く、「家族の気持ちが優先だけど、そらぷちは予定通りウェ
ルカムでいたい」という有難いお言葉をいただき、20名全員で無
事北海道へ飛び立ちました。
　飛行機に乗った、お馬さんに乗った…初めて尽くしのそらぷち旅、

美味しいご飯を食べた、みんなでお風呂に入った…そらぷちを通し
てひと回りもふた回りも大きくなった子どもたち。非日常を体験す
ることによって日常の大切さを改めて感じた4日間でした。

（大久保佳澄）

私

あ

こ

お馬さんに乗ると高いね!（五月女ファミリー）

そらぷちに参加して

みんなで「そらぷち～♪」のポーズ



たい北風が吹くこの季節ですが、支援室には日差し

が奥まで入り、とても暖かです。

　霜が降りる前に、みんなで畑の大根を収穫。お散歩し

ながらお世話になっているご近所の方に、「いつもありが

とうございます。」とお届けしました。「これから寒くなる

から風邪に気を付けてね。」そんな温かな言葉に、みんな

にっこり。

のうりずんも楽しいことがいっぱいで、毎日、利用

者さんの笑顔であふれています。

　いただいた柚子を浮かべた足湯でひなたぼっこをした

り、キッチンでマロンクリームを作りモンブランに挑戦し

たり。「デッキのお花の水やりを手伝ってくれるかな？」

と声をかけると、笑顔で「わたしも！」「ぼくも！」とお

返事が。「お花さん、春までがんばってね。」

リスマスも近いある日、

フィンランドからサンタ

さんがやってきました！！！  子

どもたちは、初めて会う背の

高い長いおひげのサンタさん

に驚きの表情でしたが、握手

をしたり抱っこをしてもらった

りしているうちに笑顔が！　きっと心に残るワンシーンになったことと思います。

　地域の方々やたくさんの支援者の皆さんのご厚意に支えられ、お蔭様でうりずんの

中は、いつも笑い声が響いています。
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介護士　金子 洋子
●平成30年10月～12月のご利用状況　　（人）
10月
111

11月
118

12月
91

合 計
320

＊ いずれも延べご利用人数です

●平成30年10月～12月のご来所状況　  （人）

見　学　者
ボランティア
計

10月
69
26
95

11月
57
23
80

12月
69
68
137

合 計
195
117
312

●現在の登録状況……… 57名（12月31日現在）

日中一時支援事業

●現在の登録状況……… 19名（12月31日現在）
居宅介護事業

●現在の登録状況……… 15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
「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 …………… 19名

●現在の登録状況（12月31日現在）

児童発達支援・放課後等デイサービス事業
●平成30年10月～12月のご利用状況　　（人）

児童発達支援
放課後等デイサービス

10月
84
92

11月
91
96

12月
77
83

合 計
252
271

＊ いずれも延べご利用人数です

●現在の登録状況　1名（12月31日現在）

居宅訪問型保育事業
●平成30年10月～12月のご利用状況　　（人）
10月
19

11月
19

12月
18

合 計
56

＊ 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

冷

冬

ク

うりずん日記うりずん日記

▼

フィンランドからきてくれた本物のサンタさん

地元産の柚子で足湯

おひげも本物？

　　
名前：福田愛花さん
　　（あいちゃん）
学年・年齢：のざわ特別支
　援学校中学部2年・14歳
好 きなこと：
　 散歩（歩くのが好きです。
とても広いジョイフルホ
ンダで歩きながら非常口
のマークを見つけるのが
好きです。）
　夏はプール、冬は温泉に入るのが好きです。音楽が大好きです。（歌
　ったり、踊ったり、にぎやかな所が好きです。）
嫌 いなこと：しず～かな所が嫌いです。じっとしていなければならな
い式典なども苦手です。（始業式や終業式など）
う りずんてどんなところ？：スタッフの皆さんがとても優しいし、木
のぬくもりを感じるきれいな室内、とても居心地がよいところです。
メ ッセージ：ゆ～ったり出来るうりずんで過ごすのが大好きです。こ
れからもよろしくお願い致します。

うりずんの仲間たち

ニックネーム：田島菜々子さん（ななちゃん）
学年・年齢：5歳
好 きなこと：カーテンをひらひらすること。水あそび。紙をカサ
カサすること。たかいたかい。歩くこと。AKBと IZONEを聴

くこと。
嫌 いなこと：布団に入るのが嫌い。ぎ
ゅーっとされるのも嫌い。音に敏感。
う りずんてどんなところ？：1番楽し
いところ。いろいろな経験をさせて
もらえて、沢山の人と出会えたこと
で、私たちの世界を広げてくれた所。
メ ッセージ：菜々子も私たちもうりず
んが大好きで感謝しかありません。
髙橋先生、スタッフのみなさん、本
当にありがとうございます。
　うりずん最高!!

ご家族に伺いました♪

★

★

★

大根とった
ど！！
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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3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！

　今回は、フランス菓子のお店「LE・COFFRET（ル・
コフレ）」さんをご紹介します。
　chef 渡部孝則さんは、大学在学中にオーボンヴュータ
ンの菓子に出会い魅せられフランス菓子の第一人者河田

勝彦氏の元で7年
間修業の後、渡仏。
　パリから帰国後
も奥深い菓子の魅
力にますます引き込まれ楽しんで
悩んで…真剣に菓子と向き合う毎
日を過ごされているそうです。

　おすすめは、
と言うと 24 種
類以上もあるマ
カロン、ケーキ、
チョコレート、
ジャム、焼菓子
どれもおすすめ
です。あと、ク

ロワッサンも絶品の1つです。
　ショーケースに並ぶキュートなマカロン1つ250円です。自分への
ご褒美にも贈り物にもぜひお試しください。　　　　　　（井上久美子）

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

リフト付きバスに乗りました‼

りんご園で集合！

LE ・ COFFRET
ル コフレ

月11日（日）児童発達支援ご利用のお子様とご家族を

対象に、りんご狩り＆交流会をしました。場所は、群馬

県沼田市にある大誠会内田病院グループの福祉事業所「いき

いき未来のもり」様と併設のりんご園です。

　参加者は児童発達支援「はりゆん」の6家族20名、スタ

ッフ11名の31名でした。車いす固定のできる2台のバスに

乗り、2時間の旅でした。車中では、歌をうたったりクイズ大

会をしたり、大賑わいでした。はじめは緊張している様子だっ

た子ども達もりんご園に着くころには笑顔が見られました。

の日は、天気もよく気温も高く、絶好のりんご狩り日和。周りを見

回すと大きくて真っ赤なりんごがたくさん！！ 親も子どももスタッフ

も、みんな夢中になって狩りました。

　交流会では、カレー等の温かい食事、生でも美味しいピーマンや黒いニ

ンジン等の珍しい野菜、焼きリンゴなどの旬のデザートが並び、話題が尽

きませんでした。その後のお楽しみではみんなでエビカニクスを踊り盛り

上がり、あっという間に時間が過ぎました。子ど

も達もご家族も笑顔いっぱいの1日でした。

　この事業は「難病の子どもと家族の社会参加」

を支援する日本歯科医師会様と日本財団様のチャ

リティ事業「トゥースフェアリー」の助成を受け

て実施いたしました。　　　　　　（齋藤志津香）

大きな
りんご

♪

11

こ

初めてのリンゴ
狩り♪

初めての県外へ
の遠足♪
初めての交流会

♪

【住所】宇都宮市下戸祭2-15-13　TEL028-666-7780 　【営業時間】10：00～19：00　【定休日】月曜日
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サンタdeラン＆ウォーク
　12月22日（土）オ
リオンスクエアを中心
とする宇都宮市街地に
て実施。
　参加者や応援の方
など約300人が集ま
り、子どもの貧困や様々
な課題を考える機会と
なりました。うりずんへ
のあたたかなご支援も
頂きましたこと、心より
御礼申し上げます。

紙面の都合上すべてをご紹介できず、
申し訳ありません。稲生様より絵本

中村様より
電子ドラム ▼

釜屋　小林様より
BOXティシュ

▼

大門様より
　景品用のおもちゃ

祝♪ファンド
レイジング賞受賞

サンタdeラン
しました♪

み～んなサンタだ♪
紙面の都合上すべてをご紹介できず、

稲生様より絵本

中村様より
電子ドラム

釜屋　小林様より

ご寄贈品　ありがとうございました
多くの方々よりご支援いただきました。

心より御礼申し上げます。

御礼

北海道 宇都宮市　岡部　昇子 宇都宮市　種村　昭子 宇都宮市　森田　直子 那須塩原市　髙根澤　孝 本庄市　　坂本喜久枝 町田市　　横手　貴子 滋賀県

函館市　　高橋あけみ 　　　　　大橋　照美 　　　　　田村　嘉應 　　　　　矢吹　佳子 真岡市　　菊池　浩史 千葉県 小金井市　竹宮　健司 大津市　　藤田　義嗣

岩手県 おしゃべりすずめ 　　　　　力石　敏明 山中　節子 　　　　　趙　　達来 市川市　　金屋　友子 国分寺市　植田　展子 　　　　　渕元　浩二

一関市　　椎名　くに 　　　　　金子　敏子 　　　　　長　　重光 　　　　　渡邊カヨ子 　　　　　村上　八郎 印西市 多摩市　　楠本　郁子 大阪府

宮城県 　　　　　金澤　林子 　　　　　千葉健太郎 鹿沼市　　柴田　賢一 下野市　　石川由紀子 印西ウィングヒルチャペル 武蔵野市　遠藤　泰弘 池田市　　髙橋　昭夫

大崎市　　三浦　正悦 　　　　　黒﨑由美子 デザインスタジオアクセス 日光市　　大嶋　洋子 　　　　　小島　好子 　　　　　ブレス㈱ 神奈川県 兵庫県

穂波の郷クリニック 　　　　　小島真理子 　　　　　床井　忠夫 　　　　　大橋てる子 　　　　　丹波嘉一郎 柏市　　　野田　幸子 横浜市　　鈴木　公基 西宮市　　吉崎　裕一

福島県 　　　　　小須田るみ 　　　　　日光総業㈱ 　　　　　加藤　浩治 　　　　　安田りえ子 （社福）ぶるーむ 　　　　　志保田俊男 広島県

郡山市　　舘野　幸男 　　　　　佐久間豊子 ㈱日本栄養給食協会 　　　　　川味　ヱセ 　　　　　山口健太郎 東京都 　　　　　中畝　治子 広島市　　西田　裕之

栃木県 　　　　　佐藤　秀男 　　　　　野呂　和子 　　　　　木村　弘明 小山市　　荒井　康之 板橋区　　櫻井　敏子 　　　　　永田　幸雄 鳥取県

宇都宮市　赤羽　政宣 　　　　　倭文　一彦 　　　　　橋本　晃典 　　　　木村内科医院 　　　　　中田　和良 　　　　　山岸志恵子 川崎市　　小竿　順子 米子市　　前垣　義弘

　　　　　秋野　　毅 　　　　　篠崎　文男 ㈱パワーホットメディカル 　　　　　佐藤　勇介 　　　　　深谷　祥子 葛飾区　　大野　敏之 横須賀市　㈲ヒロ薬局 福岡県

　　　　　阿部　和史 　　　　　助川　　勉 　　　　　半沢美恵子 NPO法人だいじょうぶ 栃木市　　小林　孝司 江東区　　小野　一己 長野県 福岡市　二ノ坂　保喜

　　　　　阿部　知子 　　　　　五月女浩之 　　　　　半田　　孝 　　　　　藤巻　郁子 　　　　　佐々木邦子 港区　　　酒井三貴子 松本市　　宮島　有果 宮崎県

　　　　　天知　　稔 　　　　　髙木　敏江 　　　　　半田としこ 　　　　　山口健太郎 佐野市　　高山　基一 新宿区　　細川　隆太 小布施町　石井栄三郎 宮崎市　　日髙　良雄

　　　　　市瀬　俊子 　　　　　高野　一之 　　　　　日野　公子 矢板市　　藤本　　早 野木町　　川俣真由美 世田谷区　雨宮由紀枝 石川県

　　　　　稲葉　達弥 　　　　　髙橋　ミエ 　　　　　広田　則子 大田原市　渡邊　　学 埼玉県 　　　　　上原　靖之 金沢市　　上瀧　　大

　　　　　入江　政子 　　　　　高松　祐一 　　　　　藤岡　浩美 那須塩原市　 日下部　慎 さいたま市　渡邊　　誠 　　　　　大瀧　　潮 小松市　　中井奈穂子

医療法人　賛永会　
　さつきホームクリニック

　　　　　髙村カツ子 　　　　　水上　直人 　　　　　秋元　一枝 川口市　　齋藤　喜作 　　　　　中村　知夫 三重県

　　　　　瀧田　玲子 　　　　　武藤　高茂 　　　　　児玉　幸弘 越谷市　　豊田三枝子 目黒区　　石川　憲彦 桑名市　　平田　敦子

栃木県 宇都宮市　篠崎　幸治 宇都宮市　増淵喜代子 那須塩原市　 榑林　育雄 千代田区　高久　史麿 神奈川県 石川県 長崎県

宇都宮市　阿部　知子   　　　　　篠崎　文男 　　　　　簗瀬　静江 佐野市　　海発美智子 文京区　　吉野　浩之 横浜市　　中畝　治子 小松市　　中井奈穂子 時津町　　下村千枝子

　　　　　稲葉　達弥 　　　　　篠崎　文子 鹿沼市　　高村　　博 群馬県 練馬区　　中原　　陽 藤沢市　　吉原　美貴 滋賀県 宮崎県

　　　　　大橋　照美   　　　　　手塚　敏子 日光市　　福田　栄子 太田市　　時澤　桂子 江東区　　小野　一己 横須賀市　荒井　泰夫 大津市　　渕元　浩二 宮崎市　　市原　美穂

　　　　　金澤　林子 　　　　　中村　智文 　　　　　山田　勝次 埼玉県 小金井市　竹宮　健司 長野県 岐阜県

　　　　　黒崎　ヒロ 　　　　　西　　昌子 矢板市　　藤本　　早 さいたま市　藤本　真二 小平市　　小坂美津子 小布施町　石井栄三郎 岐阜市　　矢嶋　茂裕

　　　　　佐藤　秀男 　　　　　橋本　紀子 小山市　　荒井　康之 東京都 西東京市　西川　義昌 山梨県 香川県

　　　　　佐藤　幸子 　　　　　日野　公子 　　　　　中田　和良 世田谷区　大熊由紀子 武蔵野市　遠藤　泰弘 昭和町　　宮本　直彦 高松市　　英　　早苗

　　　　　倭文　一彦 　　　　　広田　則子 　　　　　深谷　祥子 　　　　　中村　知夫

ご寄付　2,091,894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　（総数122団体）中、9団体（匿名1団体）が入会・更新くださいました。

NPO法人うりずん寄付者名簿（敬称略） 平成30年10月1日～平成30年12月31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）

ご
支
援
の
お
願
い

■個人賛助会員　（総数916名）中、60名の方が入会・更新くださいました（うち匿名8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。

岩手県 栃木県 宇都宮市　公益社団法人　栃木県看護協会 宇都宮市　お食事処うおえい

下閉伊郡　特定非営利活動法人　ハックの家 宇都宮市　  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 　　　　　生活介護はなみずき 　　　　　㈱共栄

　　　　　一般社団法人　栃木県若年者支援機構 　　　　　医療法人賛永会　さつきホームクリニック 壬生町　　あかりこどもクリニック

■一般寄付者　延べ154名（うち匿名希望21名）



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
 〒321-2116　栃木県宇都宮市徳次郎町365-1
  TEL : 028-601-7733㈹　FAX: 028-665-7744㈹
  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/
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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

編
集
後
記

編
集
後
記

♥ 明けましておめでとうございます。昨年
10月よりうりずんに入職しました。相談支
援担当の渡辺みゆきです。入職前はボラン
ティアで交流させていただき、利用者の皆
様、スタッフの皆さんの素晴らしいパワーを
浴びていました。障がい児・者相談支援事
業は現在事業申請を開始しています。次回

の通信では開設の案内ができると思います。地域で「普通」に
暮らす、地域とともに「安心した生活」ができる支援を目指して
がんばりたいです。よろしくお願いいたします。

渡辺みゆき

●● 新しいスタッフの紹介 ●●

・高橋ミエ
・栃木トヨタ整備　
高野一之
・今泉保育園
・金子　敏子
・斉藤　喜作
・岡部　昇子
・柴田　賢一
・佐久間豊子
・川俣真由美

・市瀬　俊子
・山岸志恵子
・平田　敦子
・鈴木　佐苗
・助名　善夫
・大塚製薬宇都宮支店
・趙　　達来
・力石　敏明
・千葉健太郎
・西田　裕之

・小林　孝司
・櫻井　敏子
・古橋　佳史
・佐藤　勇介
・さつきホームクリ
ニック
・坂本　士郎
・篠﨑　とし
・NPO法人東京夢舞
いマラソン

・五月女夏巳
・竹下　裕子
・井上　智貴
・関　ヨシ子
・小滝長治・恵江
・NPO法人だいじょ
うぶ
・小竿　順子
・永井　秀雄
・長　　重光

・日野　公子
・おしゃべりすずめ
・種村　昭子
・雨宮由紀枝
・英　　早苗
・デイサービスサン
大谷　三條安子
・中三川沙織
・㈱ツバキ薬粧
・大橋　康宏

・UHA味覚糖㈱ヘルス
＆ビューティーマーケ
ティングセクション
岡本 一洸
・三上綾子・椎貝紀
子・大久保道徳
・荒井　南美
・篠塚はるみ
・デザインスタジオ
アクセス

・木村　弘明
・上澤　美樹
・明治ホールディングス㈱
・山中　節子
・山中　伸一
・原澤　直人
・㈱日本栄養給食協会
・手塚　敏子
・御子貝荒江
・河宇女性農業士一同

クリスマス会にご協力いただいた皆様（順不同・敬称略）

①喀痰吸引等研修（第三号研修）
　　日　時：2019年 2月 2日（土）3日（日）
　　　　　　9：30～ 16：30
　　会　場：認定特定非営利活動法人うりずん
　　　　　　ゆいま～る・研修室
　　受講料：30,000円（税・教材費込）
　　＊詳しくは、うりずんHPをご覧下さい

②第23回在宅ケアネットワーク栃木
　　テーマ「認知症を通じて誰もが自分らしく活きることを考える
　　　　　　～自分らしく活きるために必要なことは…～
　　日　時：2019年 2月11日（月・祝）　10:10 ～ 15:45
　　会　場：自治医大　地域医療情報研修センター大講堂
　　受講料：会員 1,000 円、学生 500円（要会員手続き）
　　＊詳しくは、www.cc9.ne.jp/~carenet/ をご覧下さい　

月16日（日）とちぎ健康の森の中にある健康
づくりセンター多目的フロアにおいて、「第7

回　みんなで楽しもうクリスマス会」が行われました。
参加されたご家族45家族、ボランティア、職員合わ
せ約220名が集い、楽しいひと時を過ごしました。
　メインステージは、皆さんが楽しみにしていた「歌
う海賊団ッ！」様による公演。元気な音楽、楽しいダ
ンスに皆さんの顔も自然と笑顔に！！！　たくさん元
気をいただきました。

サンタさんからプレゼント♪

クリスマスのデザート☆
皆様から寄せられた
たくさんのプレゼント

歌う海賊団ッ！様とパシャリ！ 食は、日本栄養給食協会様が用意してくださった温かなシチューやオードブ
ル、フライドチキンが登場し各テーブル和気あいあいとお食事と会話を楽し

んでいました。
　午後は、ボランティアグループわおん様と保護者の皆様による合奏やトパーズ　
フルートデュオ　アンサンブル様の演奏。美しいリコーダーやフルートの演奏に会
場が包まれました。続いてベル・アイレ様によるファミリーコンサート。素敵な歌
声に合わせ会場参加型で楽しい音楽を楽しみました。
　最後は、クイズ大会。今年も職員のキャラクターの仮装に会場内は笑顔にあふれま
した。難しいクイズを真剣に考え、みんなで協力し合い正解するたびに大きな歓声が
響きわたりました。サンタさんとトナカイさんから子どもたちに大きなプレゼントが
手渡され、お開き。このような素晴らしい会を開催できましたのも、様々な支援をい
ただきました皆様のご協力のおかげです。心より御礼申し上げます。 　（平石　牧子）
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第7回「みんなで楽しもうクリスマス会」開催しました！


