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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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テーマ：こころや身体を動かして♪

　

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

２年ぶりのズー！
　令和3年6月5日（土）、2年ぶりのドリームナイト・アット・
ザ・ズー（以下、ズー）が宇都宮動物園で盛大に行われまし
た。去年のズーは中止。今回はやり方を工夫して実現しまし
た。13‒16時の入場、食事提供なし、全体集合なし、わん
わんショーなし、好きな時に帰る、という具合に時間と空間
を分けました。食事の代わりに、実行委員のチームＪＣさ
んたち（宇都宮青年会議所：宮祭りや、宇都宮花火大会な
どの実行員長などやっている団体）がいろんなお店を回っ
て協力を求めました。このイベントの趣旨を伝えると、あの
ケーキ屋さん、このお店などから、多くの商品を無償提供
してくださり、素敵なお土産になりました。関係者の皆さん
に感謝です。
　今回は、ナイトズーならぬ、デイズーになりましたが、と
ても楽しかったです。家族で動物園に行ったこと、お父さ
んお母さん同士が久々の立ち話、動物園があまり好きでな
かった子が、今年はとても楽しそうにしていたこと。また、
いつも夜の貸し切りイベントでしたが、今回は一般の子連
れやカップルも大勢来ておられ、その中で医療的ケアが必
要な子ども、車いすの子どもと家族が当たり前に動物園を
楽しむ。みんな一緒で素敵なひと時でした。

心の声が言葉になる
　日本死の臨床研究会関東甲信越支部栃木大会が6月6
日、済生会宇都宮病院で開かれました。1年前からお願い

していた「あかはなそえじ」さんこと、副島賢和さん（昭和
大学大学院保健医療学研究科）のお話が心に沁みました。
　子どもにとって学ぶことは生きること。今の学校では、
教育活動に7-8割適応できないと、「今はゆっくり休んで
ね」「できるようになったら来てね」と言われる。でも、何度
も入退院を繰り返す子どもにとって、その言葉は「今あな
たはここにいなくていい」というメッセージになる。治らな
くても、学ぶ場に行きたい。自分の持つ体力の範囲で少し
でも学べるといい。
　もう一つ、死亡する子どもは減っているのに自殺する子
どもが増えています。5歳から14歳までは悪性新生物（小
児がん）が死亡原因の第１位。10-14歳の第2位が自殺、
以後、15歳から39歳までは自殺が第1位。これが今の日本
です。誰にも話さずに逝ってしまう子がいます。そんなに簡
単なことではないけれど、できる、わかる、だけでなく、自
分が大切と思うこと。そのためには、安全で安心な環境で、
その感情を出すことが大切です。おいしいものを食べたら
おいしいね、悲しかったら、悲しいね、一緒に感情や感覚
を味わってくれる人がいることが大切とそえじさんは言い
ます。向き合っている子どもの声に自分はどれくらい耳を
傾けているのだろう、そんなことを思いながらうるうるしま
した。そえじさんありがとうございました。

番組視聴のお礼
　令和3年5月15日放送のNHK Eテレのすくすく子育て
は、たくさんの方に観ていただくことができました。この場
を借りてお礼申し上げます。

象さんに会いに来たゾウ！

認定特定非営利活動法人うりずん

理事長　髙 橋 昭 彦

こころや身体を動かして♪

盛夏の候　いかがお過ごしでしょうか

距離を取り、風を感じ、水分も摂って

こころと身体を動かしませんか？

今後ともご支援お願い申し上げます

　令和３年７月
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回は新型コロナウイルス感染症対策のため日中の開催。
日中、一般の入園者の方と一緒の時間帯でのイベント

開催は初めてということもあり、スタッフもどうなるかな？
という思いをもって当日を迎えました。
　今年のお楽しみは園内散策の他、お子様に大人気のフェイ
スペイントやバルーンアート、またスタンプラリーのチェッ
クポイントにはチョコバナナの配布やポニーの乗馬体験もあ
り、思い思いに楽しまれているご様子でした。園内では障が
いのあるなしに関係なく、みんなが同じ空間で同じように動
物に触れあい楽しんでいる様子が見られ、うりずんが目指す
共生社会の姿がそこには広がっていたように思います。

るお母様は、「Zooのイベントは何回も参加しているけ
ど、動物に自分から興味を持ち、こんなに楽しんでいる

姿は初めてです」という嬉しい声をいただきました。子どもた
ちの内なる力にたくましさを感じるとともに、同じことでも
経験値を増やすことの大切さを改めて考えさせられました。

た、うりずんでのイベントに初めて参加なさったご家
族からは「初めは一般の人と同じ時間帯でのイベント

で少し不安があったんです。でも時間も短めだったし行って

みよう！って。直前にうりずんで保育参観があってお顔を知
っている人がいることも後押しになりました。スタッフさん
や知り合ったお母さんに声をかけてもらって、動物にもたく
さん触れあえたし、お兄ちゃんは少し前に遠足できていたか
ら、僕が案内するよ！と大張り切りで。楽しい時間が過ごせ
てうれしかったです」と少し目を潤ませながらお話してくだ
さいました。ご家族同士のつながりも出来たイベントだった
と思うと、スタッフとしてもとても嬉しいお話でした。

＊
ロナ禍にも関わらず開催してくださった宇都宮動物園
の皆さま、今の状況でも開催できる方法でと前向きな

検討を重ね企画運営に携わってくださった実行委員の皆さ
ま、当日イベントを
盛り上げてくださっ
たボランティアの皆
さまのおかげで素
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。（川島永莉）
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　第7回「Dreamnight at the Zoo」が、2021年6月5日（土）に2年ぶりに開催され、
うりずんのご利用者・ご家族と自治医科大学病院の小児がんと闘うお子様・ご家族併せて
164名の方々が参加されました。

2年ぶりの開催に
笑顔があふれました！！Dreamnight at the Zoo第7回

Dreamnight at the Zooとは
●Dreamnight at the Zoo（ドリームナイト・アット・ザ・ズー）
とは、重い障がいや病気のあるお子さまとそのご家族を動物
園・水族館に招待し、気兼ねなく楽しいひと時を過ごしても
らうための国際的なプログラムです。1996年にオランダの
ロッテルダム動物園から始まりました。世界で46ヵ国、国内
では27施設（2019年時点）で実施されています。宇都宮でも、
2014年から宇都宮動物園がその趣旨に賛同し、うりずんの
ご利用者様ご家族と、自治医科大学附属病院の小児がんの
お子様を招待して開催しています。

　　 Dreamnight at the Zooに
　　 ご支援いただいた協賛企業の皆様（順不同・敬称略）
　パンプス
　シェ・アカバネ
　パティスリーコジマ
　スイーツタカヨシ
　コクヨ北関東販売株式会社
　株式会社共栄青果
　有限会社スペースエモーション
　株式会社大丸製菓
　キリンカフェ

売上の一部がDreamnight at the Zooの資金となる自動販売機の設置にご協力いただける企業様の募集を
しております。ご検討・ご協力いただけます場合は、株式会社コミュニケーションズ　☎0285-39-6827 
（担当：中村様）まで、お気軽にお問い合わせください。　　〔Dreamnight at the Zoo実行委員長　荒井賢司〕

笑顔があふれました！！

たくさんの
ご支援に心より御礼
申し上げます。申し上げます。

ありがとうございます。

【自動販売機を設置していただける企業様　　　　　です】募集中

ポニーの乗馬体験

たまちゃんのフェイスペイント

家族交流

ハッピーゴリラの要ちゃんの
バルーンアート

抱っこでキリンに　
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校を卒業された社会人の方を対象に入浴支援
「うりずんの湯」をはじめて２年が経ちました。

現在週４日、７名の方の入浴と２名の方の洗髪や足浴
をさせていただいています。

＊
りずんの湯」ではゆったりした
リラックスタイムをモットーに

入浴剤を入れたり手足のマッサージや
時にはヘッドマッサージをしたり、ま
たある時は音楽を流しながらそれぞれ
の入浴時間を楽しんでいただいていま
す。入浴の後は体も温まり、力や緊張
が抜けやすいのか心地よくお昼寝され
る方もいらっしゃいます。

＊
りずんの浴室には天井走行リフ
トが設置されていて、体に負担

が少なくハンモックに包まれるよう
にお湯に浸かることができるように
なっています。多くのご利用者様が
このリフトを好んでくださり、普段
のお預かりの支援から日常的に使用しています。
　お風呂は、身体や頭をきれいにするだけでなく、お湯に

浸かることで血行が良くなり体の力が抜け
る時間です。ご利用者様のその姿を見ると、
スタッフもこの時間が作れてよかったと心
から感じています。
　また呼吸器を使用している方には入浴の

代わりにはなりませんが、入浴剤を入れた足浴や
洗髪でリラックスのお時間を提供しています。

＊
りずんの湯はまだまだ始まったばかりです。これから
もより素敵な時間を提供できるように、みんなで工夫

しながら入浴を支援していけたらと思っています。
　　　　（番頭2　荻野目恵：番頭は1から6までいます！）

介護士　荻野目 恵

うりずん日記うりずん日記

高

う

う

「う

　　

お名前：新井咲子さん　年齢：４歳お名前：五月女夏巳さん　年齢：18歳
ニックネーム：さきこさん《家でさん付けです（笑）》
好 きなこと：パパの寝かしつけ
嫌 いなこと：ママの寝かしつけ（パパ
っ子になってしまいました。ママだ
と泣きます。）
う りずんてどんなところ？：季節の
行事などさせていただき、咲子に
とって、うりずんさんは、人生の
宝です。
メ ッセージ：看護師さん、保育士さ
ん達の笑顔に、咲子だけでなく母
も癒されてます！

うりずんの仲間たち

ニックネーム：なっちゃん
好 きなこと：女子トーク、香りもの、入浴剤入りのお風
呂、お出かけ、ショッピング、動物ウォッチング
嫌 いなこと：痰詰まり、ザワザワする室内、暑さ・寒さ
う りずんてどんなところ？：お友達がたくさんいて、
新しい経験をさせてくれるところ。
　 スタッフさんがとっても楽しくて、いつもやさしく
声をかけてくれるところ。

メ ッセージ：いつも笑顔で優しく声をかけてもらいあ
りがとうございます。夏巳にとっても大切な居場所
の1つとなっています。スタッフの皆様ありがとう
ございます。

ご家族に伺いました♪

●2021年4月～6月のご利用状況 （人）

4月

172

5月

154

6月

180

合 計

506

＊ いずれも延べご利用人数です
●現在の登録状況……… 60名（6月30日現在）

日中一時支援事業

●現在の登録状況……… 24名（6月30日現在）

居宅介護事業

●現在の登録状況……… 15名（6月30日現在）

移動支援事業

●現在の登録状況……… 19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 ……………………… 15名
＊ 放課後等デイサービス …………… 22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

●2021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

91

70

5月

83

78

6月

109

71

合 計

283

219
＊ いずれも延べご利用人数です

●2021年4月～6月のご来所状況 （人）

見　学　者

ボランティア

計

4月

42

0

42

5月

34

0

34

6月

68

3

71

合 計

144

3

147

見学・ボランティア等ご来所者数

＜＜＜ 各事業稼働状況 ＞＞＞

「うりずんの湯」リフトと浴槽

うりずんの湯、本日も営業中!

♬いい湯だな～♪

うりずんの湯、本日も営業中!うりずんの湯、本日も営業中!

代わりにはなりませんが、入浴剤を入れた足浴や
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苺羽二重餅が並んでます♪

苺羽二重餅

苺羽二重餅が並んでます♪

苺羽二重餅

　フレンチの美しさと美味しさで作る体にいいお惣菜専門店
「フレンチ×薬膳　オードヴィ」の紹介です。
　鹿沼市市役所近く国道293号線沿いにある可愛らしくオシャ
レなお店。サラダ、カレー、お肉、魚介・・・色とりどり、食材も
いろいろ、私はいつも本気で悩んでしまいます！自分では作れ
ないお料理ばかり。体に優しく本格的な美味しいフレンチがお手
ごろで味わえるんです！しっかりした味付けなので、お酒にもぴっ

たりですよ！デリパック（小）250円は種類が食べたい人におススメ。デリパック（大）450円
は家族でたっぷりサイズ。小さめランチBOXはご飯とおかず3種で600円。
　ぜひ皆さんも美味しいフレンチを召し上がってみてください。（豊田紀子）

 フレンチ×薬膳

オードヴィ

■フレンチ×薬膳　オードヴィ
　栃木県鹿沼市天神町1852-7　☎ 0289-63-0402
　【営業時間】月～金曜日　11時00分～18時00分
　【定 休 日】土曜日・日曜日
　【駐 車 場】地図をご参照ください。

アンリロ

cafe
饗茶庵

市役所
東館

今宮神社

国道293号線

Eau De Vie

国道293号線

ギャラリー
タスタス

御殿山
病院 花蓮

市
役
所

至
Ｊ
Ｒ
鹿
沼
駅

Ｐ
Ｐ

◆令和２年度 決算報告
　令和２年度は新型コロナウイルス感染症による外出自粛の影響で、
一時お預かりが大幅に減少し収入も落ち込みました。また緊急事態宣
言下の学校一斉休校により、子育て中の職員が休業を余儀なくされた
ため、お預かり数を制限せざるを得ず、収入減に拍車がかかりました。
経営的には厳しい一年となりましたが、皆様のご理解とご支援により
収支のマイナスを大幅に圧縮することができました。心より御礼申し
上げます。（詳細は別表をご覧ください）

　おかげさまで昨年後半からは、お預かりも平年並みまで回復しその
後も順調に推移しております。コロナ禍収束まで先行き不透明な状況
が続きますが、一人でも多くの子どもと家族に笑顔を届けられるよう、
活動を続けてまいります
　引き続き、うりずんをご支援くださいますよう、お願い申し上げま
す。（事務局長 /我妻英司）

みなさまのご支援がうりずんを支えています！
うりずん 令和2年度決算報告

経常収入 （収入総額） （事業費のみ）

　事業収入 88,036,711 88,036,711

　寄付金・賛助会費・協賛会費 14,272,485

　助成金等 4,302,284 4,302,284

合　　計 106,611,480 92,338,995

経常支出

　事業費 103,005,864 103,005,864

　（うち人件費） 73,080,755 73,080,755

　（うち減価償却費） 11,610,595 11,610,595

　管理費 6,628,493 6,628,493

合　　計 109,634,357 109,634,357

収支差額 -3,022,877 -17,295,362

※ 昨年度は、延べ960名の個人・団体・企業の皆様から
14,272,485円のご支援をいただきました。心より感謝
申し上げます。

 KOMEY

ココロハジケテ

つらいことばかりで

何も出来ることがない

そんな毎日だとしても

俯いていては勿体無い

こういう時こそ前を向いて

僕らと共に歩き出そうよ

そして、楽しいことを探そう

「ポップコーンが弾けるような

たくさんの楽しいを君と共有したい」

それは、決して揺らぐことのない

僕らがここにいる理由

うつむ　　　　　　　　　　　もったい
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ご寄付　3,176,921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） 令和3年4月1日～ 6月30日（到着分）

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！

うりずんでは、職員（常勤・非常勤）

を募集しています！スタッフ募集

☎028-601-7733（日・祝祭日はお休みです）連絡先

＜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）
＜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。 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（15:00～19:00）、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

特に若いエネルギー
募集中です！

ご寄贈

ありがと
うござい

ました。

▲青木様より
　折り紙いろいろ

▲北爪様より
　おもちゃ（新品）

　多くの方々から寄贈品をい
ただきました。誌面の都合に
より、すべての寄贈品を掲載
できず、申し訳ございません。
心より御礼申し上げます。

岩手県 宇都宮市　金子　文子 宇都宮市　大門　　亘 宇都宮市　村田　光敏 さくら市　加藤　朋子 栃木市　　鮎田美智子 本庄市　　坂本喜久枝 茅ヶ崎市　浅田　頼子
一戸町　　田中　恭子 　　　　　瓦井　健一 　　　　　高野　博子 　　　　　柳田　　巌 　　　　　君嶋　福芳 　　　　　岡泉ゆみ子 東京都 千葉県

青森県 　（医）くろさきこども
　 クリニック

　　　　　髙松　祐一 　　　　　山田　　昇 　　　　　寺脇　立子 　　　　　大友　崇義 港区（公財）社会貢献支援財団 千葉市　　加茂美和子
青森市　　大瀧　　潮 　　　　　竹下　裕子 　　　　　米桝ひで子 大田原市　渡邊　　学 　　　　　川嶋　陽子 　　　　　酒井三貴子 山梨県

福島県 　　　　　黒崎　ヒロ 　　　　　長南　久子 　　　　　横松　陽子 那須塩原市　日下部　慎 　　　　　佐々木邦子 台東区　　後藤　由紀 南アルプス市
郡山市　　舘野　幸男 　　　　　小須田るみ 　手塚耳鼻咽喉科医院 　　　　　渡邊カヨ子 　　　　　児玉　幸弘 足利市　　鈴木　理恵 文京区　　尾﨑　　雄 　　　　　横森　晶子

栃木県 　　　　　小林　正夫 　　　　　床井　忠夫 鹿沼市　　柴田　賢一 　　　　　髙根澤　孝 高根沢町　飯山　啓子 足立区　　村田　君江 滋賀県
宇都宮市　阿久津弘三 　　　　　小林満里子 　　　　　直井　　茂 日光市　　大嶋　洋子 那須烏山市　檜山　光治 　　　　　佐藤　正行 品川区　　菱沼　　郷 大津市　　大屋津多江
　　　　　赤羽　大樹 　　　　　小堀　　徹 　　　　　野呂　和子 　　　　　大橋　康宏 　　　　　横山　孝子 塩谷町　　小野﨑千鶴子 　　　　　辰野　文宣 　　　　　藤田　義嗣
　　　　　天知　　稔 　　　　　斎藤　公則 　　　　　橋本　紀子 　　　　　大房知恵子 真岡市　　菊池　浩史 壬生町 大田区　　荒木　光子 大阪府
　　　　　新井　裕子 　　　　　櫻井　克樹 　　　　　塙　　尚恵 　　　　　加藤　浩治 　多機能型事業所　そ

　らまめ
獨協医科大学病院看護部 渋谷区　　市川　　洌 池田市　　髙橋　昭夫

　　　　　安藤　正知 　　　　　佐々木佳子 　　　　　羽石　洋子 　　　　　鈴木　法子 　　　　　濱野　淳子 目黒区　　下島　恵子 兵庫県
　　　　　石井　信行 　　　　　三條　安子 　　　　　林　　紀尚 　　　　　須佐　佳子 　　　　　趙　　達来 　　　　　松野　直之 世田谷区　雨宮由紀枝 神戸市　
　　　　　市瀬　俊子 　　　　　下泉　秀夫 ㈱パワーホットメディカル 　　　　　大門　泰子 　　　　　村上　八郎 　　　　　米内　美代 新宿区　　秋山　央子 (NPO) こどもコミュニティケア
　　　　　市原　征洋 　　　　　白井　久子 　　　　　半田　　孝 　　　　　手塚　和江 下野市　　大海  佳子 群馬県 　　　　　秋山　正子 長崎県
　　　　　稲葉　達弥 　　　　　白石　洋子 　　　　　半田江津子 　　　　　手塚　コウ 　　　　　栗林　良多 太田市　　時澤　桂子 　　　　　佐藤　好美 時津町　　下村千枝子
　　　　　井上　浩一 　　　　　助川　　勉 　　　　　平野　浩視 　　　　　長嶋須美子 　　　　　小島　好子 埼玉県 杉並区　継医院 継　仁 熊本県
　　　　　入江　政子 　　　　　須藤　勝則 　　　　　廣瀬　芳子 　　　　　芳賀マサ子 　　　　　篠崎　岳彦 さいたま市　永井　秀雄 練馬区　　大塚　孝司 合志市
　　　　　臼井　佳子 　成常建設㈱代表取締

　役社長　山中　和弥
　　　　　福本知恵子 　　　　　前田　利一 　　　　　村尾　捷利 　　　　　渡邊　　誠 調布市　　大川　周二 (NPO）ＮＥＸＴＥＰ

　　　　　大登　民枝 　　　　　星　　俊彦 　　　　　山口健太郎 小山市　　大山　千加 志木市　　篠塚はるみ 神奈川県 宮崎県
　　　　　荻原　英美 　　　　　関口　忠司 　　　　　松本　洋子 　　　　　結城　誠治 　　　　　大竹　伸子 川口市　　斉藤　喜作 横浜市　　永田　幸雄 宮崎市　　日髙　良雄
　　　　　加藤　　京 　　　　　関根　直久 　　　　　御子貝荒江 　　　　　吉新　春久 　　　　　髙田　　實 入間市　　山口　礼子 横須賀市　㈲ヒロ薬局
　　　　　金澤　林子 　　　　　五月女浩之 　　　　　武藤　高茂 さくら市　加藤　幸子 　　　　　牧　　美枝 熊谷市　　古谷　展子 藤沢市　　平元　詢二

岩手県 宇都宮市　三條　安子 宇都宮市　羽石　洋子 宇都宮市　渡辺惠美子 那須烏山市　横山　孝子 壬生町　　松野　直之 品川区　　辰野　文宣 山梨県
盛岡市　　菅野　寿枝 　　　　　下泉　秀夫 　　　　　早川美奈子 　　　　　渡邊カヨ子 下野市　　岡島　美朗 　　　　　米内　美代 足立区　　玄　　順烈 甲府市　　堀内　直也

栃木県 　　　　　白井　久子 　　　　　半田　　孝 鹿沼市　　中田　　誠 　　　　　大海  佳子 群馬県 　　　　　村田　君江 滋賀県
宇都宮市　赤羽　大樹   　　　　　白石　洋子 　　　　　廣瀬　芳子 日光市　　阿部　　博 　　　　　栗林　良多 太田市　　時澤　桂子 渋谷区　　東尾　愛子 大津市　　大屋津多江
　　　　　阿久津弘三 　　　　　須藤　勝則 　　　　　藤岡　浩美 　　　　　川村　和枝 　　　　　中村　好一 茨城県 新宿区　　秋山　央子 京都府
　　　　　天知　　稔 　　　　　関口　忠司 　　　　　船瀬　安子 　　　　　鈴木　法子 小山市　　髙田　　實 筑西市　　池田　尚広 　　　　　秋山　正子 京都市　　宮田　淳子
　　　　　新井　裕子 　　　　　五月女浩之 　　　　　星　　俊彦 　　　　　手塚　和江 栃木市　　川嶋　陽子 　　　　　三反﨑則子 中野区　　相澤　裕子 奈良県
　　　　　安藤　正知 　　　　　大門　　亘 　　　　　村田　弘子 　　　　　芳賀マサ子 　　　　　鮎田美智子 埼玉県 杉並区　　継　　　仁 桜井市　　上山　三幸
　　　　　植木　　茂 　　　　　田中　秀子 　　　　　増田　卓哉 さくら市　君嶋　福芳 　　　　　大友　崇義 さいたま市　永井　秀雄 練馬区　　大塚　孝司 兵庫県
　　　　　臼井　佳子 　　　　　高木登茂子 　　　　　矢古宇栄次 矢板市　　石川真由美 足利市　　尾澤　嘉孝 　　　　　藤本　真二 国分寺市　広瀬　文子 伊丹市　　李国本修慈
　　　　　金澤　林子 　　　　　髙松　祐一 　　　　　矢古宇禮子 大田原市　三浦知津子 　　　　　椎原　弘章 志木市　　篠塚はるみ 八王子市　大村　　茂 宮崎県
　　　　　鴨志田好子 　　　　　多門　　孝 　　　　　山越　篤子 那須塩原市　飯島　惠子 上三川町　野沢貴美子 東京都 東久留米市　飯野　順子 日南市　　池田　輔昭
　　　　　日下　幸雄 　　　　　塚田　典功 　　　　　山田　　昇 　　　　　大武ゆきえ 高根沢町　菅野　安子 中央区　ダルモーロ裕子 神奈川県 鹿児島県
　　　　　倉井カツ子 　　　　　直井　　茂 　　　　　横松　陽子 　　　　　早乙女正次 　　　　　佐藤　正行 港区　　　酒井三貴子 藤沢市　　平元　詢二 姶良市　　西　枝里子
　　　　　小須田るみ 　　　　　中村　京子 　　　　　米桝ひで子 　　　　　児玉　幸弘 塩谷町　　小野﨑千鶴子 台東区　　滝島　真優 茅ヶ崎市　浅田　頼子
　　　　　斎藤真理子 　　　　　成田　雪子 　　　　　濫觴　章子 那須烏山市　檜山　光治 　　　　　塚原　政雄 文京区　　尾﨑　　雄

■団体賛助会員　入会・更新　20団体（匿名1団体）

■個人賛助会員　119名入会・更新（匿名11名）

栃木県 宇都宮市　（社福）晃丘会　おおるりの森 宇都宮市　栃木保健医療生活協同組合 山梨県
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 　　　　　（社福）晃丘会　シャトーおおるり 　　　　　平野　浩視 中巨摩郡　（医）社団健輝会　げんきキッズクリニック
　　　　　宇都宮協立診療所 　　　　　（社福）晃丘会　障害者支援施設　ひばり 下野市　　自治医科大学　公衆衛生学教室 東京都
　　　　　くろさきこどもクリニック 　　　　　㈱在宅支援ネットワーク 那須塩原市　社会保険労務士法人　TMC 葛飾区　　㈱ウッディ　訪問看護ステーションはーと
　　　　　（医）慈啓会　白澤病院 　　　　　税理士法人　TOC英和 群馬県 中野区　　㈱ひつじ企画　
　　　　　公社）栃木県看護協会 　　　　　トゥルーライフ㈱ 沼田市　　（医）大誠会　内田病院

■一般寄付者　延べ173名（うち匿名19名）



うりずん通信

つもり、つもって、つもらせて募金箱つもり、つもって、つもらせて募金箱つもり、つもって、つもらせて募金箱

❻

「うりずん応援団」とは…
　「うりずん応援団」はうりずんに関わる全ての方 （々利用者様、ご家族様、ボランティアさん、関係
機関の皆様、ご支援者や協賛企業の皆様、そしてスタッフ等）が会員となり、共にうりずんを応援して
いこうという活動です。

「うりずん応援団」コーナー

うりずん応援団

♥ 　「うりずん応援団」では応援していただく方を広く募集するために「うりずん応援団
　募金箱」を作成しました。募金箱を設置し、ご協力いただける方は詳しくは同封の
ご案内または、うりずん事務局までお問い合わせください。

　うりずん開設当初より子どもたちやご家族に「あそびの
集い」や楽しいコンサートをご紹介・ご支援いただいている
「Tiny」さん。「Tiny」を設立し、現在もけん引役の宇都
宮共和大学子ども生活学部教授・土沢 薫さんにお話を伺
いました。

Tiny の始まるきっかけを教えてください。

宇都宮共和大学子ども生活学部が、4年制になった
ところで、専門性を活かして障がいのある子どもや

ご家族と育ち合う活動をしたいと2012年に3人の先生方
で「あそびの集い」を始めました。2019年度まで「あそび
の集い」を48回、ファミリィーコンサート・GWスペシャル
イベントは11回開催してきました。2020年度はコロナ感
染症予防のため、中止または一部オンライン配信で実施し、
現在も継続しております。

うりずんとの出会いはいつごろでしょうか？

うりずんの髙橋理事長の活動は以前から存じてお
りましたが、2013年の第1回Tinyファミリィーコ

ンサートの共催団体になっていただき、収益を全額、寄付
させていただきました。そのころよりお付き合いがより増
えてきたと思います。

活動で大切にしていることは
どのようなことですか？

地域の子育て家族が、障が
いがあってもなくてもみん

なで参加でき、遊びを通して楽し
み、主体性を引き出し、温かい雰
囲気の中で安心して育ちあえるこ
とを大切にしています。

9年間の活動で気づかれた
変化はありますか？

予想はしていましたが、学生
の育ちがとても顕著なことです。特に障がいのある

子どもとの触れ合いの中で、学生と子どもの育ちあう姿は
想像以上でした。初めは戸惑うことが多い学生も、年数を
重ねることで、自ら考え、提案し、行動できるようになって
いきます。

今後、活動で伝えていきたい想いを
教えていただけますか？

声高に「これを伝えたい！」と言うとそこに軋轢が
生まれるので、そうではなく、できることをできる

形で実践し、積み上げていくことで、自然に広がっていく
ことを期待しています。学生たちも卒業後、保育や様々な
場で障がいのある方との交流を広げる核となってくれてい
ます。自然に一緒に楽しむ、何気ない出会いから結果とし
て偏見のないフラットな社会ができたらと思っています。

　
　土沢さんのコロナ禍であってもできることから実践して
いく前向きでナチュラルな姿勢、学生さんたちも関わる周
りの人もこうした先生の魅力にひかれるのだと実感できる
時間でした。（三谷知子）

T iny（タイニー）さん
インタビュー地域に支えられて Ⅴ

マスコットのTinyちゃんと
土沢 薫さん

 シンボルキャラ
 Tinyくん

▲ 2013年活動当初
チラシ

▼2020年オンラインコンサート　のチラシ

 シンボルキャラ
 Tinyくん

　のチラシ

▲ 2013年活動当初
チラシ

Tiny の始まるきっかけを教えてください。

宇都宮共和大学子ども生活学部が、4年制になった

Q

▲ 2013年活動当初
チラシ

うりずんとの出会いはいつごろでしょうか？

うりずんの髙橋理事長の活動は以前から存じてお

Q

9年間の活動で気づかれた
変化はありますか？

予想はしていましたが、学生

Q

いきます。

今後、活動で伝えていきたい想いを
教えていただけますか？

声高に「これを伝えたい！」と言うとそこに軋轢が

Q

活動で大切にしている
どのようなことですか？

地域の子育て家族が、障が

Q

宇都宮共和大学子ども生活学部が、4年制になった
ところで、専門性を活かして障がいのある子どもや

ご家族と育ち合う活動をしたいと2012年に3人の先生方

宇都宮共和大学子ども生活学部が、4年制になったA

うりずんの髙橋理事長の活動は以前から存じてお

ンサートの共催団体になっていただき、収益を全額、寄付

うりずんの髙橋理事長の活動は以前から存じておA

予想はしていましたが、学生
の育ちがとても顕著なことです。特に障がいのある

子どもとの触れ合いの中で、学生と子どもの育ちあう姿は

予想はしていましたが、学生A

声高に「これを伝えたい！」と言うとそこに軋轢が
生まれるので、そうではなく、できることをできる
声高に「これを伝えたい！」と言うとそこに軋轢がA

地域の子育て家族が、障が
いがあってもなくてもみん

なで参加でき、遊びを通して楽し

地域の子育て家族が、障がA

《Tiny》
 宇都宮共和大学子ども生活学部　子育て支援研究センター内
 宇都宮市下荒針町長坂3829　宇都宮共和大学長坂キャンパス
 Tel: 028‒649‒0511　Fax: 028‒649‒0660
 https://www.tinytiny.info/　
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弊社マロニエ交通は、平成10年創業以来、

地元の皆様のご愛顧の下、23年目を迎えており、

感謝・感謝の思いで一杯です。

役職員一同、ＳＤＧｓの想いを胸に、

うりずん応援団に参加させていただきます。

地域皆様に愛される企業を目指して参りますので、

ご賛同頂ける皆様のご参加を

心よりお待ち申し上げます。

（マロニエ交通　関 喜一）

Special会員

マロニエ交通株式会社
　〒321-0951 栃木県宇都宮市越戸4 -1-26
　TEL：028（689）1661
　URL：http://www.maronie-t.co.jp/

Regular会員

至誠法律事務所

弁護士　石井信行
　〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡1丁目1番21号
　　　　　　　　　　　　　　　オノセビル3階
　TEL：028（612）7773
　FAX：028（612）7774

Special会員

Special会員

Regular会員

Regular会員

【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。（Visa/
Master/Amex /ダイナーズが利用できます）

【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、うりずんへの寄付に
は確定申告の際、税制上の優遇措置が受けられます。

 うりずん応援団に、

　ぜひご参加ください！

　うりずんは、活動の趣旨に賛同し、寄付や会費、ボランティア
等でご支援くださる個人や団体、企業を「うりずん応援団」と名
づけ、支援者の輪を広げています。一人でも多くの子どもと家族
を笑顔にするためにぜひ、「うりずん応援団」にご参加ください
ますよう、お願い申し上げます。

○うりずん応援団
　継続的にご支援をいただける方は、年会費（定額）による支援
をお願いします。

　《 賛 助 会 員 》 個人3,000円　団体10,000円
 （寄付扱いとなります）

　《協賛企業会員》 Regular  １口 10万円
 Special １口 20万円
 Premium １口 50万円

　《 一 般 寄 付 》 （金額は任意で設定いただけます）
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うりずん応援団結団式＆歌う海賊団ッ‼
キックオフコンサート♪
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●● 新しいスタッフの紹介 ●●

♥ こんにちわ。6月より入職しました坂下
俊幸です。畑違いの仕事なので、覚えるの
に苦労しますが、ご利用者様の表情や部
屋から流れてくる音楽で元気をもらってい
ます。
　早く一人前になるよう、頑張りたいと思
います、どうぞよろしくお願いいたします。

【事務職】坂下俊幸

　今年もまつりの季節が近づいています！去年はコロナ感染症対策の
ために開催を断念した「ふれあいまつり」。2021年度は開催！（予定）。
まだまだ自粛生活、マスク生活が続いているこの窮屈な生活の中で、ほ
んの少しでも祭りの雰囲気を楽しんでもらえるようにと、考えておりま
す。ただ、残念なことに今年は、ご利用者様とご家族のみでの祭り開催
となります。
　感染予防対策を十分に行い、飲食はできませんが、楽しい時間を過ご
せるよう準備をして
います。
　来年こそ、地域の
皆さんとも楽しめる

 ８月２８日（土） 
13：00（開場12：00）　　　　　　14：30
宇都宮文化会館　大ホール

日時
開演
内容

皆で楽しく歌いたいね♬（2019年度より）

一緒に「うりずん応援団」を盛り上げよう♪　歌う海賊団ッ！！も登場♬
「うりずん応援団」プロジェクト

終演予定

◆入場整理券申し込み：7月20日（火）～8月6日（金）まで
◆先 着 順 で の 配 布：1組最大4名様まで、先着40組
　尚、コロナ感染予防対策をしたうえでの実施となりますが、入場者数も制限させていただいておりますことをご了承く
ださい。詳細は同封のご案内をご覧ください。

祭りを開催したいと願いながらのお知らせです。次号の通信でその様子を
ご報告します。

会場と一体感のあるダンス（2019年度より）※少雨決行

日時
場 所

2021年9月１１日（土） 
うりずん　芝生（屋外のみ）

２年ぶり、ふれあい祭り開催！！お祭り
気分を

味わお
う !!


