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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：春の風を感じてみよう♪

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

　

青空が笑顔になった日
　令和３年３月２３日、栃木の空に笑顔が現れた（Fly for 

ALL　＃大空を見上げよう）。エアレー
スパイロットの室屋義秀さんの企画に
よるもので、うりずんでは、お庭にテン
トを張り、みんなで外に出て、お昼の
注入もしながら、「笑顔」を待った。や
がて歓声があがった。空を見上げ、風
と光を感じて、みんなで同じものを見
るのは気持ちが良い。室屋さん、関係
者の皆さんありがとうございます。

１年越しのうどん県へ
　３月２１日、香川県庁へ医療的ケア児の研修会と座談会
の録画に出かけた。昨年の計画が直前に新型コロナのため
中止になってしまい、１年越しの訪問
である。研修自体は後日の動画配
信だが、県庁では、うどんのかぶ
りものをして県庁の方と座談会の
皆さんとご一緒した。やり方を変え
ても、今は伝えることが大切だと思
う。香川で朝うどんに挑戦したが、

自分でゆでる、おつゆは蛇口から、うどん屋になぜか「お
でん」が置いてある、という新しい発見があった。

同行二人とお接待文化
　四国には、88か所のお札所を回るお遍路さんという文
化がある。ひとりで回っても、お大師さんと一緒だから、同
行二人（どうぎょうににん）と言う。
地元の方の案内で、69番札所の観
音寺にお参りした（写真4）。本堂前
には納札入という箱があり、ここに
お札をおさめて回るという。地元の
方によると、子どものころは、お遍
路さんがこられると、菓子や食べ物
を持って行きなさいと、よく持って
行ったことがあるという。四国には
もてなしの文化が根付いている。

旅立ちと出会いの春
　３月３１日、最後のご利用となるＡ君と会った。毎日のよ
うにうりずんに通ったＡ君。私と会うときはお決まりの指
ピースを折り曲げるポーズ。今日はお庭のタンポポをとっ
て車いすを自分でこいでいる。４月からは小学校に通うこ
とになるＡ君。電車でたくさん遊んだね、雪遊びもできた
ね、お空の笑顔も見られたね。たくさんの日常の中に、ち
いさな発見と、大きな育ちがありました。Ａ君、ありがとう！
お元気で。

番組のお知らせ
　令和３年５月１５日放送のNHK-Eテレのすくすく子育て
という番組があります。「長期入院・在宅ケア」についての
子育てについて、スタジオで髙橋がコメントを述べます。
司会は古坂大魔王さん他です。
•５月１５日土曜 午後９時～９時２９分
•５月２２日土曜（再放送）午後０時～０時２９分
• https://www.nhk.or.jp/sukusuku/sukusuku.html

栃木の空に笑顔が！

うどんは安い、早い、うまい

観音寺境内には
立派なクスノキがある

被り物は、うどん増量、
七味とお箸をつけて、バージョンアップ！

栃木は若葉の季節となりました。
どうかお元気でお過ごしください。
引き続きご支援、ご指導のほど、
よろしくお願い申し上げます。

　令和３年４月

どうかお元気でお過ごしください。
引き続きご支援、ご指導のほど、
よろしくお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます

認定特定非営利活動法人うりずん

理事長　髙 橋 昭 彦

春の風を感じてみよう♪
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走って走って走り続けて…
景色がどんどん流れていく

そんな日々を過ごしていると
気づけない事がたくさんある

だから、たまには立ち止まってみて

そうすればきっと気づくだろう

春の訪れを告げる風と
舞って踊る花びらたちが織りなす華麗な桜のショーに

花ふぶき
 KOMEY

卓球バレー

野外コンサート

卒園おめでとうございます。

る１日は…
卓球バレーを

やりました。ひと
りひとりラケット
を持ち、ピンポン
玉を転がしました
が、慣れてくると、
白熱した試合にな
りました！

たあるお天気のいい日は…
中庭で、スタッフ阿

部のリサイタルを行いま
した。芝生の上で、素敵
な音色に癒されました。
そして、次第に盛り上が
ってくると、どこからか
アイドルうちわ的なもの
が出てきて盛大に盛り上
がりました。 （大森美樹）

あ

春

式

そ

卒

ま

の日ざしが心地良い３月１６日、はりゆん（児童発達支援）・かなさ
ん（居宅訪問型保育）合同卒園式を行いました。今回卒園されたの

は、５名。１名は体調経過観察中のため、別室からzoomでの参加となり
ました。今年も新型コロナウイルスの感染症対策規模のため規模を縮小、
在園児や他事業のご利用者も別室にてzoomで列席となりました。

が始まると、いつもと違う雰囲気に
緊張している様子でしたが、名前

を呼ばれると声や視線、
手を動かすなどそれぞ
れ得意な方法で返事を
し、卒園証書をしっか
り受け取ることができ
ました。

春休み　放デイのお友達は朝から元気いっぱい！！

zoomで参加しました!!

花のトンネル通ります

皆でお祝い♪ 卒園おめでとう♪

うりずん日記うりずん日記

して、思い出がつまった写真のスライドショーで共に
過ごした日々を振り返りました。登園当初は緊張で表

情の硬かった子ども達も、お友達と一緒に、たくさんの経験
を通していろいろな表情を見せてくれ
るようになりました。

園式後、テラスで在園児・日中
一時や放デイのお兄さんやお姉

さんから歌やお花、バルーンアートの
プレゼントがあり、今年も、卒園する
５人へお祝いの気持ちがたくさんの
あたたかい式となりました。　　　　
　　　　　　　　　　　（齋藤志津香）

集合写真

卒園証書授与

もう一度集合写真
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名前：瓦井　尊さん（たけさん）　年齢：１９歳名前：菊地翔真さん（しょーまちゃん）　年齢：２歳
好 きなこと：お風呂（洗髪）、ドライブ
　昼寝
嫌 いなこと：病院の診察
う りずんてどんなところ？：いろいろな
経験をさせてくれる大切な居場所。
メ ッセージ：うりずん開所当初から利
用させていただき、はや、12年。尊の
生活は、たくさんの出会いでより豊か
なものになりました。うりずんに関わ
るすべての皆さんに感謝です。

うりずんの仲間たち

好 きなこと：抱っこ、くすぐられること
　ブルブル震えるおもちゃ
嫌 いなこと：一人ぼっちにされること
う りずんてどんなところ？：優しくて元気いっぱい
のスタッフさんとたくさんのお友達に囲まれて、
いろいろな経験ができ笑顔あふれる場所。
メ ッセージ：いつも家ではできない経験をさせて
いただきありがとうございます。「今日は何をし
てくるのかな？」とわくわくしています。これ
からもよろしくお願いします。

ご家族に伺いました♪

第 37号

＜＜＜ 各事業稼働状況 ＞＞＞

●2021年1月～3月のご利用状況　　（人）
1月
121

2月
126

3月
148

合 計
395

＊ いずれも延べご利用人数です

●2021年1月～3月のご来所状況　  （人）

見　学　者
ボランティア
計

1月
22
0
22

2月
36
0
36

3月
84
3
87

合 計
142
3
145

●現在の登録状況……… 59名（3月31日現在）

日中一時支援事業

●現在の登録状況……… 24名（3月31日現在）
居宅介護事業

●現在の登録状況……… 18名（3月31日現在）
移動支援事業

●現在の登録状況……… 17名（3月31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 ……………………… 12名
＊ 放課後等デイサービス …………… 18名

●現在の登録状況（3月31日現在）

児童発達支援・放課後等デイサービス事業
●2021年1月～3月のご利用状況　　（人）

児童発達支援
放課後等デイサービス

1月
76
59

2月
68
64

3月
70
77

合 計
214
200

＊ いずれも延べご利用人数です

●現在の登録状況　●名（3月31日現在）

居宅訪問型保育事業
●2021年1月～3月のご利用状況　　（人）
1月
12

2月
9

3月
16

合 計
37

＊ 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

① 栃木県小児在宅医療体制構築事業
　2020年度も栃木県より小児在宅医療体制構築事業を受託
し研修会等を行いました。新型コロナウイルス感染症の影響を
鑑み、全ての研修会をオンラインで開催いたしました。

　「第7回　小児在宅医療に関わる多職種研修会」
　2011年の東日本大震災で被災された方々を支援された、あおぞら診療所 ほっこり
仙台院長の田中総一郎さんに、当時の支援の実際
や、被災されたお子様を笑顔にすることができた多
職種連携のエピソード等をお話いただきました。
　また、「医療的ケア児の防災の備え」と題し当法
人のご利用者ご家族、稲生麻希子さんに、普段の
生活の中からできる、防災のアイディアのお話をい
ただき、受講後、参加者の皆様より、職場や多職種
間で共有したいとお問い合わせもいただきました。
　そのほか本年度の栃木県小児在宅医療体制構築事業の実施状況は以下の通りです。

【2020年度　栃木県小児在宅医療体制構築事業】
　•第6回小児在宅医療に関わる多職種研修会（10/25　参加者93名）
　•第4回家族支援研修会（11/8　参加者61名）
　•第7回小児在宅医療に関わる多職種研修会（12/13　参加者76名）
　•第4回小児在宅医療実技講習会（2/7　参加者73名）
　•医師向け訪問診療同行研修（随時　2020年度　4件）
　•小児在宅医療に関わる医師等を対象とした相談支援事業（随時　2020年度 22件）

研修報告

12/13（日）第7回多職種研修会
「柚子のかぶりもの」で配信

第３号研修実技の様子

2/7（日）
「第4回小児在宅医療実技講習会」

11/8（日）「第4回家族支援研修会」
NPO法人しぶたねの清田悠代さんとシブレッドさん

②　第1回 喀痰吸引等研修指導看護師養成研修（2020/9/12）
　　第6回 喀痰吸引等研修（第三号研修）（2020/9/12、9/13開催）
　新型コロナウイルス感染症対策のもと、通常の半分の人数設定で研修会を開催しました。ゲス
ト講師に元栃木県社会福祉士会会長の檜山光治さんをお迎えし、喀痰吸引の研修受講に至る流
れや関係法規、県内の実情などをお話いただきました。また、当法人をご利用の五月女夏巳さん
とお母様の五月女愛子さんご家族に当事者とご家族の想いを伝えていただきました。（金澤知子）

2020年度
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　この４月で、徳
とく

次
じ

郎
ら

町の拠点を開所して６年目を迎えました。
　ヒノキの無垢材を使った真新しかった床も、年月を経て、色味が深くなり、艶がかってきました。
うりずんを利用する皆様とスタッフとともに、変化を重ねています。
　この１年は、コロナ禍の１年。皆様にとりましても、不安と我慢の繰り返しの一年だったこととお察し
ます。そして、まだ少し先まで、その状況は続きそうです。
　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、日々の支援に必
要なマスクや手袋、消毒やアルコール綿など、すべてが
品薄となり、価格が高騰し、当初はその確保にも苦労し
ました。しかし、多くの皆様が、私どもうりずんのことを
気にかけてくださり、衛生物品や消毒等のご寄贈、継続
したご寄付、何よりお心を寄せてくださり、今に至ります。
本当にありがとうございます。

　コロナ禍ではありますが、日々の子どもたちの成長は待った無し。そしてご利用者様とご家族の生活は日々営まれています。
直接介助の多い現場で、ご利用者様との距離が近く、ご利用者様、スタッフ双方で、目に見えないウイルスに対する怖さは拭え

ません。何が正解で、何が間違いか、迷うこともあります。昨年度は、すべての行
事を中止する判断をし、ボランティアさんの日常的な受け入れや、地域の皆様との
つながりも持ちづらい状況でした。しかしうりずんのあちこちで、コロナ禍前と変
わらない笑顔が見られ、笑い声が聞こえ、安堵感に包まれました。
　新型コロナウイルス感染症に対して、少しずつ科学的根拠が明らかになってき
ています。引き続き感染状況には注視しながら、「少しずつ再開に向けて」、「再び
つながりを持てるよう」、ウィズコロナ、
新しい生活様式に則した試行錯誤の
毎日は続きます。ご利用者様の成長

に追い越されないよう、スタッフ一同取り組んでいく所存です。
　暖かな春がやってきました。芝生のお庭に出て、みんなで空
を見上げ、ふわふわ浮かぶシャボン玉を見たり、桜の花を眺め
たり、ニコちゃんマークの飛行機雲を見つけたり、日常の中の
喜びをご利用者様とともに感じ、過ごしていきたいと思います。
　引き続き変わらぬご支援、お心寄せ賜りますようよろしくお
願い申し上げます。

コロナ禍の１年

　「羽二重苺」、出会ったのは4年前。いただきもので、一口
食べてびっくり感動！　なんともいえない食感！　口の中で
とろけるおいしさ！　あの味が忘れられなくて、
今回この通信に紹介したく、少し遠いですが初
めて茂木まで買いに行ってみました。
　長い田舎道をどんどんすすむと突然出てきた
お店。13時過ぎ頃でしたが、もうショーケース
の中はほとんど完売。それでも次から次にお客
さんが入ってきていました。私は予約をしたの

で購入
できました。
　久しぶりの再
会！ あの感動再
び！ ふわふわ羽
二重餅と、朝摘み

苺、生クリームと粒あん
の絶妙なバランス！ 遠

くまで買
いに来た
かいがあ
りました。
贈り物にもとっても喜ばれると
思います。是非一度、皆様も食
べて、感動してみてください！　
羽二重苺は1月～ 5月が販売

期間で、今年は5月20日頃まで販売予定と
のことです。　　   　　　　　（福田千絵子）

 羽二重苺

■㈲菓子処いい村
　栃木県茂木町飯 2275-1　☎ 0285-65-0068
　【営業時間】月～日曜日　8:00～17:00
　※羽二重苺の販売は9:00からで、予約をした方がいいそうですお店外観

いちご

管理者　今泉あゆ美

春

　この１年は、コロナ禍の１年。皆様にとりましても、不安と我慢の繰り返しの一年だったこととお察し

夏

鯉のぼりを上げよう！

流しそうめん☆

コスモス畑に♪秋

こわ～い　節分の鬼

書初め

冬

～うりずんの現場から～

苺羽二重餅が並んでます♪

苺羽二重餅



宮城県 宇都宮市　黒崎　ヒロ 宇都宮市　野呂　和子 日光市　　長谷川興賢 小山市　　竹内　明子 印西市　　ブレス㈱ 府中市　　麻生千恵美 和歌山県
仙台市　　田中総一郎 　　　　　小林　英二 　　　㈱共栄　林紀尚 　　　　　星野ミヨ子 栃木市　　阿部　道子 埼玉県 立川市 和歌山市　土井　康晴

栃木県 　　　　　駒場　哲子 　　　　　半田　　孝 　　　　　山口健太郎 　　　　　堀井　久江 さいたま市　宮谷　博幸 　医）さいわいこどもクリ
　ニック　宮田　章子

広島県
宇都宮市　阿部　和史 　　　　　近藤　貴子 　　　　　福本知恵子 さくら市　加藤　朋子 足利市　　鈴木　理恵 　　　　　渡邊　　誠 広島市　　西田　裕之
　　　　　秋野　　毅 　　　　　篠原美穂子 　　　　　増田　貴子 　　　　　寺脇　立子 上三川町　岡　　香代 戸田市　　小林　洋一 神奈川県 山口県
　　　　　池本喜代正 　　　　　清水　陽子 　　　　　麦倉　泰子 　　　　　福田　雅章 高根沢町　佐藤　正行 所沢市　　西山　靖将 横浜市　　志保田俊男 周南市　　内田　正志
　　　　　石川　恵子 　　　　　下泉　秀夫 　　　　　牧田三津子 大田原市　渡邊　　学 那須町　　竹原　典子 川越市　　森脇　浩一 　　　　　鈴木　公基 長崎県
　　　　　市瀬　俊子 　　　　　助名　善夫 　　　　　武藤　高茂 那須塩原市　日下部　慎 壬生町　　松野　直之 川口市　　斉藤　喜作 　　　　　永田　幸雄 時津町
　　　　　伊藤　貴子 　　　　　助名真由香 　　　　　村井佐代子 　さいとうクリニック

　齋藤　茂子
群馬県 本庄市　　坂本喜久枝 横須賀市　荒井　泰夫 　しもむらクリニック

　下村千枝子　宇都宮中央ライオンズクラブ 　　　　　須藤　勝則 　　　　　米良　聖子 藤岡市 鳩山町　　荒川　博美 　　　　　㈲ヒロ薬局
　　　　　大内　きみ 　　　　　髙村カツ子 　　　　　柳澤　邦夫 　　　　　髙根澤　孝 　田原内科クリニック

　田原　　尚
東京都 川崎市　　小竿　順子 熊本県

　　　　　大塚　啓子 　　　　　髙柳愼八郎 　　　　　矢吹　佳子 那須烏山市　加瀬　元彦 新宿区　　松本　豊正 滋賀県 熊本市　　岡田　誠治
　　　　　大房　寿男 　　　　　田村　雅子 　　　　　山田有希子 　　　　　佐藤　智子 　星野医院

　星野　光治
江戸川区　清水　勝利 栗東市　　北川　貢嗣 宮崎県

　おざわ小児科医院
　小澤　武史

　　　　　田村　嘉應 　　㈲オーパス・ワン 真岡市　　菊池　浩史 江東区　　小野　一巳 米原市　　小椋　一司 宮崎市　　市原　美穂
　　　　　綱川　雅子 　　　　　横山　　崇 　　　　　趙　　達来 　　　　　星野　君子 港区　　　酒井三貴子 大阪府 沖縄県

　　　　　粕谷　明弘 　　　　　塚田　貴子 　　　　　吉村　芳子 下野市　　黒田　光恵 高崎市　　秋葉　　緑 　　　　　稲森絵美子 池田市　　髙橋　昭夫 石垣市　　内原　弘子
　　　　　金山　昭夫 　　　　　床井　忠夫 日光市　　大嶋　洋子 　　　　　小島　好子 茨城県 渋谷区　　岩波　　洌 奈良県
　　　　　金子　徳代 　栃木県民共済生活共

　同組合
　　　　　大房知恵子 　とちぎっ子発達

　クリニック
石岡市　　谷島　直子 大田区　　荒木　光子 橿原市　　加藤　久和

　　　　　川中子武保 　　　　　加藤　浩治 千葉県 品川区　　菱沼　　郷 兵庫県
　　　　　川村由美子 　　　　　内藤　信雄 　　　　　大門　泰子 　　　　　本間　洋子 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
文京区　　尾﨑　　雄 神戸市　　熊野　公子

　　　　　岸本　文嘉 　　　　　直井　修一 　　　　　沼尾　康朗 小山市　　青野　浩子 目黒区　　下島　恵子

宮城県 宇都宮市　小池由美子 宇都宮市　塚田　貴子 宇都宮市　渡邊　孝夫 茨城県 世田谷区　中村　知夫 石川県 兵庫県
仙台市　　田中総一郎 　　　　　小林　英二 　　　　　床井　忠夫 日光市　　橋本　　誠 石岡市　　谷島　直子 文京区　　尾﨑　　雄 小松市　　清水まゆ美 神戸市　　泉　　和秀

栃木県 　　　　　近藤　貴子 　　　　　箱石　充子 　　　　　結城　誠治 埼玉県 港区　　　酒井三貴子 　　　　　中井奈穂子 岡山県
宇都宮市　秋野　　毅   　　　　　櫻井　則子 　　　　　走出　政視 那須烏山市　加瀬　元彦 川越市　　森脇　浩一 　　　　　稲森絵美子 金沢市　　上瀧　　大 岡山市　　髙橋　索真
　　　　　阿久津弘三 　　　　　下泉　秀夫 　　　　　藤岡　浩美 　　　　　佐藤　智子 所沢市　　西山　靖将 府中市　　麻生千恵美 滋賀県 長崎県
　　　　　池田　純子 　　　　　助名　弘美 　　　　　増田　貴子 下野市　　本間　洋子 和光市　　浅野　政子 　　　　　小沢　　浩 栗東市　　北川　貢嗣 時津町　　下村千枝子
　　　　　池本喜代正 　　　　　鈴木　勇二 　　　　　丸山　文子 　　　　　安田りえ子 千葉県 神奈川県 大津市　　小谷　彌生 宮崎県
　　　　　石川　恵子 　　　　　須藤　勝則 　　　　　三品　朋子 小山市　　青野　浩子 東金市　　高橋　淳子 横浜市　　志保田俊男 　　　　　鈴木　順子 宮崎市　　市原　美穂
　　　　　近江卯女子 　　　　　高木登茂子 　　　　　麦倉　泰子 　　　　　佐野　光司 東京都 藤沢市　　菅原　由美 奈良県
　　　　　大房　寿男 　　　　　髙村カツ子 　　　　　村井佐代子 栃木市　　石河　不砂 荒川区　　中川　　真 　　　　　吉原　美貴 橿原市　　加藤　久和
　　　　　岡部　昇子 　　　　　髙柳愼八郎 　　　　　矢古宇栄次 高根沢町　佐藤　正行 江戸川区　清水　勝利 横須賀市　荒井　泰夫 桜井市　　上山　三幸
　　　　　金山　昭夫 　　　　　田中　秀子 　　　　　簗瀬　静江 　　　　　菅野　安子 江東区　　小野　一巳 川崎市　　小竿　順子 和歌山県
　　　　　金田　　肇 　　　　　田村　雅子 　　　　　山田ちい子 那須町　　竹原　典子 墨田区　　前田　浩利 新潟県 和歌山市　土井　康晴
　　　　　倉井カツ子 　　　　　田村　嘉應 　　　　　横山　　崇 壬生町　　松野　直之 世田谷区　大熊由紀子 南魚沼市　内納　静子
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ご寄付　4,947,387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　16団体（匿名1団体）

NPO法人うりずん寄付者名簿（敬称略） 令和3年1月1日～ 3月31日（到着分）

■個人賛助会員　95名入会・更新（匿名8名）

栃木県 鹿沼市　　㈲つくも薬局 茨城県 岐阜県
宇都宮市　㈱釜屋 佐野市　　柳川小児科医院 筑西市　　宮田医院 岐南町　　医）かがやき　総合在宅医療クリニック理事長
　　　　　社会福祉法人房香会　しのいの郷 那須塩原市　さいとうクリニック 群馬県 熊本県
　　　　　手塚耳鼻咽喉科医院 塩谷町　　植木医院 藤岡市　　星野医院 熊本市　　㈱くますま　
　　　　　企業組合　とちぎ労働福祉事業団 　　　　　風見診療所 山梨県
　　　　　栃木トヨタ整備㈱ 壬生町　　あかりこどもクリニック 中巨摩郡　医）社団健輝会　げんきキッズクリニック

■一般寄付者　延べ152名（うち匿名24名）

❺

ご寄贈
・ご助

成

ありが
とうご

ざいま
した。

▲日本オート玩具㈱代表取
締役社長　船山正行様よ
りフィギュア、ぬいぐるみ、
浮き輪等 8箱 448 個

日本財団様より「医療的ケア児
者レスパイトケア事業所の新型
コロナ対策助成金」で購入させ
ていただきました▼

▲諏訪　亜季子様より　アンパンマン列車　3輌 　3月24日、栃木県民共済生活
協同組合の皆様よりたくさんのご
寄付をいただきました。
　厚く御礼申し上げます。

ご寄付の御礼



うりずん通信

「うりずん応援団」キックオフイベント

歌う海賊団ッ‼チャリティコンサート♪歌う海賊団ッ‼チャリティコンサート♪歌う海賊団ッ‼チャリティコンサート♪

❻

　当社の主たる業務は、病院や高齢者施設、幼稚園等の給食受託であります。その中で特筆すべきものは、
環境白書に取り上げられた当社オリジナル「やさいくる」システムであります。給食部門から排出された食品
残渣を焼却しない（CO2を排出しない）で、特別なプラントで土壌活性液として再生し、農作物を作り給食に
還元していることです。愚直に業務に取り組み、本物を目指すことが当社の経営姿勢であります。

　創立64年となる我が社は、自動車販売をはじめ、大切
なお車に長くお乗りいただくため、点検整備・タイヤのお
預かり・オーダーメイド車の開発などを手がけています。
また万全のアフターサポート体制のあるリース車もご用意し、多様化する皆様のニーズにお応えできるよう心が
けております。
　また、生産者と消費者を「安心」でつなぐ、無農薬推進委員会「とちぎアグリプロジェクト」にも参加し自家
製野菜を栽培するほか、カフェも開店し、食の事業にも力を入れております。

 ８月２８日（土）　　　　 14 時00分
宇都宮文化会館　大ホール
「うりずん応援団」結団式
歌う海賊団ッ‼チャリティコンサート♪

　「うりずん応援団」がいよいよ動き出し、ご支援者の皆様には会員カードをお配りしたり、協賛企会員様の募集を行っ
たりと、活動がいよいよ本格化しております。
　このページでは協賛企業会員としてご加入いただいた企業の皆さまのご紹介と、うりずんへの応援メッセージを各企
業の代表の方より一言いただきました。

「うりずん応援団」２０２１年２月より活動開始！！

Special会員

株式会社日本栄養給食協会　
　本社：〒329-1104 栃木県宇都宮市下岡本４１０５番地
　TEL：028（673）7221　FAX：028（673）6753
　URL：https://nekk.co.jp/

Regular会員

栃木トヨタ整備株式会社　
　〒320-0052 栃木県宇都宮市中戸祭町１９番地
　TEL：028（622）0381　FAX：028（622）0385
　URL：http://www.toyotaseibi.com/

「３時間以上続けて眠れずにする子
育てを想像できますか」
この言葉は、私の心に大きなショック
を与え、と同時に何か支援したいと熱
情が生じました。髙橋理事長の使命
をこれからも支援いたします。

頑張れ！頑張れ！うりずん、コロナ禍
の中、活動自体が制約され、厳しい
と思い（重い）ます。しかし、それに
めげずにスタッフ全員、皆で頑張ろう
という思いと願いが心に響き、行動が、
私自身の心に伝わり、その様子が目に
浮かぶようです。私自身仕事の合間になりますが協
力していきたいと思います。活動に楽はありません、
苦あれば楽ありです。頑張りましょう！

（　　　　　　　　　）株式会社日本栄養給食協会 代表取締役
橋本正行様より「うりずん」への応援メッセージ

（　　　　　　　　　）栃木トヨタ整備株式会社 代表取締役
高野一之様より「うりずん」への応援メッセージ

 詳細は次号
「うりずん通信38号」
にてお知らせします。
皆様お楽しみに♪

日時 開演
会場
内容



　はやぶさ交通株式会社は、創業以来地域の皆様に支えられ、今年で16年目の観光バス会社です。
　全てのお客様に安心安全をお届けするために、救急救命訓練等を全乗務員が受講するなど日ごろの安全管
理体制が高く評価され、貸切バス安全性評価認定制度でセーフティーマークを取得し、更新中です。
　私たちは、沢山の方を笑顔にと、ご旅行のお手伝いをして参りましたが、このコロナ禍では、地域の子ど
もたちが弊社のバスで遠足等に行った時の思い出を描いて持ってきてくれ、逆に沢山の子どもたちから笑顔を
もらいました (^^) ☆
　お客様を想い・寄り添い、ものがたりを乗せて・・・　はやぶさ交通株式会社

Regular会員

はやぶさ交通株式会社
　〒321-0102 栃木県宇都宮市江曽島町1181-3
　TEL：028（658）4111　FAX：028（645）5017
　URL：https://www.hayabusa-koutsu.co.jp

第 37号

❼

【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
　　　　　　　　Premium１口 50万円
　一般寄付　　　（金額は任意で設定いただけます）

Special会員

障がいを抱えた子どもたちと
そのご家族のよりどころとなっている
「うりずん」
未来ある子どもたちの健やかな成長
をサポートする場所「うりずん」
みんなが笑顔になれる場所「うりずん」
そんな素敵な場所が大きく広がって
いけるよう応援しています！

（　　　　　　　　　）はやぶさ交通株式会社 代表取締役
塙　尚恵様より「うりずん」への応援メッセージ

「うりずん応援団」は皆様とともに、いろいろな活動
に取り組んでまいりたいと思います。
「応援団」を盛り上げる企画等ございましたら、ぜひ、
事務局までお知らせください。

●うりずん事務局
　TEL : 028（601）7733㈹
　FAX: 028（665）7744
　Mail : urizn-ouendan@hibari-clinic.com

＊　　＊　　＊

４月

6月

宇都宮市庁舎　エレベーター内
「うりずん応援団」ポスター掲示開始

募金箱配布開始：
ご希望の方に手作り「うりずん応援団
募金箱」を配布します
（詳細は次号うりずん通信38号にて）

♪これからの
「うりずん応援団」の予定♪



うりずん通信

●● 新しいスタッフの紹介 ●●

～春の風にさそわれて～　日中一時の活動より

❻
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　満開のサクラを見に行っ
たり、ニコニコと咲くチュー
リップに触ってみたり、春は
きれいな花がいっぱいです。

　思いついて、お部屋の中にもお
花を創って飾りました。

赤いチューリップ綺麗だね

桜満開！ 笑顔満開！

チューリップ
柔らか♡

皆で作った桜で室内お花見！

桜と私！
　どちらも可愛い！

お花見！ 最高！

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）

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！

♥ こんにちは。4月より、うりずんに入職い
たしました。うりずんで働きたいという目標
を胸に看護師として頑張ってきました。うり
ずんのご利用者様やスタッフの皆様にパワー
をいただきながら、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。

【看護師】

♥ 4月から採用になりました大久保隆です。
送迎車の運転が主になります。利用者様及び
スタッフの皆様方から信頼いただけるよう、
常に安全運転を心掛け、マスクの下はスマイ
ルで頑張ります。気軽に声を掛けていただく
と励みになります。どうぞよろしくお願いし
ます。   　　【運転手】

菊地英子

大久保隆

急募中

特に若いエネルギー
募集中です！

♥ 4月から入職しました善林里帆です。3月に短
大を卒業し、分からないことばかりですが、利用
者様の表情やしぐさに支えられながら、日々成
長していきたいと思います。笑顔で精一杯頑張り
ますので、よろしくお願いいたします。

【保育士】善林里帆

小さい春を
見つけたよ


