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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：「うりずん応援団」発進!!

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

　

ひとりじゃない！
　2002年春、地縁も血縁もないこの地に、在宅医療、家
庭医療、市民活動支援を理念にしたひばりクリニックを始
めた時からそれは感じた。開業前から多くの人が手伝い、
ろまんちっく村のバーベキューハウスでは盛大に祝う会を開
いてもらった。やがて日々の診療や活動から感じたことを、
ひばりクリニック通信というツールを使って伝え始めたのが
2004年７月。第１号では「こころ光る人」と題して炭谷茂
さん（現・恩賜財団済生会理事長）の記事を書いた。炭谷
さんから教わった誰も排除しない思想（ソーシャル・インク
ルージョン）は今も活動の糧となっている。第２号ではライ
フワークとなる「人工呼吸器をつけた子どもたち」のことを
書いた。通信は、この人なら読んでくれるだろうという人に、
勝手に送り続けた。すると、ここにも送って欲しいという人
や、発送代の切手を送ってくれる人が増えた。悪筆に見か
ねて通信発送を手伝ったマドンナさんには10数年にわた
りお世話になった。
　2012年、特定非営利活動法人うりずんの誕生とともに、
ひばりクリニック通信は31号で終了し、うりずん通信へ引
き継がれた。認定NPO法人を取得するためには、3,000
円以上の寄付を100人以上の方から２年度にわたり受け

るという決まりがあるが、通信の読者の多くは会員となり、
友人、知人に営業してくれた人も多かった。あるところで講
話をしたら、すぐに封筒が会場をまわり、集まりが終わるこ
ろには会場のほぼ全員が入会してくださったこともあった。
目標はクリアできて、２年間で認定NPO法人となった。
　2016年の新拠点の設立の時も多くの人の力が集まった。
ひとりじゃない。皆さんのお蔭で、今がある。これからもそ
の絆を大切にしていきたい。応援者の皆さん、ありがとう
ございます。

社会の中での広がりを目指して
　個人の応援者と同時に、今後取り組んでいきたいのは、
企業や団体の応援者を増やしていくことである。企業や団
体はそれぞれの理念によって運営されているが、その中で、
「私たちの会社は〇〇を応援しています」というメッセージ
は、社会に対するインパクトが強く、〇〇のことを知っても
らう人が社会に増えることにつながる。医療的ケア児者は、
社会の中では少数派であり、いまだにその存在を知らない
人のほうが多い。企業回りを行っても、医療的ケア児に出
会ったことがない担当者にいかに理解してもらうのか。ここ
を突破していくことが、社会の中での広がりにつながると
思う。今後のファンドレイジングチームの活動にご期待くだ
さい。社会の中でがんばって生きている子どもたちと家族
が、当たり前に認められる社会を目指し、うりずん応援団（個
人応援者と協賛企業応援者）を育んでください。

「うりずん応援団」発進!！

地域で素敵な活動を行う一般社団法人えんがおさん
週1回オープンするたこ焼き屋（たこ焼きちーちゃん）の収益金より

ご寄付をお持ち下さりました！
（左から店主の小林さん、髙橋、門間さん、代表理事の濱野さん）

認定特定非営利活動法人うりずん

理事長　髙 橋 昭 彦

どんなときも、目の前のことに向き合い

丁寧に継続することが私たちの使命です

今年もよろしくお願い申し上げます

　令和３年１月

謹賀新年



うりずん通信

　とちぎコミュニティ基金様主催によ
る5回目の子どもの貧困撃退チャリティ
「サンタdeラン」。ランの代わりに17
チームに分かれ「クリーン大作戦」を実
施し、街中をきれいにしました。オリオン
スクエアのステージでは「e-スポーツ」
のトーナメントやダンスのステージで
盛り上がりました。
　寒い日でしたが、総勢300人近い参加者・ボランティア等がみなサンタで活動！
今年は新型コロナ感染予防の観点から消毒・マスクはもちろん、ソーシャルディス
タンスに気を付けながら実施することができました。ご支援いただきました皆様に、
紙面をお借りして御礼申し上げます。（佐藤英治）

12月20日（日）オリオンスクエアに貧困撃退サンタ集いました！

「サンタdeラン」パレード

◆12年のご支援への感謝とともに、
　見えてくる課題
　うりずんは宇都宮市に開設してから早いもので、12年が
経とうとしています。この間多くの皆様にお支えいただき、
2016年には新拠点での新しい事業にも着手することがで
きました。皆様のお支えに心より御礼申し上げます。
　しかし、医療的ケアのある方をはじめ、重い障がいをも
つ子どもさんは年々増加し、安心・安全・安楽をモットー
に活動しているうりずんの支援状況には限界が生じてきて
おります。

◆支援の輪を皆様とともにさらに広げたい！！
　そこで、「うりずん応援団」という名前をつけ、今までご
支援をいただいた皆様に加え、新たに企業の皆様にお声を
かけて、支援の輪を広げる取り組みをしたいと考えており
ます。
　「うりずん応援団」という名前には、今まで継続的なご支
援をいただいてきた多くの支援者の皆様の「応援」のお気持
ちに対しての感謝の思いを託しました。
　そして新たに企業の皆様にも協賛会員という形で加わっ
ていただき、支援の輪を広げていきたいと思います。

◆ 手厚い支援の上でより多くのご利用をいただき、
　安心した生活を確保するために…
　今までの個人の皆様の賛助会員・団体賛助会員・ご寄付はそ
のまま変わりなく、お願いをしていきたいと考えております。
　そして今回の新しい応援団の輪をひろげることで、理解者
を増やし、重い障がいがあっても地域で安心して暮らせる仕
組みを確実に根付かせたいと思います。今後とも、皆様のご
支援、ご協力をお願い申し上げます。
　　　　　　　（広報・ファンドレイジング担当　三谷知子）

12月20日（日）オリオンスクエアに貧困撃退サンタ集いました！

UriziUで参加

❷

「うりずん応援団」発進!!
皆様のご支援に感謝し「うりずん応援団」と命名し、

重い障がいをもつ子とその家族の笑顔を守り、応援します‼

「うりずん応援団」内容
＊個人賛助会員・団体賛助会員・
　一般寄付会員の皆様
　現行のご寄付のお願いの変更はありません。

　《新規募集として》

＊協賛企業会員（入会時より1年の会費）
　　1口500,000円 /年会費
　　1口200,000円 /年会費
　　1口100,000円 /年会費

●「地域で安心な生活」支えるしくみを「うりずん応援団」でつくりたい

地域の皆様

重い障がいの
ある子ども

ご家族

うりずん

うりずん応援団

栃木県内医療的ケア児　361名
18歳以下の子どもの1.2％。ますます増加。

主な介護者はママ
そのうち６割が日々、まとまった睡眠が

とれないギリギリの生活

栃木県内初の医療的ケア児の日中預かり施設
安心・安全・安楽（楽しい）をモットーに
本人・家族の地域での生活を支援

「うりずん応援団」
賛助（個人・団体）会員・寄付者の皆様

新規：協賛企業会員の皆様
支援の輪を広げ

地域の福祉を支えるために活動

　パパ・ママ応援団として大人気の「歌う海賊団
ッ‼」の皆様。キャプテンうっちゃる船長さんが日
本の子育てを笑顔に！ということで、「うりずん応
援団」初代名誉団長をお引き受けくださいました。
パパ・ママ・子どもたちをはじめ多くの皆様に元
気と笑顔をとどけてくださいます。

歌う海賊団ッ‼キャプテンうっちゃる船長さん
「うりずん応援団」
初代名誉団長就任決定!!
パパ・ママ応援団として大人気の「歌う海賊団

歌う海賊団ッ‼キャプテンうっちゃる船長さん歌う海賊団ッ‼キャプテンうっちゃる船長さん



で綱引き大会を何回もや
りました。楽しいことは

何回でもやるのがうりずん流。
初めて触る綱の感触に思わず顔
がほころんだり、引っ張られる
と表情もきりっと引き締まった
り。大歓声が響き渡りました。
　待ちに待ったおいも堀り。う
んとこしょ！どっこいしょ！畑
に響くにぎやかな声。土のにお
いをかぎながらツルを引っ張
り、「とったどー！」。そして、焼きいも大会。ホイルで巻いたおいもをお庭で焼きました。
湯気が立つおいもはふんわりといい香り。もちろん味も格別でした。

ロウィンも、今年は人と人との距離を保ちな
がらお庭で楽しみました。思い思いに

仮装したご利用者様やスタッフが、「ト
リック オア トリート」。手提げいっぱい
お菓子をもらって、…いたずらする子は
一人もいませんでした。

活の在り様が変わっていく中でも、季節の行事は工夫を重ねて楽しみたい！
そんな願いが、みんなを笑顔にしてくれます。

のうりずんも楽しいことがたくさんの毎日でした。涼しい風が
気持ちいい日は、お散歩日和。行き先は近くのりんご園。どれを

取ろうかな、赤く実ったりんごをぎゅっとつかんで引っ張って。りん
ごって赤くて丸くて重くてひんやりして。手に取った時の一人ひとり
の表情にスタッフもにっこり。

❸

お菓子をくれなきゃいたずらするぞー

手もお芋も泥んこ‼

綱引き…うんコラショ！

りんご美味しそう！

　　
名前：高野拓燈さん（ひろくん）
年齢：５歳

好 きなこと：抱っこ、トンネルや高架下をくぐる
こと、遮断機が上がるところ、エレベーター、
シーツブランコ

嫌 いなこと：ひとりにされること、サイレンの音
う りずんてどんなところ？：うりずんの話をす

るだけで、ニコニコ笑顔になって、声を出すほ
ど、楽しくて大好きなところ

メ ッセージ：ひろくんの笑顔が幸せを運んでき
ます。うりずんでの経験全てが、ひろくんの
人生を豊かにしてくれています。これからも、
何でも経験させてください。

うりずんの仲間たち

名前：壮磨さん（そうちゃん）
年齢：３歳
好 きなこと：お出掛け・お散歩・トミカ、

プラレールで遊ぶ
嫌 いなこと：お留守番
う りずんてどんなところ？：明るく優しい

スタッフの方々やお友達と触れあいなが
ら、様々な経験ができる楽しいところ。

メ ッセージ：いつもありがとうございます。
これからも、よろしくお願いします。

　うりずん大好き！

ご家族に伺いました♪

第 36 号

介護士　金子洋子

うりずん日記うりずん日記
秋

庭

ハ

生

りんご美味しそう！

仮装したご利用者様やスタッフが、「ト

一人一人が心に宿した　消えることない温もりで
ここに生まれた　やさしい世界

みんなに伝えたい　お互い支え合うことで
どんなことでも　できるって

となりの誰かと手を取り合えば
どんな場所でも行けるはず

色んなところに散らばった　当たり前を拾い集めて
それを全てつなぎ合わせて　とても綺麗な奇跡を紡ごう
その奇跡が　互いを照らす光になって

明日へ向かう力になると

カサナルエール
 KOMEY
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＜＜＜ 各事業稼働状況 ＞＞＞

●2020年10月～12月のご利用状況　　（人）
10月
158

11月
124

12月
124

合 計
406

＊ いずれも延べご利用人数です

●2020年10月～12月のご来所状況　  （人）

見　学　者
ボランティア
計

10月
61
0
61

11月
64
0
64

12月
44
7
51

合 計
169
7
176

●現在の登録状況……… 58名（12月31日現在）

日中一時支援事業

●現在の登録状況……… 24名（12月31日現在）
居宅介護事業

●現在の登録状況……… 18名（12月31日現在）
移動支援事業

●現在の登録状況……… 16名（12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（12月31日現在）

児童発達支援・放課後等デイサービス事業
●2020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
98
67

11月
78
62

12月
78
57

合 計
254
186

＊ 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
●2020年10月～12月のご利用状況　　（人）
10月
7

11月
12

12月
14

合 計
33

＊ 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

　前号（35号）にてご紹介させて
いただいた「たかはら子ども未来
基金助成金」を活用し2020年9
月末から12月までの期間、白鷗
大学4年生の君島玲奈さんと、宇
都宮大学2年生の大木陽菜乃さ
んに、インターン生としてうりずん
で活動をしていただきました。
　2020年は、コロナ禍の中、行
事等はほとんど開催ができなくな
ってしまいました。そこでインター
ン生のお２人は「Webを使っての行事」をテーマとして、イベントの企画・運営
に取り組みました。インターンの期間中に、Zoomを使って5回のイベントを
企画、内容も取り組み方も様々な充実したイベントとなりました。
　うりずんとしても、インターン生を受け入れることは初めての取り組みでした
が、若い学生さんから学ぶことの多い活動となりました。（佐藤英治）

インターンイベント !

手作りペープサートをする大木さん（左）
君島さん（右）

　一歩店舗に入る
と、広々とした販
売スペースに、沢
山の種類のパンが
並んでいます。
　その中から、私
は「mokumogu」
という食パンを購入。雲のようにふわっととした食

感、程よい甘みが口の中に広がり、あっという間に１枚食べきってしまいました。
店長の藤崎さんによると、栃木産の小麦粉は品質が良く、その中でも数種類をブ
レンドすることで、ふわふわな美味しいパンに変身するそうです。
　パン・アキモトと言えば、PANCAN が有名ですが、他にも有名なコロッケパン
やカロリー管理がしやすいパン等、栃木の「美味しい」と「優しい」を詰め込んだ

パンが沢山あります。会社の志に集ったス
タッフさんが、そんなパンをいろんな方に
食べてほしいと、広々と過ごせるお店で皆
さんをお待ちしています。外出が厳しい時
期ですが、落ち着いたらぜひ、ふわふわの
パンを味わってみてください♪（木賀加代）

パン・アキモト
石窯パン工房

 きらむぎ

■パン・アキモト　石窯パン工房　きらむぎ
　〒329-3147　栃木県那須塩原市東小屋字砂場368　TEL&FAX：0287-74-2900
　【営業時間】8:00～ 18:30　火曜定休

　　　　　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

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！

特に若いエネルギー
募集中です！

オンライン企画でリズムあそび

11/ 9（月）　楽器作り

12/ 5（土）　リズム遊び

12/13（日）　白鷗大学筝曲部演奏会

12/19（土）　 うりずんスタッフコンサ

ート（阿部）

12/24（木）　クリスマス音楽会

　　　　　　（P6参照）

インターン生企画イベント

　前号（35号）にてご紹介させて

若い力
!



青森県 宇都宮市　金山　昭夫 宇都宮市　田中　宣行 宇都宮市　レイス治療院 那須塩原市　日下部　慎 群馬県 渋谷区　　市川　　洌 新潟県
青森市　　大瀧　　潮 　　　　　上條　充子 　　　　　千葉健太郎 鹿沼市　　柴田　賢一 　　　　　児玉　幸弘 高崎市　　鈴木　　隆 新宿区　　佐藤　好美 南魚沼市　内納　静子

岩手県 　　　　　瓦井　健一 　　　　　塚田　浩史 　　　　　野中　宏美 　　　　　髙根澤　孝 　　　　　竹本　　勉 世田谷区　雨宮由紀枝 滋賀県
奥州市　　椎名　くに 　　河宇女性農業士会 　　　　　床井　忠夫 日光市　　大野　敦史 真岡市　　菊池　浩史 埼玉県 大田区　　荒木　光子 米原市　　小椋　一司

宮城県 　㈱キープキャリエール 　　　　　西村　敏之 　　　　　大橋　康宏 　　　　　中三川拓也 さいたま市　渡邊　　誠 板橋区　　櫻井　敏子 大津市　　渕元　浩二
石巻市　　木村　幸美 　　　　　岸本　文嘉 　㈱日本栄養給食協会 　　　　　大嶋　洋子 下野市　　石川由紀子 入間市　　山口　礼子 練馬区　　遠藤　頼子 　　　　　藤田　義嗣
仙台市　　齋藤　　充 　　　　　木村　典子 　　　　　野呂　和子 　　　　　加藤　浩治 　　　　　奥山　啓子 久喜市　　熊懐　真吾 　　　　　鈴崎　卓哉 大阪府

栃木県 　　　　　日下　幸雄 　　　　　橋本　紀子 　　　　　川味　ヱセ 　　　　　小島　好子 本庄市　　坂本喜久枝 練馬区　　櫻林郁之介 池田市　　髙橋　昭夫
宇都宮市　相田　朝美 　　　　　倉井　秀夫 　㈱共栄　林　　紀尚 　　　　木村内科医院 　　　　　中村　　旬 川口市　　高橋　　潤 小金井市　竹宮　健司 兵庫県
　　　　　赤羽　隆子 　　　　　小須田るみ 　㈱パワーホットメディカル 　　　　　泉福寺 　　　　　渡辺　智洋 白岡市　　福田　英二 神奈川県 神戸市　　泉　　和秀
　　　　　市瀬　俊子 　　　　　小荷田忠幸 　　　　　半田　　孝 　　　　　大門　泰子 　WADEWADE 訪問看護

　ステーション下野
千葉県 横浜市　　志保田俊男 西宮市　㈱ツバキ薬粧

　　　　　稲生麻希子 　　　　　駒場　哲子 　　　　　半田としこ 　　　　　田中　裕子 印西市　　ブレス㈱ 　　　　　永田　幸雄 三重県
　　　　　井上　智貴 　　　　　櫻井　克樹 　　　　　日野　公子 　　　　　長嶋須美子 小山市　　荒井　康之 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
藤沢市　　平元　詢二 桑名市　　平田　敦子

宇都宮ホーリネス・キリスト教会 　　　　　佐藤　秀男 　　　　　平石　紀子 　　　　　星　ゆき子 　　　　　大山　千加 横須賀市　㈲ヒロ薬局 伊勢市　　辻村　恭江
　　　　　江川　　昭 　　　　　三條　安子 　　　　　福本知恵子 　　　　　矢野　一雄 栃木市　　岩崎　好宏 松戸市　　橋本めぐみ 川崎市　　小竿　順子 広島県
　　　　　大谷　孝吉 　　　　　篠原　愛子 　　　　　藤田　康夫 　　　　　山口健太郎 　　　　　川嶋　陽子 四街道市　久米　倫男 相模原市　吉田　文恵 広島市　　西田　裕之
　　　　　大橋　照美 　　　　　下谷　正幸 　　　　　藤本　康夫 　　　　　結城　誠治 足利市　　鈴木　理恵 市川市　　金屋　友子 静岡県 福岡県
　　　おしゃべりすずめ 　　　㈲正栄社印刷所 　　　　　古橋　芳子 さくら市　加藤　朋子 益子町　　原　　　薫 東京都 静岡市　　杉本　智美 福岡市　　さかいようこ
　　　　　岡部　昇子 　　　　　助川　　勉 　　　　　益子　誠一 　　　　　寺脇　立子 野木町　　川俣　昭彦 台東区　　小原　道子 伊豆の国市　木内　由美 宮崎県
　　　　　粕谷　明弘 　デザインスタジオア

　クセス　関根　直久
　　　　　麦倉　敬亮 大田原市 茨城県 　　　　　後藤　由紀 石川県 宮崎市　　日髙　良雄

　学）聖公会北関東学園
　愛隣幼稚園

　㈲マスヤマメディカ
　ル　増山文男

　たこ焼き酒場ちーちゃん つくば市　手塚　文栄 江東区　　堀田　聰子 金沢市　　上瀧　　大 沖縄県
　　　　　大門　　亘 　　　　　渡邊　　学 筑西市　　池田　尚広 港区　　　安東奈緒美 小松市　　中井奈穂子 南風原町　吉岡　大晶

　　　　　金子　英紀 　　　　　大門　雅樹 　　　　　横松　　晃 那須塩原市　薄井　益美 　　　　　酒井三貴子

宮城県 宇都宮市　佐藤　幸子 宇都宮市　田中　宣行 日光市　　小貫美砂恵 　　　　　安田りえ子 我孫子市　杉田　　伸 神奈川県 奈良県
仙台市　　齋藤　　充 　　　　　柴田　敦子 　　　　　田中　秀子 　　　　　片岡　真理 小山市　　荒井　康之 　　　　　杉田　智子 相模原市　吉田　文恵 桜井市　　上山　三幸

栃木県 　　　　　柴田　和代 　　　　　西岡　　隆 　　　　　川味　ヱセ 栃木市　　岩崎　好宏 群馬県 静岡県 三重県
宇都宮市　相田　朝美   　　　　　下谷利江子 　　　　　西村　敏之 　　　　　長嶋須美子 　　　　　大友　崇義 前橋市　　鈴木　美雪 静岡市　　杉本　智美 伊勢市　　辻村　恭江
　　　　　相羽　仁司 　　　　　篠崎　幸治 　　　　　日野　公子 さくら市　野津手貴子 佐野市　　島田　泰利 東京都 伊豆の国市　木内　由美 福岡県
　　　　　大橋　照美 　　　　　篠崎　文子 　　　　　平石　紀子 那須塩原市　児玉　幸弘 高根沢町　菅野　安子 荒川区　　中川　　真 石川県 福岡市　　中川　信介
　　　　　金山　昭夫 　　　　　下谷　正幸 　　　　　簗瀬　静江 下野市　　奥山　啓子 千葉県 板橋区　　山岸志恵子 小松市　　中井奈穂子 宮崎県
　　　　　金子　英紀 　　　　　須藤　勝則 　　　　　横松　　晃 　　　　　河野　由美 市川市　　東郷　晴代 練馬区　　中原　　陽 兵庫県 宮崎市　　市原　美穂
　　　　　佐藤　秀男 　　　　　大門　雅樹 鹿沼市　　新川キミ子 　　　　　田村　　隆 四街道市　久米　倫男 小金井市　竹宮　健司 神戸市　　泉　　和秀
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ご寄付　2,832,980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　10団体

NPO法人うりずん寄付者名簿（敬称略） 令和 2 年10 月1日～ 12 月31日（到着分）

■個人賛助会員　58名入会・更新（匿名4名）

宮城県 宇都宮市　税理士法人　TOC 英和 下野市　　おかべこどもクリニック 山梨県
大崎市　　医）心の郷　穂波の郷クリニック　 　　　　　手塚耳鼻咽喉科 茨城県 中巨摩郡　医）社団健輝会　げんきキッズクリニック

栃木県 　　　　　栃木保健医療生活協同組合 筑西市　　宮田医院 滋賀県
宇都宮市　宇都宮市生活改善クラブ協議会アグリランドシティショップ 　　　　　㈱共栄 長浜市　　医）布施クリニック

■一般寄付者　延べ178名（うち匿名36名）

おもちゃ美術館様より
おもちゃ4箱

　芸術と遊び創造協会・東京おもちゃ美
術館様より難病児のためのおもちゃセット
「あそびのむし」をご寄贈いただきました。
（日本財団助成金による「おもちゃセット
配布事業」）オリジナルの4つの木の箱に
47個の様々な内容のおもちゃが入ってい
て、それぞれの興味関心で遊べるように
配慮されています。子どもたちは、早速、
好きなおもちゃで夢中になって遊んでいま
す。本当にありがとうございました。

　11月18日、うりずんのお向かいにある栃木県立富屋特別支援学校
の皆様が、昨年に引き続き、カラフルに装飾したプランターにきれいなパ
ンジーを植えて、お持ちくださいました。うりずんのこどもたちが大切に
水やりをして育てています。
　ありがとうございました。

【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。

◆「あそびのむし」ご寄贈いただきました

◆富屋特別支援学校の生徒さんより、
　パンジーのプランターご寄贈

❺

うりずん応援団に、ぜひご参加ください

冨屋特別支援学校のみなさまパンジーのご寄贈

　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）
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株式会社 キープキャリエール
 〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町351-7 ラポール館B棟
 TEL：028（647） 3322　FAX：028（647）3344
 URL：https://keep.ne.jp/　
社　　是：『夢と誇り』
企業理念：『明日への期待を確かな希望に変える』

　株式会社キープキャリエールは「人々の暮らしの応援」を
事業ドメインとして、保育園、学習塾などの教育サービス、
総合住宅展示場の運営、人材サービスの４つの事業を展開
しています。
　乳幼児期の育児支援、児童・生徒への教育支援、住まい
選びの支援、転職支援、まさに人生のライフイベントを応
援する会社です。弊社はお客様の明日に託した「期待」を
確固たる「希望」へと昇華させる、それこそが私たちの社会
貢献なのです。

　２ページでご紹介いたしました「うりずん応援団」の中で、新たな枠組みである「協賛企業会員」となった企業・団体のお名前や活動内容・ロゴ等を
ご紹介し、さらにうりずんへの応援メッセージを代表者の方からいただき、掲載したいと思います。

▲金子さんの優しい歌声♪

おしゃべりすずめさん…始まるよ♪

▲

「うりずん応援団」　協賛企業団体のご紹介

編
集
後
記

編
集
後
記

　今年のうりずんクリスマス会は残念ながら中止となり、うりずん内で１週間毎日クリ
スマス!? 内容は日替わりメニュー!? サンタさんも日替わりでした。
　「よみきかせボランティアおしゃべりすずめ」さんが半分に分かれ、２日間にわたりご
来所、新作の素晴らしいマジックやほっこりするよみきかせ等、ご利用者の皆さんや
スタッフをたくさん楽しませてくださいました。

　インターンのお二人も大活躍‼うりずんスタッ
フのように溶け込んでいました。今年結成した
UriziU：ウリジュー（byうりずんスタッフ）もチ
ームワークばっちりのダンスを披露しました。
　最終日は音楽療法士・金子悦子さん +うりずん
三谷による「がっきいっぱい音楽会」。心を揺さぶる
音楽の世界で魅了されました。
　毎日がうりずんならではの笑いと感動にあふれた
2020うりずんクリスマスウィークとなりました。皆さ
んありがとうございました。
　クリスマスプレゼントへのご支援も多くの方からい
ただきました。ご支援はクリスマスウィーク期間中にご
利用者の皆さんへプレゼントとしてお届けすることが
できました。心より御礼申しあげます。（渡辺みゆき）

・関根　直久
・金屋　友子
・岡部　昇子
・益子　誠一
・大橋　康宏
・荒木　光子
・山岸志恵子
・御子貝荒江
・竹迫　弥生
・酒井三貴子
・中三川拓也
・日野　公子
・寺脇　立子
・ レイス治療
院宇都宮
・岸本　文嘉
・柴田　賢一
・西田　裕之
・千葉健太郎
・菅野　久美
・結城　誠治

・髙橋　太郎
・ キープキャ
リエール
・篠崎とし子
・瓦井　健一
・篠原はるみ
・平田　敦子
・雨宮由紀枝
・大門　雅樹
・志保田俊男
・中嶋　弓子
・篠原　愛子
・奥山　啓子
・加藤　浩治
・ 河宇女性農業士
竹原由美子 /
御子貝荒江
・五月女夏巳
・上瀧　　大
・ おしゃべりす
ずめ（日下幸

雄・大井綾子・
豊田眞美・平
石美恵子・小
林三恵子・吉
田文江・古田
土則子・赤羽
加代子）
・下島　恵子
・堀江　將太
・山中　　悠
・竹下　裕子
・三條　安子
・井上　智貴
・今泉保育園
・ たこ焼き酒場
ちーちゃん
・上澤　美樹
・塩見　太朗
・石川由紀子
・ 栃木県県北
児童相談所

クリスマスご寄付・ご寄贈者の皆様
( 順不同・敬称略）

　大田原市「一般社団法人 えんがお」さんの中にある「たこ焼き酒場ちーちゃ
ん」様がクリスマスキャンペーンを実施し、その売り上げの一部をうりずんへ
ご寄付ということで12月13日（日）にご来所くださいました。子どもたちへの
クリスマスプレゼントに大切に使わせていただきました。（表紙写真）

「たこ焼き酒場ちーちゃん」様売り上げの５％　16,372円クリスマスご寄付

うりずん、毎日クリスマスの1週間⁉

サンタさんと集合写真

うりずん
サンタチーム⁉

おしゃべりすずめさんのカレー？

▲サンタさん
どこから来たの？

次は何？

あたたかなご支援に心より御礼申し上げます

（　　　　　　　　）　株式会社キープキャリエール代表取締役
　原澤直人様より「うりずん」への応援メッセージ
　暖かく陽だまりのような場所。それが「うりず
ん」です。
　障がい者も健常者もそしてその家族も差別や
偏見なく、普通の暮らしを営むことが出来る社会。想像するだ
けでもワクワクします。「うりずん」がますます発展して優しい
世の中が広がっていくこと応援しています。




