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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。

❶

第34号
2020.7.30発行

テーマ：新しい生活様式の中でできること

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

配慮しながら自然に親しむ

　緊急事態宣言が解除されたあとの6月10日、奥日光を
訪れた。戦場ヶ原を周回する低公害バスはまだ運休中で、
人出も少なかった。湯ノ湖に車を止めて、湖畔の遊歩道か
ら湯ノ湖を眺めながら、小田代ヶ原まで歩いて往復した。
途中、昨年の19号台風の影響で不通になっている区間が
あり、う回路を通った。小田代ヶ原の湿原の中に、お目当
ての木があった。
「貴婦人」と呼ばれ
ている白樺である。
貴婦人は変わらず
元気だった。
　この戦場ヶ原一
帯は保護されてい
る。人は定められた
木道などのルート
を徒歩で行く。サル
やシカに出会うこと
もある。幸い熊には
まだ会っていない
が、通りすがりの人
から子熊を見たといわれ、親熊が出ないように歌を歌いな
がらしばらく歩いたことがある。以来、奥日光では熊鈴を
持ち歩いている。自然をなめてはいけない。
　奥日光では、人が出入りするところを制限し、動植物に
配慮しながら自然に親しむやり方が取られている。そうす

ることで、私たちも自然の一部
であり、自然を破壊することは、
自分に返ってくることを知るこ
とになる。地球温暖化は確実に
進んでいる。自然に対して謙虚
でありたいと思う。

コロナのいる社会を生きる

　多くの研究成果から、新型コ
ロナウイルスに感染した場合、
発症する２－３日前から発症日にかけてが感染力のピーク
で、他の人にうつしやすい期間とわかってきた。つまり発症
する前は、自分を含めて、誰がかかっているかわからないと
いうことである。自分がかかったら、隠さずに相談し、検査
を受け、結果が出るまで大人しくする。誰かがかかっても、
その人が悪いわけではないので、非難や差別はしない。悪
いのはウイルスである。かかったとしても、拡大しないこと
が大切である。
　コロナウイルスのいる社会で生きていくためには、予防
と経済活動という課題を両立していく必要がある。予防と
は、手洗いやマスクに加えて、換気の悪い空間や、多数が
集まる場所、間近で会話や声を出す場面を避けること（三
密）。コロナウイルスは人が運んでくるので、三密を避けれ
ばリスクは減らせる。しかし、社会を回すため、皆が食べて
いくためには、普通に買い物をして、浪費ではなく適切な
消費をすることも大切である。また、一人一人は、睡眠、休養、
そして体を動かして体力と免疫力を維持する。笑うこと、楽
しく過ごすことで免疫力が増す。
　そしてもう一つ大切なことは、関係性である。物理的な
距離は少し離れていても、つながっている感覚を持つこと。
人は全くの一人では生きていけない。電話、メール、ライン、
手紙など、いろんな手段でつながっている感覚を呼び起こ
そう。大切な人とつながっていれば、人は前を向いて歩い
て行ける。
　もう後戻りはできない。マイバッグを持ち、ゴミの分別を
し、孤立しがちな人たちを排除することなく、一緒にやって
いく視点を持ち、次の世代である子どもたちに何を残すの
か考えながら行動したいと思う。
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この夏は、水分補給と日陰を
探すことに加えて休んだり
密集を避けたりする工夫も必要です
お体大切になさってください
　令和２年７月

暑中お見舞い申し上げます

認定特定非営利活動法人うりずん

理事長　髙 橋 昭 彦

この夏は、水分補給と日陰を
探すことに加えて休んだり
密集を避けたりする工夫も必要です
お体大切になさってください
　令和２年７月

新しい生活様式の中でできること
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まずは御社について教えていただけますか？

給食において健康に重きを置いた事業として、病院・施
設などで１日３食を提供し、その給食を支える周辺事業、

食材・農業・食品加工と事業を展開しています。トータルとして、
給食をより良く、強くするために事業を行っております。

うりずんとの出会い、きっかけは？

病院、施設等の給食に関する食の提供を行う中で、それ
以外のところで何か社会のお手伝いをできないかと考え

ていました。自社の感謝祭の折、寄付を募り、その寄付先とし
てひばりクリニックの髙橋先生をご紹介いただきました。まだ
旧のうりずんさんの時でしたが、見学の際、髙橋先生に在宅生
活を支える想い、理念などのお話の後、「なぜ重度の障がいの
方のデイサービスが必要ですか？」とうかがうと「子どもさん
の世話をしているお母様をお子様の介護から解放することが必
要です。安心して預けることで、ご本人も世界が広がるし、ご
きょうだいも含めてご家族皆が安心して暮らすために必要な場
所なんです」ということでした。

㈱日本栄養給食協会
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地域に支えられてⅣ

　今回は株式会社日本栄養給食協会様のご紹介です。うりずんのイベントでは美味しいお料理
を提供してくださり、また社員の皆様から長年ご支援を頂いております。日本栄養給食協会様
の本社にて代表の橋本正行様にお話を伺いました。

代表　橋本 正行様

日本栄養給食協会　本社

■株式会社日本栄養給食協会
　所 在 地：宇都宮市下岡本4105番地
　経営理念：�「「食」を通じて健康に寄与し、

文化を創造する」

日本栄養給食協会の食循環システム

　安心な居場所とイベントなどを
通じて楽しみを持ちながら、健全
に暮らすことがご本人、ご家族に
とって大切であることを知り、以
来10年、イベントのお食事の提供
やその他のお付き合いをさせてい
ただいております。
　その後、自社も NPO 法人を立
ち上げ、障がいのある方が安心し
て働ける就労支援施設を作ったの
ですが、うりずんさんの想いも受
け継いでいるのではと思います。

今、「新しい生活様式」という状況の中で、感じていらっ
しゃることを教えていただけますか？
多くの NPO 法人さんがいろいろ熱心な取り組みをされ
ていますが、なかなか伝わらないことも多いです。こん

な時だからこそ、「発信力」を高め、より多くの方々に現在の
困難な状況を発信し、その都度、変化する課題をご理解いただ
き、支援者を増やしていくことが必要ではないでしょうか。

　また自社としては食の専門家として感染症予防のひとつであ
る健康管理、特に免疫力を高めるメニューの開発等について専
門の栄養士を配置し、進めていきます。
　人は自分のためだけに生きているわけではないという思いを
持ち、私たちは今後も食を通して社会のお役にたてればと思っ
ています。

　本日はお忙しい中、ありがとうございました。
（事務局：三谷知子）

とうもろこし畑

グループ会社
㈱社育くんファームのネギ畑

焼き立てパンの香りがただよう
ベーカリー「パン�デ�パルク」
（宇都宮市中今泉3-8-1）
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●2020年4月～6月のご利用状況　　（人）
4月
141

5月
87

6月
142

合 計
370

＊ いずれも延べご利用人数です

●2020年4月～6月のご来所状況　  （人）

見　学　者
ボランティア
計

4月
3
0
3

5月
2
0
2

6月
16
0
16

合 計
21
0
21

●現在の登録状況……… 55名（6月30日現在）

日中一時支援事業

●現在の登録状況……… 22名（6月30日現在）
居宅介護事業

●現在の登録状況……… 17名（6月30日現在）
移動支援事業

●現在の登録状況……… 14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 ……………………… 12名
＊ 放課後等デイサービス …………… 19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
●2020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
56
58

5月
51
57

6月
93
63

合 計
200
178

＊ いずれも延べご利用人数です

●現在の登録状況　1名（6月30日現在）

居宅訪問型保育事業
●2020年4月～6月のご利用状況　　（人）
4月
11

5月
11

6月
17

合 計
39

＊ 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

の春のうりずんは、いつもとはちょっと

違う雰囲気の中で新年度を迎えました。

　学校がおやすみになったわらゆん（放課後

等デイサービス）のお兄さん、お姉さん達は、

いつものお部屋からゆいまーるへお引っ越し。

広い空間で朝から夕方までのんびりと過ごし

ました。

　はりゆん（児童発達支援）の朝の会では、

これまでお名前を呼ばれると「ハグ」でのご

挨拶をしていましたが、今では「ハイ！」と

手を挙げてのお返事ができるようになりまし

た。「手洗いの順番」を意識しながらの、丁寧

なこまめな手洗いも、使ったおもちゃを拭い

てからの「お片付け」も、みんなで楽しみな

がらやっています。

保育士　田中 恭子

こ

お

ご

うりずん日記うりずん日記

「おえかきだいすき」

近
く
の
竹
林
に
お
出
か
け

外遊びはのびのびと

室内ではお弁当も離れて食べます

　　

名前：大山航太郎さん（こうちゃん）
学年・年齢：年長、５歳
好 きなこと：数字・ドライブ・テレビ
嫌 いなこと：ベタベタやザラザラする

ものを触る・踏むこと
う りずんてどんなところ？： お友だち

やスタッフさんと楽しく過ごせる場
所、色々な経験ができる場所

メ ッセージ： 知らない場所が苦手な航
太郎ですが、うりずんさんには本当に
すぐに慣れて楽しそうに過ごしている
姿に驚きました。スタッフさんやお友
だちと共に楽しく成長していってくれたら嬉しいです。これからも
よろしくお願いします。

うりずんの仲間たち

名前：増渕伊織さん（いおちゃん）
学年・年齢：２歳６か月
好 きなこと：お昼寝・ドライブ・音楽を聴いたり踊ったり、お話を聞くこと

嫌 いなこと：冷たいものをあてられること、
聴診器、ひとりぼっちにさせられること

う りずんてどんなところ？：お兄さん、お姉
さんが沢山いて、一緒に遊んでもらったり、
支えてもらったりする楽しい場所。

メ ッセージ： 寝てることが多いですが、う
りずんから帰ってくると楽しそうな顔をし
て、帰ってくるので、とても感謝していま
す！！ これからも伊織のことをよろしくお
願いいたします♪

ご家族に伺いました♪

弁当をワイワイと一緒に食べることや、

大好きなボールプールやクッキングは

できなくなりましたが、気持ちのいい芝生の

お庭で、追いかけっこや水遊びをして遊んだ

り、お出かけをして春ならではの景色を楽し

んだり、好きなことを一生懸命に頑張ったり

…元気いっぱいに遊んでいます。

利用者様が「安心・安全・安楽」に過

ごしていただくために、「新しい生活様

式」の中で出来ることは…？考え、工夫しな

がら、楽しみながら過ごしています。



うりずん通信

❹

　「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

※今回より、KOMAY 改め、KOMEY 表記にすることにしました。

　全国の働きたい！　という様々な

方々が力を合わせてチョコレートを作

り、彼らがショコラティエとして、社会の中で輝き続け、チョコレートを手

に取る人々にロマンを与え、豊

かで明るい未来づくりを目指し

ている久遠チョコレート。

（HP：http://quon-choco.com
より）

久遠チョコレート

チョコレートで魔法をかける

　昨今のコロナ渦で、全国好きな店舗からの “お取り寄せ ”が出来るようにな

りました。私もさっそくお取り寄せをして QUON チョコレート初体験。さま

ざまな味のテリーヌは、見た目もおしゃれで、どれも美味です。店舗によっ

てギフトボックスの内容はさまざまなので、各店舗のページを見て、気にな

るひとつを探してみてください♪　　　　　　　　　　　　　（今泉あゆ美）

閉じてしまった世界の中でも
やれることはきっとある
傷つき傷つけあうことよりも
やるべきことは他にある

それは、誰かを思いやること
きっとそれが
明日が見えない闇の中でも
見失ってはいけない心
思いやりを持った行動がいつか
身近な人や見知らぬ誰かを
守るチカラに変わっていく

思いやりは剣に

見えない愛で広がる距離感
それは、あなたの家族を守る
今必要な優しさの剣

KOMEY

◆令和元年度決算報告
　おかげさまで、令和元年度も黒字を確保することができました。厚く御礼申し上
げます。（詳細は別表をご覧ください）
　寄付金等を除いた「事業収入」（行政からの介護事業給付金）だけでは赤字ですが、
これは、利用者を安全にお預かりするため「1 対 1」の手厚い人員配置を行ってい
るうりずんの支援活動に対し、既存の制度だけでは不十分という構造的な状況によ
るものです。
　一方、うりずんでは緊急・必要な支援は、制度がなくも無償か実費のみでお引き
受けしていますが、これらの経費も賛助会費と寄付金によって支えられています。
　一人でも多くの子どもと家族に笑顔を届けられるよう、引き続き、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。　　　　（事務局長 / 我妻英司）

※ 昨年度は、延べ 861 名の皆様から 10,074,891 円のご支援をいただきました。
　 心より感謝申し上げます。

みなさまのご支援がうりずんを支えています！
うりずん令和元年度決算報告

�経常収入 （収入総額） （事業費のみ）

　事業収入 90,234,048 90,234,048

　寄付金・賛助会費 10,074,891

　助成金等 3,280,449 3,280,449

合　　計 103,589,388 93,514,497

�経常支出

　事業費 95,230,269 95,230,269

　（うち人件費） 72,295,663 72,295,663

　管理費 6,754,920 6,754,920

合　　計 101,985,189 101,985,189

収支差額 1,604,199 -8,470,692

（寄付がないと赤字に……）

お取り寄せ
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岩手県 宇都宮市　 宇都宮市　髙柳愼八郎 宇都宮市　村田　裕子 さくら市　加藤　朋子 栃木市　　岡泉ゆみ子 東京都 川崎市　　吉岡　　毅
盛岡市　　菅野　寿枝 （公）栃木県看護協会 　　　　　塚本　明子 　　　　　柳田　敦子 　　　　　君嶋　福芳 　　　　　栗山　　宏 港区 公財）社会貢献支援財団 相模原市　吉田　文恵

宮城県 　　　　　小林　英二 　　　　　徳山　　篤 　　　　　柳田　　巌 　　　　　寺脇　立子 足利市　　鈴木　理恵 　　　　　酒井三貴子 藤沢市　　平元　詢二
大崎市　　大石　春美 　　　　　小林満里子 　　　　　床井　忠夫 　　　　　矢野　浩美 　　　　　西﨑　將晴 高根沢町　飯山　啓子 新宿区　　秋山　正子 横須賀市　㈲ヒロ薬局
　　　　　三浦　正悦 　　　　　駒場　哲子 　　　　　直井　　茂 　　　　　山田有希子 矢板市　　藤本　　早 　　　　　佐藤　正行 　　　　　佐藤　好美 　　　　　荒井　泰夫

栃木県 　　　　　近藤　貴子 　　　　　波木　幸子 　　　　　湯澤　利浩 大田原市　渡邊　　学 塩谷町　　小野崎千鶴子 台東区　　小原　道子 長野県
宇都宮市　相羽　仁司 　　　　　斎藤　公則 　　　　　野呂　和子 　　　　　渡辺恵美子 那須塩原市　日下部　慎 那須町　　竹原　典子 大田区　　荒木　光子 小布施町　石井栄三郎
　　　　　赤羽　大樹 　　　　　佐久間孝子 　　　　　箱石　充子 　　　　　渡邊　孝夫 　　　　　児玉　幸弘 壬生町　　米内　美代 中野区　　塩田美津子 静岡県
　　　　　秋元　幹夫 　　　　　櫻井　克樹 　　　　　橋本　紀子 鹿沼市　　秋山　和子 　　　　　関口　清美 野木町　　田村　恵子 板橋区　　櫻井　敏子 浜松市　　尾田優美子
（医）福田こどもクリニック 　　　　　三條　安子 　　　　　橋本　道子 日光市　　大嶋　洋子 　　　　　髙橋　智美 茨城県 品川区　　辰野ナミエ 大阪府
　　　　　生野　裕子 　　　　　清水　康子 　　　　　塙　　隆之 　　　　　大橋　康宏 　　　　　髙橋　太郎 水戸市　　秋根　　大 文京区　　尾﨑　　雄 池田市　　髙橋　昭夫
　　　　　石井　信行 　　　　　清水　武彦 　　　　　羽石　洋子 　　　　　加藤　浩治 　　　　　髙根澤　孝 つくば市　手塚　文栄 練馬区　　遠藤　頼子 滋賀県
　　　　　市瀬　俊子 　　　　　下泉　秀夫 ㈱パワーホットメディカル 　　　　木村内科医院 那須烏山市　加瀬　元彦 石岡市　　谷島　直子 　　　　　大塚　孝司 米原市　　小椋　一司
　　　　　市原　征洋 　　　　　白石　洋子 　　　　　半田江津子 佐藤　勇介 　　　　　檜山　光治 群馬県 　　　　　櫻林郁之介 大津市　　藤田　義嗣
　　　　　植木　　茂 　　　　　助川　　勉 　　　　　半田　　孝 　　　　　鈴木　法子 真岡市　　菊池　浩史 太田市　　時澤　桂子 　　　　　中原　　陽 兵庫県
　　　　　臼井　佳子 　　　　　須田　啓一 　　　　　日野　公子 　　　　　泉福寺 　　　　　趙　　達来 埼玉県 調布市　　大川　周二 神戸市 こどもコミュニティケア
　　　　　江川　　昭 成常建設㈱代表取締役

社長　　　山中　和弥
　　　　　廣瀬　芳子 　　　　　大門　泰子 　　　　　村上　八郎 さいたま市　渡邊　　誠 国立市　　栗本　綾子 姫路市　　清水　英子

　　　　　大塚　啓子 　　　　　平野　浩視 　　　　　手塚　コウ 下野市　　石川由紀子 川口市　　斉藤　喜作 小平市　　小坂美津子 西宮市　　熊野　公子
　　　　　大登　民枝 　　　　　関　　喜一 　　　　　福田　　勤 　　　　　手塚　俊治 　　　　　粥見　美夏 越谷市　　矢澤　一博 八王子市　小沢　　浩 愛媛県
　　　　　大橋　照美 　　　　　関口　忠司 福村和夫・恵子 　　　　　手塚由里子 　　　　　小島　好子 千葉県 神奈川県 松山市　　窪田　　静
　　　　　金山　昭夫 　　　　　関根　直久 　　　　　福本知恵子 　　　　　手塚　圭裕 　　　　　村尾　捷利 印西市 横浜市　　倉﨑　眞智 福岡県
　　　　　瓦井　健一 　　　　　大門　　亘 　　　　　藤岡　浩美 　　　　　鴇田　節夫 小山市　　大山　千加 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
　　　　　小坂　　仁 福岡市　　さかいようこ

　　　　　岸本　文嘉 　　　　　高野　一之 　　　　　牧田三津子 　　　　　畠山　由美 　　　　　大竹　伸子 　　　　　永田　幸雄 二ノ坂保喜
　　　　　黒崎　ヒロ 　　　　　高松　祐一 　　　　　宮村　　尚 　　　　　山口健太郎 　　　　　深谷　祥子 　　　　　ブレス㈱ 川崎市　　小竿　順子 佐賀県
　　　　　黒崎　史果 　　　　　髙村カツ子 　　　　　武藤　高茂 　　　　　吉新　春久 栃木市　　阿部　道子 　　　　　村上紀美子 佐賀市　　瀬戸　秀文

宮城県 宇都宮市　三條　安子 宇都宮市　中村　京子 宇都宮市　山越　篤子 那須烏山市　檜山　光治 石岡市　　谷島　直子 相模原市　吉田　文恵 山梨県
大崎市　　三浦　正悦   　　　　　清水　康子 　　　　　波木　幸子 　　　　　山田有希子 下野市　　石川　鎮清 つくば市　手塚　文栄 長野県 昭和町　　宮本　直彦

栃木県 　　　　　下泉　秀夫 　　　　　箱石　充子 山田みやこと市民の会 　　　　　粥見　美夏 筑西市　　三反﨑則子 小布施町　石井栄三郎 滋賀県
宇都宮市　相羽　仁司   　　　　　白石　洋子 　　　　　橋本　道子 　　　　　吉田　良二 小山市　　佐野　光司 結城市　　渡邉　　勇 東京都 大津市　　大屋津多江
　　　　　青山　光江 　　　　　鈴木　勇二 　　　　　走出　政視 日光市　　阿部　　博 　　　　　深谷　祥子 群馬県 港区　　　酒井三貴子 岐阜県
　　　　　赤羽　大樹 　　　　　須田　啓一 　　　　　塙　　隆之 　　　　　奥村　久雄 栃木市　　鮎田美智子 太田市　　時澤　桂子 新宿区　　秋山　正子 岐阜市　　久保田芳則
　　　　　秋野　　毅 　　　　　須藤　勝則 　　　　　羽石　洋子 　　　　　加藤カツイ 　　　　　栗山　　宏 埼玉県 　　　　　秋山　央子 兵庫県
　　　　　石塚　朋子 　　　　　関口　忠司 　　　　　早川美奈子 　　　　　佐藤　勇介 足利市　　尾澤　嘉孝 さいたま市　藤本　真二 　　　　　佐藤　好美 伊丹市　　李国本修慈
　　　　　臼井　佳子 　　　　　五月女浩之 　　　　　半田江津子 　　　　　鈴木　法子 　　　　　椎原　弘章 川口市　　髙橋　　潤 台東区　　小原　道子 和歌山県
　　　　　大橋　照美 　　　　　高木登茂子 　　　　　半田　　孝 　　　　　手塚　コウ 上三川町　入江　成子 千葉県 中野区　　相澤　裕子 和歌山市　土井　康晴
　　　　　金山　昭夫 　　　　　高松　祐一 　　　　　日野　公子 　　　　　畠山　由美 　　　　　野沢貴美子 市川市　　金屋　友子 品川区　　辰野ナミエ 宮崎県
　　　　　鴨志田好子 　　　　　髙村カツ子 　　　　　人見　智子 　　　　　福田　栄子 高根沢町　菅野　安子 神奈川県 北区　　　篠崎とし子 宮崎市　　市原　美穂
　　　　　黒崎　史果 　　　　　髙柳愼八郎 　　　　　廣瀬　芳子 さくら市　君嶋　福芳 　　　　　佐藤　正行 横浜市　　小坂　　仁 目黒区　　下島　恵子 日南市　　池田　輔昭
　　　　　小林　英二 　　　　　武井　　大 　　　　　福田　健史 矢板市　　石川真由美 塩谷町　　小野崎千鶴子 　　　　　中畝　治子 練馬区　　大塚　孝司 佐賀県
　　　　　近藤　貴子 　　　　　多門　　孝 　　　　　丸山　文子 　　　　　藤本　　早 市貝町　　國井　義慧 川崎市　　村上紀美子 　　　　　遠藤　頼子 佐賀市　　瀬戸　秀文
　　　　　坂本　士郎 　　　　　塚本　明子 　　　　　三品　朋子 大田原市　小林　千恵 壬生町　　米内　美代 藤沢市　　平元　詢二 国分寺市　広瀬　文子
　　　　　坂本多香恵 　　　　　戸村　仁美 　　　　　村田　弘子 那須塩原市　早乙女正次 茨城県 　　　　　吉原　美貴 八王子市　大村　　茂
　　　　　佐久間孝子 　　　　　直井　　茂 　　　　　村田　隆一 那須烏山市　加瀬　元彦 水戸市　　秋根　　大 横須賀市　荒井　泰夫

ご寄付　2,639,353 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　12 団体が入会・更新くださいました（うち匿名 2 名）

NPO法人うりずん寄付者名簿（敬称略） 令和２年４月1日～６月30 日（到着分）

■ 個人賛助会員　136 名の方が入会・更新くださいました（うち匿名 8 名）

栃木県 宇都宮市　（株）睦工業　 宇都宮市　（社福）房香会　しのいの郷 小山市　　（株）フレンド

宇都宮市　遠藤小児科 　　　　　宇都宮協立診療所 　　　　　（社福）晃丘会　シャトーおおるり 千葉県

　　　　　（社福）晃丘会指定障害者支援施設ひばり 　　　　　（社福）晃丘会　おおるりの森 　　　　　（株）共栄 印西市　　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

■一般寄付者　延べ 199 名（うち匿名 20 名）

○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）

　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。

ご
支
援
の
お
願
い

　うりずんでは、「とちぎコミュニティ基金」が主催
する「がんばろう栃木！コロナ支え合い基金」プロジ
ェクトに賛同し、寄付の募集を行います。 これは特

別定額給付金（10万円）を、辞退せずに その一部を寄付していただこ
うという緊急キャンペーン です。

　うりずんの「難病・コロナと闘う子どもと家族に笑顔を！」プログラ
ムへのご支援とともに、このプロジェクトではうりずんの他、社会をよ
くするたくさんのNPOや団体が、支援していただける方を探していま
す。誰もが大変な状況となっている今ですが、こんなときだからこそ、
助け合いの輪を広げていきませんか。 詳しくはHPをご覧ください。

　https://www.tochicomi.org/cv/ <https://www.tochicomi.org/cv/>

がんばろう栃木！　コロナ支えあい基金
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新型コロナウイルス感染拡大に伴い、ご心配をおかけし、品薄状態となったマスク、
消毒関係物品を困難な状況の中で入手し、うりずんにご寄贈いただく方が多くありました。
お名前をご紹介するとともに、紙面をお借りして心より御礼申し上げます。（敬称略・順不同）

有光祐子、鈴木雅彦、
村田裕子、五月女愛子、
イエスキリストコミュニ
ティ教会　床井洋、㈱
カナミックネットワーク
代表取締役　山本拓真、
NPO 法人ジャパンハー
ト理事長　吉岡春菜、小
野崎千鶴子、㈱マルハン鹿沼店にゃんまるのわ、宇都
宮市経由：キクチグループ㈱八幡、㈱菊地組、大塚
政人、山中伸一、キープママスマイル　光原ゆき、台
湾在宅医療学会、（公）24 時間テレビチャリティー委
員会、匿名の方

NPO法人オペレーション・ブッキング・
ジャパン、緊急災害オペレーションマネ
ジャー　弓削惠則、井上智貴、㈱日本栄
養給食協会　橋本正行、堀江將太、秋
葉緑、増渕伊織、大門悠真、高橋みらい

◆消毒関係用品ご寄贈
（アルコール綿・手指消毒・消毒用剤等）

◆マスク・医療用ガウン・シールド等ご寄贈

＜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。

☎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！

◆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

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。

♥ 今年の4月より、うりずんに入職
いたしました。看護師1～3年目に小
児科病棟で働いていたことがあり、個
性豊かなお子様たちに、私自身が育
てていただきました。これまで出会っ
た師匠たちの教えを思い出しながら、
頑張っていきたいと思っています。

♥ こんにちは。4月に入職しました事
務担当の福田朋子です。幼児教育・ホ
ームヘルパーを経て、ずっと心にあっ
たうりずんに入職させていただきまし
た。日 、々ご利用者様の何気ない表情
や笑顔に力をいただいております。ど
うぞよろしくお願いいたします。

木賀加代

福田朋子

●
●

新
し
い
ス
タ
�
フ
の
紹
介
●
●

消毒用ウエッティ消毒用品

手作りマスク

台湾在宅医療学会より
医療用ガウン・シールド

マスク・手作りマスク・消毒用品

マスク、消毒物品のご寄贈に心より感謝申し上げますのご寄贈に心より感謝申し上げますのご寄贈に心より感謝申し上げますのご寄贈に心より感謝申し上げますのご寄贈に心より感謝申し上げますマスク、消毒物品のご寄贈に心より感謝申し上げます

特に
20代、30代の方
募集中です！
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記
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