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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：オンラインもリアルも楽しもう♪

　

オンライン・クリスマス会
　会議や学会がほとんどオンラインになってしまいました。時
には、飲み会もオンラインということもあります。確かに環境
と技術が整えば、オンラインも楽しむことができます。
　令和3年12月11日、初のオンライン・うりずんクリスマス
会が開かれました。午前中は、仙台のパフォーマー、「あきら
ちゃん &ジャンプくん」をお招きしての楽しいステージでし
た。あきらちゃんはあのラーメン体操を作った人です。２人
のアドリブとノリの良さは素晴らしく、スタッフも一緒にラー
メン体操を盛り上げました（写真１）。午後はスタッフのステ
ージ。仮装では誰が誰だかわからない状態で真剣度が伝わ
ってきます。懐かしいキャラ、新人の迫真の演技も多々あり、
私はトナカイから鬼滅の刃の炭治郎に扮しました（写真２）。
鬼退治はいつものアドリブで楽しいショータイムとなり、終了
後、仮装のままで手分けしてお子さんの家にプレゼントをお

持ちしました。プレゼントや、ご寄付をくださった全国の皆さ
ん、あきらちゃん、ジャンプくん、当日参加の皆さん、本当に
ありがとうございました。なお、オンライン環境の充実のため、
つばめソリューション（代表・石川慎太郎様）にご尽力いただ
きました。この場を借りて深謝いたします。

リアルでのサンタdeラン
　12月19日に行われたサンタdeクリーン＆ウォークは、リアル
で行われました。とても寒い日でしたが、二荒山神社前に集合
して、街中を歩いてゴミ拾いをしました。お日様の光を浴びな
がら、車道をお巡りさん先導で堂々と歩くのは得難い経験でし
た。3グループが参加したうりずんは、沢山寄付を集めた団体
としてファンドレイザー賞をいただいたのでした（写真3、4）。
　久々にみんなに会えた一日でした。お疲れさまでした。やっぱ
りリアルはいいですね。

養育支援の可能性
　令和3年11月27日、これまたオンラインでの第3回在宅
医療連合学会。シンポジウム「養育支援の可能性～虐待予防
の視点から～」に司会者として参加しました。精神科訪問看
護師の山岸由紀子さんの話から、メンタルの不調を訴える母
親は女性本来の力を発揮できていないこと、親が子どもに対
してもっている絆の弱さをボンディング障害ということを学
びました。小児訪問看護を大阪で行う西海真理さんからは、
病気や障害のために成長発達が遅い赤ちゃんに対して、養育
者がイライラして攻撃的になってしまうことがあるため、養育
者の価値観を傷つけずに安全に見守る活動が大切であること
を伺いました。医療的ケアの有無にかかわらず、子どもたち
が豊かに育まれる社会のために、在宅医療としてできること
はまだまだたくさんあると思いました。

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

オンラインもリアルも楽しもう♪
あけましておめでとうございます
旧年中はお世話になりました
引き続き、感染対策をしながら
必要なことをやっていきます

　今年もよろしく
　　お願い申し上げます
　　　令和4年1月

認定特定非営利活動法人うりずん

理事長　髙 橋 昭 彦

写真1）あきらちゃん（左）＆ジャンプくん（右）と
　　　ラーメン店主（中央・髙橋）

写真４）うりずんがファンドレイザー賞を受賞！

写真3）二荒山神社前をパレードするサンタたち

写真2）鬼滅の刃のコスチューム
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看護師　川島 永莉

　　

お名前：小林　藍さん　
お名前：益子 のあさん　

年齢：５歳（年中さん）
ニックネーム：らんちゃん
好 きなこと：
　シーツブランコ、身体遊び、手遊び
嫌 いなこと：制作
う りずんってどんなところ？：
　 お家で出来ない経験をさせてくれる
ところ。
メ ッセージ：最近はママがいなくても
自分の意思をしっかり伝えられるよ
うになり成長を感じて嬉しく思って
います。これからもよろしくお願い
します。

うりずんの仲間たち
年齢：７歳（小学1年生）
ニックネーム：のあちゃん
好 きなこと：音の鳴るオモチャ、お散歩、
抱っこしてもらうこと
嫌 いなこと：髪の毛を洗うこと
う りずんってどんなところ？：
　 たくさんの笑顔が溢れる、とても居心
地の良い、心温まる場所です。そして、
たくさんの希望や愛、パワーを降り注
いでくれます。
メ ッセージ：いつも、家族みんなの気持
ちに寄り添い、笑顔を運んでくださり、
うりずんに関わる全ての方に感謝の気
持ちでいっぱいです。これからもよろしくお願いします。

●2021年10月～12月のご利用状況 （人）

10月

179

11月

155

12月

164

合 計

498

＊ いずれも延べご利用人数です
●現在の登録状況……… 60名（12月31日現在）

日中一時支援事業

●現在の登録状況……… 25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

●現在の登録状況……… 20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 ……………………… 15名
＊ 放課後等デイサービス …………… 22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

●2021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

94

85

11月

83

79

12月

92

92

合 計

269

256
＊ いずれも延べご利用人数です

●2021年10月～12月のご来所状況 （人）

見　学　者

ボランティア

計

10月

0

5

5

11月

13

2

15

12月

5

4

9

合 計

18

11

29

見学・ボランティア等ご来所者数

＜＜＜ 各事業稼働状況 ＞＞＞

して焼き芋大会。みんなで掘ったお芋をホイルで包み炭火の中へ。段々と甘
い香りがお庭に広がり、みんな待ちきれない様子！

　出来立ての焼き芋は温かく、そして自分たちで育てたお芋は一段と格別な味がし
ました。残り火でマシュマロやポップコーンを焼いたりと、最後まで全力で楽しむ
所はうりずんらしいなあと思いました。

がきれいな秋晴
れのある日、み

んなでご近所へお散
歩に出かけました。
　秋の風が心地よく、
みんな穏やかな表情
に。途中、一匹の蜂さ
んに出くわし、スタッ
フがキャーキャー言

っていると、ひとり楽しそうに笑っているご利用者さんの姿にスタッフみんな
笑顔がこぼれます。

りずん畑では春にみんなで植
えたサツマイモの苗がすくす

くと成長していました。そして待ち
に待ったお芋堀りの日。どこを掘る
かも、ご利用者さんと一緒に選んで
決めます。抱っこで地面に降り、「う
んとこしょ～！ どっこいしょ～！」
の掛け声でツルを引っ張ります。み
んな自分の掘ったお芋を手にし、幸
せいっぱいの様子でした。
　初めてのお芋掘りを経験した子は、
土の手ざわりや大きな声、そして皆
の歓声に驚いているようでした。

「やっぱりお出かけはいいなぁ」

ご家族に伺いました♪

うりずん日記うりずん日記

空

う

そ

「私のおいも、みてみて～☆」

「あれも、これも、おいしそうだなぁ…！」
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今、この夜空で光ってる

無数の星達は伝えてる

遠く離れた宇宙の果てから

その存在を伝えてる

それはどこかぼくらのようだ

みんな四角い画面を通して

そこに確かにあるのだと

その存在を伝えてる

たとえそばに居なくとも

心は近くにあるのだと．．．

　様々なNPOやNGOのコラボ

チャリティーＴシャツを手掛けて

いる京都にある「JAMMIN」(ジャ

ミン）さんとうりずんのコラボＴ

シャツを作りました。

　うりずんのイメージをイラスト

にしていただき、とっても可愛ら

しい、また、うりずんにピッタリ

なＴシャツができました。

　Ｔシャツを１枚買うと700円がうりず

んに寄付となります。

　今回、12/20から12/26までの一週間の

限定販売でしたが、チャリティーの総額が

418,140万円になりました。ご協力いた

だきました皆様に深く感謝申し上げます。

　今回は、事前に皆様に通信でのお知らせ

ができませんでしたが、５月に再販を予

定しておりますので、次回の通信４月号で

お知らせできたらと思います。

　また、スタッフが着ている写真をうり

ずんのFacebookに載せており

ますので、そちらも観て楽しんで

いただけたら幸いです。

 （事務局　佐藤英治）

 JAMMINさんのHP
 https://jammin.co.jp

　11/13（土）に心魂（こころだま）プロジェクトさんによるうりずんの

ご利用者様のためのオンラインコンサートを開催していただきまし

た。心魂プロジェクトさんは、劇団四季や宝塚歌劇団出身俳優を中心

に、「難病児・障がい児・きょうだい児・ご家族へ」オリジナルミュージカルやソング&ダンス、

等様々なパフォーマンスをデリバリーする活動団体です。

　当日は、うりずんでの参加に加え、ご自宅からもご参加

してくださるご家族もいらして、オンラインならではの楽

しみがありました。コンサートは画面越しとは思えない程

の迫力に、終始鳥肌が止まりませんでした。是非次回は、

うりずんにお招きして、沢山のご利用者様に見ていただき

たいと思いました。　　　　　　　　　（事務局　佐藤英治）

　いつもお世話になっているそらぷちキッズキャンプ（北

海道滝川市）さんと一緒にエコバックを作りました。

　うりずんのご利用者ご家族様から以下の３つのテーマの

イラストを募集して、それをそらぷちさんが、エコバック

にしてくださいました。

 • そらぷちさんのキャラクター
 • 理事長の帽子
 • 自作のうりずんのゆるキャラ

　クスッと笑えるイラストや、「おぉ～」と声が出てしまう

素敵な作品などたくさん集まりました。

　製作いただいたエコバックはイラストを描いてくれた子

どもたちや関係者へプレゼント！ そしてこのたび、お裾分

けとして、チャリティー販売（１枚500円）をすることに

いたしました。ご興味のある方は是非うりずんまでご一報

ください。　　（TEL：028-601-7733　うりずん事務局）

※ 売上の全額が、
うりずんへの
寄付となりま
す。

※ 郵送の場合は、
別途送料もご
負担いただき
ます。ご了承く
ださい。

※ 数に限りがあ
りますので、無
くなり次第販
売終了とさせ
ていただきま
す。

日本財団TOOTH FAIRY支援事業
「心魂プロジェクト」オンラインコンサート

そらぷちキッズキャンプ×うりずんコラボ企画

「オリジナルエコバックを作ろう」
JAMMIN×うりずんコラボ

チャリティーTシャツを販売しました！！

オンライン画面！！

素敵なコラボエコバック！！
サイズ：（上段）縦31.5㎝、横42㎝（下段）縦37㎝、横36㎝

Ｔシャツを着てハイ！ ピース！！

サンタ・トナカイと店員さん？？
様 な々アイテムもあります

 KOMEY

星々の詩
うた

～また逢えること　祈りながら～

ゆいま～るでご家族で参加してくださいました！



うりずん通信

❹

　お店は新鹿沼駅南口の村井町にあります。テラス席
もあり、晴れている日はお外でランチもできて、ひと
時の癒しの空間を味わえます！ はちみつたっぷりのパ
ンケーキは食べるとペロっとなくなるくらいフワフワ
で本当に美味しいです☆
　また、テイクアウトにも力を入れているようでランチ
boxもおすすめ♡　
　建物裏にはジェラートやケーキのお店があります
(*^^)v  沢山のはちみつは手土産にもぴったりです！
　ぜひ一度立ち寄ってみて下さい。詳しくはホームペ
ージをチェック(　 ω゚ﾟ)ﾉ　　　　　　　　（廣田治美）

年も、200名近くの参加者・ボランティア
の皆様がサンタの格好をして、宇都宮の

街をパレードや、ゴミ拾い（クリーン）をして、
イベントを盛り上げました。
　サンタdeランは、とちぎコミュニティ基金
（http://www.tochicomi.org）が主催する子ど
もの貧困を救うためのチャリティーイベントです。
子ども食堂や、子どもの学習支援を行なっている
団体が実行委員になり運営しています。みんな子
どもの支援に対して熱い方ばかりで、うりずんも
その仲間の団体として活動しています。

本の子どもの７人に１人が貧困という世の中、１クラス30名だったら、
４～５人が貧困で苦しんでいます。

　このイベントを通して沢山の人に、子どもの貧困問題に興味を持っていた
だき、１人でも多くの子どもたちが救われたらいいなと思います。
　今回サンタdeランでは、全体で5,654,509円のご寄付が集まりました。

た、今回は、事前イベントとして、人から人へ
手渡しで行う移動型の募金箱「Bo・きんぎょ」

を８匹放流致しました。なんとなんと、８匹中８匹す
べてが戻り、Bo・きんぎょの総額35,923円になり
ました！！
　参加してくださった皆様、ご寄付をくださった皆様、
応援してくださった皆様、この場をお借りして御礼申
しあげます。本当にありがとうございました。
  　　　サンタdeラン実行員全体リーダー
    　　うりずん　佐藤英治

Honey café 
Honey B

■ Honey Café　HoneyB（はちみつカフェ　ハニービー）
　〒 322-0048 栃木県鹿沼市村井町 291-5　☎ 0289-77-5252
　【営業時間】通常：11：00～ 19：00（LO 18:00）
　【定休日】毎週火曜日（祝日の場合は営業）
　【駐車場】60台（黒田養蜂場共有駐車場）

今

日

ま

サンタdeラン実行員・ボランティアの皆様

団体ファンドレイザー賞
いただきましたBo・きんぎょ！！

うりずんチーム ！！

うりずんスタッフのお子様も
たくさん参加しました

12/19（日）第６回サンタdeクリーン&ウォーク
＠バンバ広場（宇都宮）が開催されました！！
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「うりずん応援団」コーナー「うりずん応援団」コーナー

ご寄付　2,729,940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10月1日～ 12月31日（到着分）令和3年10月1日～ 12月31日（到着分）

青森県 宇都宮市　江川　　昭 宇都宮市　佐藤　秀男 宇都宮市　広田　則子 日光市 小山市　　冨所　佑矢 東京都 川崎市　　小竿　順子

青森市　　大瀧　　潮 　　　　　太田　照男 　　　　　椎貝　紀子 　　　　　福本知恵子 　医療法人社団志幸会
　木村内科医院

栃木市　　阿部　道子 港区　　　酒井三貴子 岐阜県

岩手県 　　　　　岡部　昇子 　　　　　倭文　一彦 　　　　　藤岡　浩美 　　　　　岩崎　好宏 　　　　　長谷川　暉 岐阜市　　合掌かおり

奥州市　　椎名　くに 　　　　　奥野　礼子 　　　　　下谷　正幸 　　　　　藤田　康夫 　　　　　佐藤　勇介 　　　　　川嶋　陽子 渋谷区　　市川　　洌 三重県

一戸町　　田中　恭子 おしゃべりすずめ 　　　　　助川　　勉 　　　　　益子　誠一 　　　　　塩澤　延江 　　　　　栗山　　宏 新宿区　　佐藤　好美 桑名市　　平田　敦子

宮城県 　　　　　粕谷　明弘 　　　　　鈴木　勇二 　　　　　増山　文男 　　　　　大門　泰子 佐野市　　鴨澤　千尋 　　　　　松本　豊正 伊勢市　　辻村　恭江

大崎市　　大石　春美 　学校法人聖公会
　北関東学園愛隣幼稚園

　　　　　須藤　勝則 　　　　　麦倉　敬亮 　　　　　田中　裕子 高根沢町　佐藤　正行 世田谷区　雨宮由紀枝 石川県

茨城県 　　　　　関根　直久 　　　　　麦倉　泰子 　　　　　手塚由里子 　　　　　宮澤　保春 　　　　　並木　大典 金沢市　　上瀧　　大

石岡市　　谷島　直子 　　　　　加藤　　京 　　　　　五月女夏巳 　　　　　武藤　高茂 　　　　　長嶋須美子 市貝町　　鈴木　浩明 　　　　　中村　知夫 滋賀県

筑西市　　宮田　信之 　　　　　金山　昭夫 　　　　　大門　雅樹 　　　　　村井佐代子 　　　　　沼尾　泰子 野木町　　川俣　昭彦 台東区　　後藤　由紀 米原市　　小椋　一司

水戸市　　秋根　　大 　　　　　金子　徳代 　　　　　大門美砂子 　　　　　柳澤　邦夫 　　　　　長谷川興賢 埼玉県 大田区　　荒木　光子 大津市　　藤田　義嗣

龍ケ崎市　佐子川淳子 　　　　　金子　英紀 　　　　　高城　健嗣 ユー福祉タクシー 　　　　　畠山　由美 志木市　　篠塚はるみ 中野区　　塩田美津子 京都府

群馬県 　　　　　金田千惠子 　　　　　髙橋由紀子 　ジブラルタ生命保険㈱
　宇都宮第２営業所

　　　　　藤巻　郁子 川口市　　斉藤　喜作 東久留米市　飯野　順子 京都市　　松岡　真里

前橋市　　木暮　政恵 　　　　　瓦井　健一 　　　　　竹原由美子 　　　　　山口健太郎 　　　　　髙橋　　潤 板橋区　　櫻井　敏子 　　　　　藤原　久子

太田市　　時澤　桂子 ㈱キープキャリエール 　　　　　田中　宣行 　ジブラルタ生命保険㈱
　宇都宮第７営業所

さくら市　加藤　朋子 本庄市　　坂本喜久枝 品川区　　菱沼　　郷 大阪府

栃木県 　　　　　岸本　文嘉 手塚耳鼻咽喉科医院 　　　　　寺脇　立子 さいたま市　宮谷　博幸 墨田区　　前田　浩利 池田市　　髙橋　昭夫

宇都宮市　相田　朝美 　　　　　木村　典子 　　　　　床井　忠夫 　ジブラルタ生命保険㈱有志 　　　　　西﨑　將晴 　　　　　渡邊　　誠 練馬区　　中原　　陽 兵庫県

　　　　　赤羽　隆子 　　　　　倉井カツ子 　　　　　西岡　　隆 鹿沼市　　小林　克江 矢板市　　藤本　　早 　　　　　土井　啓子 　　　　　鈴崎　卓哉 西宮市　　吉崎　裕一

　　　　　秋野　　毅 　　　　　小池　　譲 日本調剤 宇都宮薬局 　　　　　柴田　賢一 大田原市　渡邊　　学 久喜市　　熊懐　真吾 　　　　　櫻林郁之介 愛媛県

　　　　　阿部　　昭 合同会社　エートス 　　　　　野呂　和子 　　　　　中嶋　倖希 那須塩原市　菅野　久美 千葉県 神奈川県 愛南町　　新居田真生

　　　　　天知　　稔 　　　　　小須田るみ 　　　　　橋本　紀子 　　　　　野中　宏美 　　　　　日下部　慎 市川市　　金屋　友子 横浜市　　永田　幸雄 　　　　　三瀬　順一

　　　　　荒川　結生 　　　　　小滝　恵江 　　　　　橋本　正行 日光市　　大嶋　洋子 　　　　　髙根澤　孝 　　　　　箕輪　良行 　　　　　斉藤　伸子 山口県

　　　　　池田　純子 　　　　　駒場　哲子 　　　　　橋本　道子 　　　　　大嶋　洋史 　　　　　髙橋　太郎 四街道市　久米　倫男 　　　　　志保田俊男 周南市　　内田　正志

　　　　　市瀬　俊子 　　　　　佐久間孝子 　　　　　原澤　弘一 　　　　　大橋　康宏 真岡市　　大瀧　和弘 印西市　　ブレス㈱ 　　　　　鈴木　公基 福岡県

　　　　　井上　浩一 　　　　　櫻井　克樹 　　　　　半田　　孝 　　　　　加藤　浩治 　　　　　中三川拓也 　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 福岡市　さかいようこ

　　　　　井上　智貴 　　　　　佐藤　賢二 　　　　　半田としこ 　　　　　神山　光弘 下野市　　小島　好子 葉山町　　小高　光夫 沖縄県

宇都宮キワニスクラブ 　　　　　佐藤　崇生 　　　　　日野　公子 　　　　　川味　ヱセ 小山市　　荒井　康之 横須賀市　㈲ヒロ薬局 南風原町　吉岡　大晶

青森県 宇都宮市　太田　幸子 宇都宮市　下谷　正幸 宇都宮市　長谷　範子 日光市　　佐々木真理子 小山市　　佐野　光司 練馬区　　中原　　陽 滋賀県

青森市　　大瀧　　潮 　　　　　太田　照男 　　　　　下谷利江子 　　　　　広田　則子 　　　　　佐藤　勇介 　　　　　冨所　佑矢 目黒区　　下島　恵子 大津市　　藤田　義嗣

宮城県 　　　　　金子　英紀 　　　　　倭文　一彦 　　　　　村井佐代子 　　　　　手塚由里子 栃木市　　岩崎　好宏 東久留米市　飯野　順子 山口県

大崎市　　大石　春美 　　　　　倉井カツ子 　　　　　鈴木　勇二 　　　　　矢古宇栄次 　　　　　畠山　由美 　　　　　栗山　　宏 西東京市　西川　義昌 周南市　　内田　正志

群馬県 　　　　　佐久間孝子 　　　　　須藤　勝則 鹿沼市　　秋山　和子 　　　　　結城　誠治 高根沢町　佐藤　正行 三重県

沼田市　　井上　恵一 　　　　　篠崎　幸治 　　　　　髙橋由紀子 　　　　　高村　　博 矢板市　　藤本　　早 千葉県 伊勢市　　辻村　恭江

栃木県 　　　　　篠崎　文子 　　　　　田中　秀子 日光市　　片岡　真理 那須塩原市　大武ゆきえ 市川市　　箕輪　良行 石川県

宇都宮市　相田　朝美   　　　　　佐藤　秀男 　　　　　西岡　　隆 　　　　　川味　ヱセ 真岡市　　菊池　浩史 東京都 小松市　　清水まゆ美

　　　　　遠藤　美紀 　　　　　佐藤　幸子 　　　　　橋本　道子 　　　　　川村　和枝 小山市　　荒井　康之 世田谷区　中村　知夫

■団体賛助会員　入会・更新　7団体

■個人賛助会員　59名入会・更新（匿名3名）

宮城県 栃木県 下野市　　おかべこどもクリニック 石川県 滋賀県

大崎市 宇都宮市　㈱ヴィープランニング 壬生町　　あかりこどもクリニック 小松市　　ＮＰＯ法人ぽぽぽねっと 長浜市　　医療法人  布施クリニック

　医療法人心の郷　穂波の郷クリニック 佐野市　　柳川小児科医院

■一般寄付者　延べ122名（うち匿名23名）

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！

☎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。

　　　　　　★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！

スタッフ募
集

ボランティア
も募集しています！

急募中
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「うりずん応援団」コーナー「うりずん応援団」コーナー
「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HP

　はじめまして。私達〈株式会社共栄〉は、宇都宮市の材木屋です。材木屋と言いましても今は木材の他、建材や
水廻り設備の販売、断熱工事や外壁工事、リフォーム工事なども請け負っております。令和3年に創業75年を迎
えることができました。これも、これまでお付き合いいただいているお客様、そして働いてくれている社員のみんな、
そして地域の皆様のおかげです。
　『和をもって挑戦と変革』の社是の元、これからもお客様、地域の皆様にお役に立てるよう努めて参ります。

Special会員

株式会社　共 栄
〒321‒0901　栃木県宇都宮市平出町4080-1
 TEL：028-661-3181
URL：https://www.kyouei-zaimokuya.com/company

　うりずん様とは、今の施設を造られる際に、木材を
納めさせていただいたのが、始まりです。その後、所属
するロータリークラブで髙橋理事長のお話を聴いたり、
施設を見学する機会をいただいて、少しでもお役に立
てれば、と思いお付き合いさせていただいております。
これからも微力ながら応援させていただきます。

（　　　　　　　　　　）株式会社共栄 代表取締役
林 紀尚様より「うりずん」への応援メッセージ

Regular会員

　パナソニック ホームズ北関東は、戸建住宅、集合住宅、街づくり事業、医療福祉建
築や店舗などを中心に、建築を地域の皆様にお届けして創業42年を迎える会社です。
お客様の想いをかたちにし、お引き渡し以降も住むほど、使うほどに建てて良かったと
ご満足が継続できるようお付き合いさせていただきます。
　建築は人生の中でも大きなお買い物です。各地モデルハウスや見学会にて建物をご見
学いただき、皆様からご満足の笑顔をいただけるよう、社員一同頑張ってまいります。

パナソニックホームズ北関東株式会社
〒321‒0901　栃木県宇都宮市平出町4067-3
 TEL：028-660-8800（代表）
URL：http//homes.Panasonic.com/phkk/

あなたの誇りを建てる。

　うりずんの建物を髙橋先生はじめスタッフの皆様と
たくさんの打合せを重ねつくった頃を懐かしく思い出
します。ご利用されるお子さんたちとご家族、ここに
集うみんなの笑顔が私たちの喜びです。
　ずっと応援しています。うりずんの輪がどんどん広
がっていきますように。

（　　　　　　　　　）パナソニックホームズ北関東株式会社 次長
松本成規様より「うりずん」への応援メッセージ

Regular会員

　弊社は1973年に奥州街道の幸橋（宮の橋の１本北）の
袂で開業した不動産屋でＪＲ宇都宮駅西口、旧市街を中心にテナント、パーキングの管理、斡旋及び不動産売買
の仲介をメインとしております。お客様とのパートナーシップを一番に長年培ったネットワークと小回りの利く
対応力を活かし営業しております。

有限会社アーバンエルシー
〒321‒0964　栃木県宇都宮市駅前通り１丁目１－１２
 TEL：028-625-2411　FAX：028-625-2542

　Dream Night at the ZOOでうりず
んの子どもたちとその家族の方々と関
わって以来、イベント以外で何か力にな
れたらと考えていました。大変な生活環
境の中で頑張る子どもたちとその家族
に、このまちで共に暮らす仲間として少
しでも力になれればと思い応援させて頂きます。

（　　　　　　　　　）有限会社アーバンエルシー 代表取締役
徳原龍樹様より「うりずん」への応援メッセージ
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【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）

Regular会員

　弊社の業務は医療機器レンタル業です。主に睡眠時無呼吸の治療器ＣＰＡＰや在宅酸素の酸素濃縮器・ボンベ等
です。
　医療機関様より要請をいただき、患者様へ設置・説明にお伺いして皆様とお付き合いさせていただいています。
　弊社も令和4年3月には創立10年を迎えます。これからも業務を通じて社会貢献が出来る様取り組んで参り
ますので宜しくお願い致します。

株式会社パワーホットメディカル
〒321‒0345　栃木県宇都宮市大谷町1422
  TEL：028-612-2333　FAX：028-612-2332

　うりずん様主催行事にご参加されて
いるお子様や、そのご家族の皆様の笑
顔を見るたびに私も勇気をいただいて
おります。
　髙橋理事長並びにスタッフの皆様、
微力ながら応援させていただきます。

（　　　　　　　　　）株式会社パワーホットメディカル 代表取締役
中村正則様より「うりずん」への応援メッセージ

Special会員

Regular会員

Regular会員

Regular会員

至誠法律事務所

Special会員

Special会員

Special会員

Regular会員

うりずん応援団

コンサート

うりずん応援団

コンサート
2022年11月19日（土）開催決定!!
　《出演》歌う海賊団ッ！の皆様♬

★昨年2021年8月に、新型コロナウイルス感染拡大の
ため延期した「うりずん応援団のキックオフコンサート」
を今年11月19日（土）宇都宮市文化会館大ホールにおい
て開催します。詳細は今後の通信、HP、Facebook等で
お知らせをいたします。お楽しみに♪

開催決定!!
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新作「宝ヅッカ」

「水の呼吸～」たんじろう理事長みんなで「秘伝！ラーメン体操」

キャラ濃いめの「プレゼントお届けし隊」

もう一度観たいキャラ1位は…アンパンマン
懐かしのブルゾンちえみがご自宅訪問！？

みんな～楽しかったかな？

オンラインクリスマス会♪2021
　2021年のクリスマス会は、“オンライン配信”という
初めての試みに挑戦しました！
　午前中は、全国であそびうたコンサートなどを公演し
ている「あきらちゃん＆ジャンプくん」をお招きして、
スペシャルコンサートを行っていただきました。
　お二人の明るくて、ユーモアたっぷりなコンサートは、
子どもだけではなく、大人の心もわしづかみにされる
ほど、遊び心が溢れるものでした。最後に、「秘伝！ラ
ーメン体操」を、スタッフがラーメンの具となり、一緒
に踊らせていただきました。画面の向こう側のご利用者
様たちも、楽しまれている様子でした。素敵な時間をあ
りがとうございました。
　午後の部は、スタッフによるお楽しみ会…というより
忘年会！ 新作キャラや、流行もののキャラ、今何して
るか謎の懐かしいキャラなどなど…今年も、スタッフの
なりきり度はとても高いものとなり、一体、何の集団？
と思われるほどでした。会が終わった後に、オンライン
を繋げてくださった皆様へ、「プレゼントお届けしたい
（隊）」として、ご自宅へ訪問させていただきました。
　初めてのことばかりで、不安もたくさんありましたが、
参加された皆様の、画面越しからの楽しそうな様子、ご
自宅へ訪問した際の驚き、笑顔を見て、やってよかった！
と心から思いました。
　多くの皆様にご支援を頂きましたこと、厚く御礼申し
上げます。2022年は、どんなクリスマス会になるかな…

（佐藤佳澄）

▼手話歌「赤鼻
のトナカイ」

お～い！
楽しんでる～？

・柴田　賢一
・五月女夏巳
・金屋　友子
・ 社会福祉法人夢の森福祉会
・川味　エセ
・谷島　直子
・平田　敦子
・大橋　康宏
・瓦井　健一
・雨宮由紀枝
・松岡　真里
・宇都宮動物園
・中三川拓也
・合同会社 エートス
　里村　泰行 
・小竿　順子
・荒木　光子
・日野　公子
・佐藤　勇介
・秋根　　大
・関根　直久

・椎貝　紀子 
・川俣　昭彦
・岡部　昇子 
・吉崎　裕一
・橋本　正行  
・酒井三貴子 
・篠塚はるみ
・ユー福祉タクシー
・野中　宏美
・下島　恵子 
・内田　正志 
・麦倉　泰子
・小高　光夫
・寺脇　立子
・志保田俊男
・益子　誠一
・横松　　晃
・宇都宮キワニスクラブ
・河宇女性農業士会
・大門　雅樹
・小林　克江

・小滝　恵江
・井上　智貴
・竹下　裕子
・内藤　ゆみ
・髙橋　太郎
・菅野　久美
・宮谷　博幸 
・㈱キープキャリエール
・匿名1名

クリスマスご寄付・ご寄贈者の皆様
( 順不同・敬称略）

あたたかなご支援に心より御礼申し上げます

たくさんのご寄附・ご寄贈
ありがとうございました !

ハープの素敵な音色～癒しの時間

編
集
後

編
集
後


