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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：災害に備えて♪

　

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

カーボンニュートラルにむけて

　我が国では、地球温暖化の対策として、2050年に温室
効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを目指す（カ
ーボンニュートラル）ことになりました。排出をゼロにする
ことは難しくとも、排出を減らして、植林などを通じて吸収
して全体としてゼロを目指すという方針です。私が行ってい
る在宅医療に使う往診車のうち１台はPHV、もう１台はハ
イブリッド車です。PHV車は、ある距離までは電気自動車
として走れることと、ガソリン車として走ることに加えて充
電もできるメリットがあります。人工呼吸器の電源確保の
一助として確保しました。幸い、実際に電源として使用した
ことはありませんが、遠出をしない現在、ほぼ電気だけで訪
問しています。また、ゴミを減らす、リサイクルするなどわず
かですが暮らしの中で自分のできることを続けています。

停電のとき

　もし停電になったとき、まず、停電した時間を記録してお
きます。人工呼吸器の人は、すぐにバッテリー駆動に切り
替わりますので、呼吸器によって違いますが数時間の余裕

ができます。まず、あたりを見て近所の家で電気がついて
いたら、我が家のブレーカーの問題かもしれないので確認
します。周りも暗いときは、周囲一帯の停電と考えましょう。
各電力会社が行っている停電情報アプリで情報収集がで
きますので事前にダウンロードしておきますと、ラジオやネ
ットよりも情報が早い可能性があります。電力会社に人工
呼吸器をつけた住民であること、停電中であることを連絡
しておきましょう。酸素が必要な場合には、酸素濃縮器か
らボンベに切り替えて、酸素会社に連絡をします。吸引器は、
バッテリー駆動型か手動式を確保しておいたほうがいいで
しょう。停電が続きそうなら、電源が確保されているとこ
ろに避難する必要があります。

災害のとき

　電気以外のインフラも止まるような災害のときは、まず
自分と家族の身を守る行動をとりましょう。飲料水や食料
品などは３日分確保（薬はもう少し長めがよい）しておきま
すが、スーパーの牛乳売り場のように、奥に新しいものを
置き、古いものを手前において使っていくローリングストッ
クをしておくとよいです。ストックする食品は、主食以外に
野菜や主菜なども考えて、自分や家族が食べたいものを選
んでおくと楽しみが増えます。子どもは大人の３分の１から
３分の２とイメージします。医療的ケア児の流動食に余裕
があるときは、いのちをつなぐためのストックと考えましょ
う。備えがあっても、憂いはゼロにはなりませんが、安心で
きて、憂いは減ります。

実務研修会　災害編

　2022年1月23日（日）に予定している栃木県委託事業
の実務研修会では、北海道のブラックアウト（大規模停電）
を経験された医療法人稲生会、土畠智幸さんが災害の話
をしてくださいます。詳しくは４ｐのご案内、またはチラシ
やうりずんHPをご覧ください。

認定特定非営利活動法人うりずん

理事長　髙 橋 昭 彦
認定特定非営利活動法人うりずん

髙 橋 昭 彦

備えあれば憂いは減る
秋風の心地よい季節となりました
暑さと雨と運動不足の夏が終わりました
台風も感染症も自然災害のひとつです
備えあれば憂いは減ります

お世話になりありがとうございます
今後ともご支援お願い申し上げます
　　　　　　　　　令和３年10月
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　うりずんでは、毎月避難訓練や防災に関するレクチャーを
行っています。避難訓練の目的は、次のとおりです。

　ご利用者の安全
を確保しながら迅
速に避難できるよ
う、スタッフ一人
ひとりが「身体で
覚える」よう訓練
を実施しています。
　訓練終了後はス
タッフにアンケー
トを行い課題や問
題点を検証し、次
の訓練に活かし実
際の避難に備えて
います。
　この他に地元の宇都宮市西消防署富屋分署の監督で行う避
難訓練も年１回行っています。消防車で出動いただき、実際
の消火器を使った訓練を行います。消防車はお子様たちに大
人気で、訓練の後は記念撮影をして、避難訓練と共に貴重な
体験となります。

　うりずんでは、３・11で停
電が長期化した経験から自
家発電機を設置し、停電時
でも24時間は電源を確保
することができます。ご利
用者を安全安心にお預かり
できるよう、今後も防災の
取り組みをすすめていきま
す。（防災担当　我妻英司）

　近年、豪雨災害が増え「線状降水帯」など聞きなれない単語もよく耳にするようになりました。地球温暖化の影響で
しょうか。台風や地震、火災など災害への備えは待ったなし！　今回はうりずんの防災対策についてご報告いたします。

消火器の使い方 消火訓練

ぼくらに　できることなんて

そんなに　多くはないけれど

そのできることを　つみかさねれば

みんなが　元気に笑いあえる

そんな明日が　やってくる そう信じて　未来へつなごう

思いやりと　希望のバトンを

～毎月の避難訓練で命を守る行動を～災害に備えよう！

１ 災害発生時に冷静な判断ができること
２ 適切な指示を出してご利用者を安全に避難させること　
３ 避難時の問題点を把握すること

飲料水 ペットボトル

携帯食 チョコレート、キャンディ、
栄養補助食品など

懐中電灯 乾電池
携帯ラジオ
現金 公衆電話用に10円、100円玉
携帯電話
筆記用具
身分証明書
救急用品セット 消毒薬、絆創膏、ガーゼなど
ウェットティッシュなど

乾パン等の備蓄食料
食器類 紙・プラスチック製など

ラップ 食器に巻いて用いると洗わずに済
むので水の節約になります

万能ナイフ
簡易トイレなど

屋
外
へ
避
難

全
員
避
難
終
了
！

【避難の長期化を想定】

【すぐに持ち出せる物品】

備
え
て
お
き
た
い
防
災
グ
ッ
ズ

自動火災通報装置の使い方

火災報知機の使い方自家発電機　操作確認（月1回）

 KOMEY

ツナグ
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らゆん（放課後等デイサービス）をご利
用のお子様たちは、夏休みで朝から楽

しい時間を過ごしました。集中して物事に取
り組む様子やはじけるような笑顔などさま
ざまな姿を見せてくれました。また、放課
後の時間だけではできないことを夏休み中
にたくさん体験することができました。

介護士　宇賀神 智子

うりずん日記うりずん日記 わ

制

夏

　　

お名前：伊
い

東
とう

 和
わ

花
か

さん　お名前：染
そめ

谷
や

 優
ゆ

芽
め

さん　

年齢：５歳
ニックネーム：わーちゃん
好 きなこと：
　トランポリン・兄の踊り
嫌 いなこと：
　食べること・足のマッサージ
う りずんてどんなところ？：
　 楽しいことをいっぱいしてくれるところ。
メ ッセージ：毎朝笑顔いっぱいで迎えてくれるスタッフの皆さんがわか
は大好きです！　これからも、わかのとびきりの笑顔をたくさん引き
出してください。よろしくお願いします！！

うりずんの仲間たち

年齢：11月で２歳
ニックネーム：ゆめちゃん、ゆめめ
好 きなこと：抱っこ、オーボール
嫌 いなこと：お着替え、注射
う りずんてどんなところ？：
　いろんな体験をさせてくれるところ。
メ ッセージ：うりずんの皆様には感謝し
かありません。コロナ禍からの利用で
イベントに参加したことがないので、
いつか参加できる日を楽しみにしてい
ます。

ご家族に伺いました♪

●2021年7月～9月のご利用状況 （人）

7月

171

8月

152

9月

162

合 計

485

＊ いずれも延べご利用人数です
●現在の登録状況……… 60名（9月30日現在）

日中一時支援事業

●現在の登録状況……… 25名（9月30日現在）

居宅介護事業

●現在の登録状況……… 15名（9月30日現在）

移動支援事業

●現在の登録状況……… 19名（9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（9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7月～9月のご利用状況 （人）

児童発達支援

放課後等デイサービス

7月

88

81

8月

74

61

9月

87

77

合 計

249

219
＊ いずれも延べご利用人数です

●2021年7月～9月のご来所状況 （人）

見　学　者

ボランティア

計

7月

52

3

55

8月

59

0

59

9月

38

0

38

合 計

149

3

152

見学・ボランティア等ご来所者数

＜＜＜ 各事業稼働状況 ＞＞＞

作では、粘土の感触を味わ
って自由にメモスタンドを作

りました。今年は、オリンピック・
パラリンピックシーズンというこ
ともあり、体を動かす遊びもたく
さんやりました。
　毎年恒例のスイカ割りは、たく
さん応援の声があがり大盛り上が
りでした。時にはスカーフを揺ら
してゆったりタイム。
　夏休み最終日は、防災の日が近
いことで、大きな地震が来たと想
定しての避難訓練を行いました。

玉入れ

スカーフを揺らしてゆったりタイム

メモスタンド制作

スイカ割り

避難訓練

休み中に、身体だけでなくたくさんの
成長を見せてくれたお子様たちです

が、これからも元気に
成長していく姿を楽し
みに、私たちも一緒に
成長していけたらいい
なと思います。
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１）第5回小児在宅医療実技講習会
  【日　時】 2021年11月14日（日）12：45～16：15
  【対　象】  在宅医療に携わる医師、小児科医、小児在宅医療に関心のある医師、看護師、薬剤師、相談支援専門員、教育関係者、

行政職、当事者ご家族、等
  【内　容】 ※今年度は自治医科大学 医学部 小児科学講座の先生方のご協力を頂き開催いたします。

  【定　員】 300名
  【申し込み】Webでのお申込みはQRコードを読み込み専用ホームページでお申込みください。

中枢神経障害、末梢神経・筋障害のお子様の呼吸・嚥下機能（咽頭喉頭機能）不全について
人工呼吸器について講義・実技　
生活の中のポジショニングについて
胃ろうの管理とカニューレ交換について
経管栄養新規コネクタ規格について、
小児在宅医療に係る医療保険と診療報酬について

講　師：小坂　　仁 氏
講　師：池田　尚広 氏
講　師：黒渕　永寿 氏
講　師：辻　　由貴 氏
講　師：桑島　真理 氏
講　師：髙橋　昭彦

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

　今回は「石窯パン工房　パン デ パルク」さんのご紹介。
宇都宮駅から車で5分ほどの所にあるおとぎの国から出て
きたような可愛い建物。中に入ると香ばしいパンの香りに
包まれます。石窯で焼くパンの種類は豊富でどれも美味し
さは間違いなしです。ネーミングも面白く、「天使のおしり」
「悪魔のカレーパン」等見ていても楽しく、目移りして、つ
いつい買いすぎてしまいます。9月の「塩ワッサン祭り」「イ
カスミ祭り」等、毎月季節感たっぷりのイベントも開催さ

れ、イベント名だけでもワクワクしてしまい
ます。LINE に登録するとイベントのお知ら
せが届き、さらに毎月の100円引き限定ク
ーポンも配信されます。美味しくて、お得で、
楽しくて、皆様是非お立ち寄りください。

（三谷知子）

石窯パン工房

パン デ パルク

■石窯パン工房「パン デ パルク」
　本店：宇都宮市中今泉3-8-1  ☎ 028-634-7011
　【営業時間7:00～ 19:00
　【定 休 日】月曜日・月曜日が祝日の場合は翌日
　＊ 石窯パン工房「パン デ パルク」さんは日本栄養給食協会

様として協賛企業会員にご加入いただいております。おとぎの国のパン屋さんみたいな外観

「天使のおしり」は
フワフワ白パン☆

たくさんのパンと
様々なイベントを開催する店内

令和３（2021）年度 栃木県小児在宅医療体制構築事業（栃木県委託事業）

オンライン研修会のお知らせ

２）実務研修会③（2021年度）
  【日　時】 2022年1月23日（日）13：30～16：10
  【対　象】  医療・福祉・教育関係者、行政職、当事者ご家族等
  【内　容】 今災害時の対応：ブラックアウト時における人工呼吸器装着者への対応、災害発生時の関係機関との連携体制づくり
  【講　師】  土畠　智幸 氏（医療法人稲生会　理事長　医師）
  【定　員】 300名
  【申し込み】Webでのお申込みはQRコードを読み込み専用ホームページでお申込みください。

※尚、各研修会についての詳細はうりずんHPまたはとちまるキッズひろばをご覧ください。

　栃木県では人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為である医療的ケアを必要とする子どもやその家族及び
きょうだいが、地域で安心して生活を継続することができるよう、小児在宅医療に係る医療機関の充実を図る目的で毎年研修
会を実施しています。今年度も新型コロナウイルスの感染症対策のため、すべてオンラインによる研修です。
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Regular会員

至誠法律事務所

「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

Special会員Special会員 Special会員

Regular会員 Regular会員

Regular会員

Special会員

　皆様はじめまして。弊社、【有限会社　鈴建】は一般的に建設業における防水工事・塗装工事・外壁工事・
板金工事等を請負う会社になります。現在、宇都宮を中心に栃木県全域、茨城県等の戸建てから大型物件ま
で幅広くご対応しております。今後の目標として、戸建て住宅や集合住宅のリフォーム工事等にフォーカスを
あて力を入れて行きたいと思っております。地元、宇都宮の皆様が「より良い建物」で「より良い生活」が出
来るようにご協力したいと思っております。よろしくお願い致します。

Special会員

有限会社　鈴 建
〒320‒0071　栃木県宇都宮市野沢町310ｰ3　15棟830号
 TEL：028-616-6168　FAX：028-612-5568
URL：https://www.suzuken.xyz/

私自身医療的ケア児をもつ父親であります。うりず
んを利用している子達の笑顔を見ていつも元気を
いただいてます。応援団に加入することで、もっと
もっと皆が笑顔でいれる環境作りのお手伝いが出
来ればと思います。うりずんさんの活動がもっと世
間に広まるよう心から願っております。

（　　　　　　　　　）有限会社 鈴建　代表取締役
鈴木智章様より「うりずん」への応援メッセージ

応援ありがとう
ございます。

　こどもの相談支援だけに特化して、それだけのために
会社を設立いたしました。最初は相談支援事業だけで経営が成り立つのか不安でしたが、多くの方に支え
られ、なんとか事業を継続できております。そして、うりずん応援団の協賛企業になることもできました。
支えていただいている地域の皆様には深く感謝いたします。子どもの相談支援に興味のある相談支援専門
員の方、仲間になりませんか？ 勉強はできないがスポーツも出来ない方も歓迎！ 異動なし！ 休みは自由！ 
職場は自由すぎる雰囲気！ そして給料は少ない！ ぜひ一緒に働いてみませんか？ 子供たちと一緒に成長
できる喜びがあります！

Regular会員

合同会社  エートス
　こども相談センター  えーとす
〒320-0058
宇都宮市上戸祭3‒5‒30
ハイブリッジB201号
TEL：080‒7420‒9122
Mail：kodomosoudaneitos@yahoo.co.jp

うりずん様とのお付き合いも、かれこれ１０年以上
になりますね。職員の皆様が懸命に支援に取り組ま
れているのをずっと見てきました。まだ実現できて
いない夢もきっとあると思いますが、いつか実現す
るぞ、という気持ちでやっていってください。私も可
能な限りサポートしていければと思っています。うり
ずんを応援することは、私にとって幸せなことです。

（　　　　　　　　　）合同会社エートス　代表社員
里村泰行様より「うりずん」への応援メッセージ

「うりずん応援団」コーナー

うりずんHP
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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！

▲高橋信雄様より
　トランポリンクッション

　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。

▲伊藤亮子様より
　動物ステッカー

▲（株）コーセー様よりフェイスケアグッズ

ご寄贈ありがとうございました。

「うりずん応援団」コーナー

　「うりずんを応援してください」という内容のポスターを作成し、市役所に掲示して
おります。「うりずん」及び「うりずん応援団」を広く知っていただくためのもので
す。10月よりデザインも一新し、より「応援♪」♥の広がりを訴えております。
　どうぞ、皆様のお近くで、ポスターを掲示できるところをご紹介いただけますで
しょうか。個人、団体は問いません。是非大きさはA1、A2、A3の3種類をご用
意します。お気軽にうりずん事務局までお問合せください。

　そのポスター発見写真コンテストとして、「うりずん応援団」のポスターを発見した
ら、その写真を撮り、データをお名前・連絡先・撮影場所とともにご応募ください。

　応援団でご協力をおお願いしております、「募金箱」の「おえかきコーナー」のあな
たらしいカスタマイズのコンテストをしたいと思います。
　「うりずん募金箱」の背中をお好きな絵や文字でカスタマイズして、その写真データ
をうりずんに送りください。
　まだお手元に「うりずん募金箱」のない方はお送りしますので、
是非ご連絡ください。
 　【応募方法】うりずん募金箱にお申込みいただき、お手元に届
いたら、「おえかきコーナー」をカスタマイズ。写真のデータ、
連絡先、お名前をメール、メッセンジャー等でお送りください。

｢うりずん応援団」ポスター、掲示して応援しませんか♪

コンテスト 1 ポスター発見写真コンテスト

　　　　　　　募金箱「おえかきコーナー」

オリジナルカスタマイズコンテスト！！開催♥
コンテスト 2

【応 募 先】どちらのコンテストも同じです。
【募集期間】2021年10月1日～2022年1月10日
【お問合せ・ご応募先】
　NPO法人うりずん
　TEL:028-601-7733　FAX:028-665-7744
　Mail: urizn-ouendan@hibari-clinic.com
　うりずん応援団FBアドレス :
　　　https://www.facebook.com/uriznouendan
　　（メッセンジャーをご利用ください）
＊ 応募いただいた方には、うりずんオリジナル記念品を
お送りいたします。
＊ 応募作品は「うりずん応援団 FaceBookページ」にて
随時ご紹介します。

▲ 募金箱裏面の「おえかきコーナ
ー」を好きな絵や文字でカスタ
マイズ !!

▲うりずん応援団ポスター

▲うりずん募金箱
　募金箱の設置にご協力いただける
方はうりずん事務局までお問い合わ
せください。

ご応募お待ちしております♥
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　うりずんの事業に対し、2つの団体より助成金をい
ただきました。厚く御礼申し上げます。

　日本労働組合総連合会様より、9月14日（火）「愛の
カンパ」として、
金600,000円の
地域助成金をいた
だきました。うり
ずんの支援活動に
有効に使わせてい
ただきます。

　また、とちぎコミュニ
ティ基金様より「たかは
ら子ども未来基金　学生
インターン部門」として、
40,000円の助成金をい
ただきました。学生インタ
ーンの内容につきましては
後日ご報告いたします。

《助成金御礼》

日本労働組合総連合会様より助成金

ご寄付　2,233,812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7月1日～ 9月30日（到着分）令和3年7月1日～ 9月30日（到着分）

【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）

 うりずん応援団に、ぜひご参加ください！

岩手県 宇都宮市　五月女夏巳 宇都宮市　麦倉　泰子 さくら市　寺脇　立子 益子町　　原　　　薫 港区　　　酒井三貴子 横浜市　　永田　幸雄 滋賀県
一戸町　　田中　恭子 　　　　　大門　　亘 　　　　　武藤　高茂 大田原市　渡邊　　学 　　　　　原　美沙子 渋谷区　　岩波　　洌 川崎市　　小竿　順子 米原市　　小椋　一司

青森県 　　　　　戸村　仁美 　　　　　谷田貝　香 那須塩原市　関口　清美 埼玉県 新宿区　　佐藤　好美 横須賀市　㈲ヒロ薬局 彦根市　　川村　啓子
青森市　　大瀧　　潮 　　　　　長　　重光 ユー福祉タクシー 　　　　　日下部　慎 さいたま市　渡邊　　誠 　　　　　鈴木　邦道 千葉県 京都府

栃木県 　　　　　塚本　明子 　　　　　山崎　嘉夫 　　　　　髙根澤　孝 川口市　　斉藤　喜作 杉並区　　秋山　をね 千葉市　　柚﨑　通介 京都市　　西尾　圭子
宇都宮市　安藤　　保 　　　　　床井　忠夫 　　　　　横山　　崇 真岡市　　菊池　浩史 白岡市　　福田　英二 台東区　　小原　道子 我孫子市　森田　茂生 大阪府
宇都宮東ロータリークラブ 　　　　　内藤　恵理 ヘアーサロン ジン 吉田　　仁 　　　　　本多　正徳 本庄市　　坂本喜久枝 文京区　　尾﨑　　雄 印西市 池田市　　髙橋　昭夫
　　　　　江川　　昭 　　　　　野上　有子 　　　　　渡邊恵美子  （医）創生会　真岡西部 

  クリニック　趙　達来
群馬県 目黒区　　下島　恵子 　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
吹田市　　吉川かおり

　　　　　小野　健市 　　　　　波木　幸子 鹿沼市　　新川キミ子 高崎市　　鈴木　　隆 小金井市　竹宮　健司 香川県
　　　　　金子　徳代 日本調剤 宇都宮薬局 日光市　　大嶋　洋子 下野市　　青山　泰子 茨城県 立川市　 　　　　　ブレス㈱ 高松市　　英　　早苗
　　　　　三條　安子 橋本　航輔・万莉菜 　　　　　加藤　浩治 　　　　　伊澤　　修 つくば市　手塚　文栄  　（医）さいわいこどもクリ 

 　　ニック　宮田　章子
成田市 福岡県

　　　　　篠﨑　文男 　　　　　半田　　孝 　　　　　佐藤　和彦 　　　　　小島　好子 筑西市　　宮田　絵李 　　湯川　　保・智美 福岡市
清水　武彦・陽子 　　　　　日野　公子 　　　　　塩澤　延江 自治医科大学 小児外科学 東京都 町田市　　横手　貴子 長野県 　にのさかクリニック

　二ノ坂保喜　　　　　清水　康子 　　　　　福本知恵子 　　　　　大門　泰子 小山市　　大山　千加 大田区　　荒木　光子 武蔵野市　遠藤　泰弘 佐久市　　橋本　佳美
　　　　　須田　啓一 　　　　　宮村　　尚 　　　　　平木千紗子 栃木市 江東区　　小野　一巳 神奈川県 愛知県 熊本県
　　　　　須藤　勝則 　　　　　麦倉　敬亮 さくら市　加藤　朋子 若林　広人・広子 　　　　　堀田　聰子 横浜市　　小坂　　仁 北名古屋市　正木　真以 合志市　(NPO）ＮＥＸＴＥＰ

栃木県 宇都宮市　須田　啓一 宇都宮市　走出　政視 鹿沼市　　倉松　俊弘 茂木町　　高津戸英男 港区　　　酒井三貴子 岐阜県 長崎県
宇都宮市　小野　健市   　　　　　須藤　勝則 　　　　　日野　公子 日光市　　小貫美砂恵 茨城県 台東区　　小原　道子 岐阜市　　髙橋　直人 西彼杵郡　下村千枝子
　　　　　木村　りか 　　　　　関端　榮子 　　　　　麦倉　泰子 　　　　　平木千紗子 筑西市　　宮田　絵李 文京区　　尾﨑　　雄 京都府 福岡県
　　　　　木塚　次子 　　　　　大門　　亘 　　　　　簗瀬　静江 下野市　　岡島　美朗 東京都 小金井市　竹宮　健司 京都市　　森本　恵子 久留米市　福田　明子
　　　　　倭文　一彦 　　　　　田中　秀子 　　　　　山口　昌彦 　　　　　田村　　隆 足立区　　玄　　順烈 武蔵野市　遠藤　泰弘 　　　　　西尾　圭子
　　　　　篠﨑　文男 　　　　　塚本　明子 山田みやこと市民の会 栃木市　　若林　広人 荒川区　　中川　　真 神奈川県 香川県
　　　　　清水　康子 　　　　　中野　重房 　　　　　横山　　崇 高根沢町　菅野　安子 葛飾区　　池畑　克江 横浜市　　小坂　　仁 高松市　　英　　早苗

■団体賛助会員　入会・更新　8団体

■個人賛助会員　52名入会・更新（匿名9名）

栃木県 宇都宮市　手塚耳鼻咽喉科医院 山梨県 愛媛県 福岡県
宇都宮市　㈲宇都宮動物園 　　　　　㈲フレンド 中巨摩郡　（医）社団健輝会 げんきキッズクリニック 松山市　　いとう小児科 久留米市　（一社）バンビーノ福祉会 相談支援事業所バンビーノ
　　　　　㈱太陽警備保障内 宇都宮キワニスクラブ 下野市　　おかべこどもクリニック 　　　　（医）福田こどもクリニック

■一般寄付者　延べ122名（うち匿名23名）
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♥ はじめまして。7月より入職しました廣田
治美です。一日でも早く、皆様のお名前とお
顔を覚えていきたいです。うりずんで過ごす
時間が笑顔で楽しくなる様、精一杯頑張りた
いと思いますので、どうぞよろしくお願いい
たします。　　　　　　　　　　 　【介護職】

♥ 7月から入職しました阪井亜由美です。毎
日の関わりの中でたくさんの元気、笑顔を頂
いております。お子さんとの関わりは初めて
であるため、日々勉強ではありますが、頑張
っていきたいと思います。よろしくお願いい
たします。　　　　　　　　　　　【支援員】

廣田治美

●● 新しいスタッフの紹介 ●●

■内　容 :パレード・クリーン大作戦
　　　　　（バンバ広場：二荒山神社前）
■日　時 :2021年12月19日㊐ 11：00～15：00
　今年6回目に
なるサンタ de
ラン。コロナの
影響で、子ども
の貧困は更に厳
しいものになっ
ています。実は・・・
日本に住む子ど
も7人に1人が貧困！！（１クラスに2～3人が貧困）
　サンタdeランは、そんな子どもたちを応援するチャリテ
ィイベントです。その他にも事前イベントとして、高校生が
作成したオンラインで遊べるオリジナルゲーム「サンタDe
ラン」等も行っています。
　是非、貧困で困っている子どもたちのために寄付をする
サンタになってみませんか？？
　※ 詳しくは、とちぎコミュニティ基金のHPをご覧ください。
www.tochicomi.org/santa

■参加申込：
　とちぎコミュニティ基金　サンタdeラン実行委員会
■電　話：028-622-0021
　　        （認定NPO法人とちぎボランティアネットワーク内）

コロナだけどあきらめない！
サンタdeクリーン＆ウォーク

2020年度のサンタ d e ラン　パレードより

　例年12月には200名のご利用者・
ご家族をお招きしてクリスマス会を
実施し、にぎやかに、笑顔溢れる一
日を過ごしてきました。大変残念で
はありますが、昨年に引き続き、新
型コロナウイルス感染を鑑み、今年
度も大きな会の開催は中止すること
となりました。その代わりに、ご利用
者と一緒にクリスマスの雰囲気を楽
しめるよう、うりずんでの日々の活動
の中で出来ることを、また、きょうだ
いたちにも何か楽しみを届けたいと、
スタッフ一同で計画中です。
　また例年多くの皆様にプレゼント
のご支援をいただいてまいりました。
今年も皆様のご支援のお気持ちを
皆様に代わって、うりずんサンタから
ご利用者ときょうだいたちへ「クリス
マスのお楽しみ」としてお届けしたい
と思います。コロナに負けずに楽し

い時間を過ごせますよう、ご協力のほどよろしく
お願い申し上げます。
◆ご寄贈品目
＊ 現金でのご寄付（職員が代わりにご
利用者の年齢に応じたプレゼントを
購入します）　
＊ 物品の場合、年齢を問わず使用でき
るもの（新品）
　（例： あったかグッズや入浴が楽しく

なるようなもの）
◆ご送付方法
＊ 同封の振込用紙にてのお振込み、またはオンラインにての
ご寄付（クリスマスプレゼント代と明記）
＊ 物品の場合は着払いでお送り
いただく（職員が取りに伺う
ことも可能ですので、ご一報
ください）
※ なお、ご協力いただきました
方々は次号の通信で紹介させて
いただきます。

クリスマスプレゼントご寄贈のお願い

ボランティアさんの素敵な演奏

ボランティアさんの読み聞かせ

サンタさんとトナカイさんが乱入 !?

サンタさんから
プレゼントをもらいました

クリスマス会プレゼント

阪井亜由美


