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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。

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

やればできる！ ふれあいまつり

　令和４年９月１０日（土）、「ふれあいまつり INうりずん」が
ライブで開催されました。台風の影響で２日前までは雨降り
でしたが、当日はよい天気に恵まれました。令和２年、３年は
中止となってしまい、３年ぶりのふれあいまつり。日本財団様
の助成を受けて、素敵なステージとテントが用意されました。
２部制とし、申し
訳ないですが今回
は予約制でうりず
んご利用者ご家族
に参加を限定して
密を避けました。
　うりずん屋内で
は、ボッチャやお
菓子釣りなどの室
内遊びやトートバ
ックやプラバンづ
くり、サンタdeラ
ンのバザー、恒例
たまちゃんのフェ
イスペイント、三
線ミニコンサート、
よさこいソーラン
節、そして目玉の

精霊法士トチノキッドショーでした。踊って、ステージでお写
真撮って、お土産もらって帰る。短い間でしたが、集うことの
大切さを感じました。
　午前２時間、午後２時間、同じプログラムで行い、おかげ
さまで無事に終了。あるお子さんから「かき氷はないの？」と。
「ごめん」と謝りました。きっと、来年は食べられますように！

青春は密、子ども時代も密

　令和４年８月、高校野球　夏の甲子園で東北勢として初め
て優勝した仙台育英高校の監督、須江航さんが、優勝インタ
ビューのときに、「青春って、すごく密なので、でもそういうこ
とは全部だめだ、だめだと言われて…」という言葉を残し、多
くの人々の共感を呼びました。青春も密だけど、子ども時代も
密なのです。
　この２年間、子どもたちも、さまざまな行事が中止になり、
給食は前を向いて黙食、外出や人と触れ合う機会は激減しま
した。その２年間は、私たち大人が子どもの頃に経験した２
年間とは全く違うと思います。美味しいね、と話しながら食
べられない、マスクをして表情がわからない、画面越しの会
話…子どもたちは何も言わないかもしれませんが、そのダメ
ージは気がかりです。今後、わが国も感染対策を緩めていく
ことになると思いますが、すんなりと元通りに戻れる子ども
ばかりではないかも知れません。ハレの日もケの日も、感染
対策をしながら、楽しいひと時を増やしていきましょう。
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テーマ：再開と再会♪

秋風が心地よい季節となりました
いつもご支援いただきありがとうございます

短い間でも、じかに会う大切さを感じます
子どもと家族、そして私たちが
当たり前の「日常」を取り戻すため
できることをやっていきます
引き続きよろしくお願い申し上げます

　令和4年 10月

「再開と再会」

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

トチギキッドと仲間の皆さん

駐車場係の薬剤師さんが、ご近所の方の交通誘導さ
れていたのが、とても微笑ましいです。皆さん、ありが
とうございました！

おまつりと言えば
たまちゃんのペイント！
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暑が厳しい秋晴れの日、３年ぶりに「ふれあいまつり IN 
うりずん」が開催されました。コロナ禍ということもあり

密を避け、ご利用者様とご家族様のみの参加で午前・午後の2
部制での開催となりました。
　今回も日本歯科医師会様と日本財団様のチャリティプロジェ
クト「TOOTH FAIRY」事業の支援を受けて実施されました。

テージのオープニングでは、理事長の三線が心地よく流れ、
新生うりずんダンスチームがステージに登場。新しいスタ

ッフを交えての今回は、祭りらしさを出そうと「よさこいソーラ
ン節」に挑戦しました。ご利用者様もステージに上がり、手作
り鳴子を片手に一緒に踊りました。また、「精霊法士トチノキッド」
によるヒーローショーでは、ゆるいながらも素晴らしいアクショ
ン、地元ならではのユーモア溢れる楽しいトークで盛り上がりま
した。ショーの後の写真撮影では、ご利用者様のたくさんの笑
顔が見られました。

　デッキの遊びコーナー
では、スーパーボールす
くいやお菓子釣りが大人
気！子どもたちが集まり、
楽しそうな声が響いてい
ました。

年は「全国障害者
スポーツ大会」が

栃木県で開催されます。
その開催種目の１つであ
る「ボッチャ」の体験コ
ーナーを設けました。ボ
ールのコントロールに苦
戦しながらもうりずん独
自のルールで大笑いでし
た。チャリティーバザー
も皆様からたくさんのご
協力をいただき大盛況で
した。午後からは、たまちゃんによるフェイスペイントが行われ、
笑顔の花がたくさん咲きました。ワークショップでは、プラバン
でオリジナルキーホルダーを作ったり、トートバッグにカラフル
なスタンプを押したり、世界に一つだけの作品作りに真剣な表
情で楽しんでいました。

年は、２部制という初めての試
みでしたが、ご利用者様、ご家

族の皆様の交流の場ができ、たくさ
んの笑顔が溢れていました。ご参加、
ご協力いただいた皆様、ありがとう
ございました。来年こそは、地域の
皆様もお招きして、盛大に開催でき
ることを願っています。（大森 美樹）

脚でもタッチ出来るよ！！一緒にいたずら水鉄砲攻撃 棒を使ってワニにタッチ

　９月４日（日）に（株）デジリハ様主催の「デジリハ体験会」をうりずんにおいて開催しました。デジリハとは、デジタルアート
とセンサーを使い、楽しくリハビリが出来るツールです。
　午前中はうりずんご利用者・ご家族様が参加し、午後は一般の方向けに開催しました。指や腕を動かし街中の人々に水鉄砲攻撃を
仕掛ける「びしゃびしゃパニック」や、壁に映った生き物や乗り物にタッチすると絵が動き出す「そらの水族館」など、まるで楽し

いゲームのよう。一生懸命に腕を振った
り伸ばしたり、ちょっと工夫して脚を使
ってみたり、絵の動きを目で追ったり、
きょうだいでタイムを競いあったり…う
りずんの子ども達もきょうだいさんも元
気いっぱい・興味津々な様子でした。貴
重な機会を設けてくださったデジリハ
様、参加・体験してくださった皆様、あ
りがとうございました。（福田 奈々子）

※デジリハ　Degital Interactive Rehabilitation System (https://www.digireha.com/）

デジリハ体験会 ゲーム感覚で楽しみながらリハビリ!?デジリハ体験会 ゲーム感覚で楽しみながらリハビリ!?

残

ス 今

今

「ふれあいまつり IN うりずん」３年ぶりに開催！！

トチノキッドと一緒に！

フェイスペイント（職員）

のぼり・ステージの横断幕は、
日本調剤株式会社様よりご寄付いただきました

世界にたったひとつの
バック作り

狙いを定めて…
えいっ！（ボッチャ）

皆で踊ろう！
よさこいソーラン節

ご支援者様から頂いたコスモスも
きれいに咲きました

した。午後からは、たまちゃんによるフェイスペイントが行われ、
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本財団（歯の妖精「TOOTH FAIRY」チャレンジキッズプ
ロジェクト）からの助成を頂き、医療的ケア児と家族のため

のレスパイト【うりずんキッズキャンプ】を７月９日（土）10日
（日）、８月20日（土）21日（日）と１泊２日を２回に分けて開
催しました。この事業はうりずんでの今後の事業展開を見据える
ため「ご利用者様の経験」「ご両親のレスパイト」「きょうだい児
支援」「スタッフの経験」の4点を主な目的に実施しました。

日はご参加ご家族の皆
さんワクワクの表情で

いらっしゃいました。うりず
んに入ると、まず目に入った
のが真っ黒な大きなドーム！
　一般社団法人 星つむぎの
村様による、感激、感動のプ
ラネタリウムを体験していた
だきました。そして、うりず
ん屋台では釣り堀、駄菓子屋、
カップキャンドル作りなどの
コーナーを楽しんでいただき
ました。７月は飲食有りで開
催したため、たこ焼きやチー
ズドッグ、スイカ割りを行い、
スイカを頬張るきょうだいさ
んの姿は印象的でした。８月
は世の中の感染状況を鑑み、
飲食は無しで実施しました。

その代わりにお化け屋敷やボールプールなどアクティビティを増
やし、楽しんでいただきました。夕方は家族とお別れし、いよい
よ初めてのお泊り！ うりずんのお風呂に初めて入るお子様たち。
理事長に抱かれてまったりの入浴（超レアな体験！）に、こちら
もほっこりしました。夜のお楽しみは、元スタッフの阿部さんに
よる癒しのピアノ演奏や、理事長の三線演奏もあり、おやすみ前
に素敵な音色に癒されました。真夜中のうりずんはとっても不思
議な空間。朝まで一度も起きずにぐっすり眠る子、夜中に何度も
目を覚ます子、寝付けず朝方からぐっすり眠る子など、日中帯の
いつもの様子とは違う一面を垣間見ることができ、ご家族の大変
さを少しだけ感じることができました。

日10時にご家族のお迎えとなりましたが、この１泊の体
験はご本人様にとってもご家族様にとっても、印象深い経

験になられたのではないかと思います。そして、うりずんにとっ
ても今後のお泊り事業への一歩が踏み出せたと思います。本格
的なお泊り事業開始までにはまだいくつも検討すべきことがあ
ります。もう少しお待ちください。　　　　　（担当　豊田 紀子）

日

当

翌

2021 年サンタdeランにて
（うりずんはファンドレイザー賞をいただきました！）

第７回サンタdeラン＆クリーン！
一日サンタになって、子どもの貧困をなくそう
　今年も子供の貧困撃退のため「サンタ deラン」が開催されます。今年は、３年ぶ
りのラン復活 !!　サンタの格好をして、宇都宮の街を走る「ラン」とごみ拾いをして
街をきれいにする「クリーン」の２つのイベントを企画しています。その他にステー
ジ演出や出店もあります。是非、今年はあなたもサンタになりませんか？　
　詳しくは、とちぎコミュニティ基金のHPをご覧ください。
　https://tochicomi.org/santa/
【お問い合わせ先】とちぎコミュニティ基金　サンタ deラン実行委員会
　    （認定 NPO 法人とちぎボランティアネットワーク内）
　    電話　☎ 028-622-0021　　メール　　info@tochicomi.org

2022年12月18日㊐ 
10：00～15：00（予定）
オリオンスクエア（宇都宮市オリオン市民広場）

日 時

会 場

ジ演出や出店もあります。是非、今年はあなたもサンタになりませんか？　

相談フォーム除幕式の様子
左から、ナイチュウ、スタッフの田中、渡辺、

益子、髙橋と北村副知事

　令和４年７月25日に栃木県医療的ケア児等支援センター「くくるん」の開所式を行いました。栃木県から北村一郎副知事、仲山
信之保健福祉部長、障害福祉課の方々、ナイチュウがご出席いただきました。前日まで天気が悪かったのが噓のような晴天の中、
かしゆりウエアを着た髙橋昭彦センター長が「医療的ケアの必要な方々と支援者が手を取り合い、この地域で育ち、暮らしてよか

ったと実感できる活動にしたい。」と挨拶しました。「くくるん」
の看板の除幕式も行われました。相談支援については、18歳
未満の児だけではなく18歳以上の方や支援者の方も対象です。
開所時間は平日午前９時から午後５時まで、相談フォーム、又は、
くくるんのホームページ（https://www.kukurun.
org）、 電 話（028-678-4601）、 メ ー ル (ikea-
tochigi@hibari-clinic.com)でご相談ください。

栃木県医療的ケア児等支援センター「くくるん」開所式が行われました !!!

うりずんキッズキャンプ報告
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駄菓子おいしい

駄菓子屋さん

お菓子釣り

スイカ割り

親子で
志村食い

水鉄砲

理
事
長
と
お
風
呂

おやすみ～
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介護職　阪井 亜由美

お名前：大
お お の

野 菜
な の は

花さん　
年齢：５歳
ニックネーム：なぁちゃん
好 きなこと：お姉ちゃんたちに抱っこしてもらったり
遊んでもらうこと、エネーボを飲むこと。
嫌 いなこと：離乳食を食べること。
う りずんてどんなところ？：『はじめて』をたくさん
経験させてもらえるところ。
メ ッセージ：初めて離れる時はとても不安でしたが、
優しく、元気で、あたたかいスタッフのみなさん
のお陰で私にとっても娘にとってもとても安心で
きる場所になっています。お迎えに行った時の先生のお話や、たまに入って
いるお写真がとても楽しみです。うりずんに出会えて本当に良かったです。

うりずんの仲間たち
お名前：小

こ ぐ ち

口 雅
ま さ と

斗さん
年齢：14歳
ニックネーム：まぁくん
好 きなこと：
　 車椅子をこぐ事です。
嫌 いなこと：
　耳掃除をされる事です。
う りずんてどんなところ？：
　 うりずんはとても楽しいと
ころです。
メ ッセージ：
　 皆さんと一緒に楽しく遊びたいのでよろしくお願
いします。

らゆん（放課後等デイサービス）のご
利用者様たちは７月下旬から８月いっ

ぱいまで長い夏休みで、朝からゆっくり楽
しく過ごす事が出来ました。みんなで野菜
スタンプを使って暑中見舞いを作成しまし
た。ツルツル、トゲトゲした野菜に驚きな
がらも思い思いに素敵な作品を作る事が出
来ました。

年の夏はとても暑かったのでプールや
かき氷づくりにも取り組みました。コ

ロナ禍でプールに入る機会も減ってしまっ
た為、ご利用者様もワクワク…♪普段とは
違う表情を沢山見せてくれまし
た。素敵な笑顔もいっぱい !!
　かき氷づくりでは「ゴリ
ゴリゴリゴリ　かき氷～
♬」皆で一緒に歌いなが
ら氷を削っていきました。
思ったより力が必要である
と実感しました…。

童発達支
援のご利

用者様と一緒
にひまわり畑
へお出かけも。
天気が良く、
ひまわり達もとっても元気に咲いていました！

い夏休み、思い思いに新しい発見や沢山の思い出がで
きたのではないかと思います。

ご家族に伺いました♪

わ

今

長

児

はい、チーズ！

「夏休み！楽しかった !!」

かき氷をゴリゴリ…

ひ
ま
わ
り
畑
に
て
（
日
光
市
）

冷たくて気持ちいいね♪

野
菜
ス
タ
ン
プ
で

ペ
タ
ペ
タ
！

●2022年7月～9月のご利用状況 （人）

7月

193

8月

195

9月

195

合 計

583

＊ いずれも延べご利用人数です
●現在の登録状況……… 60名

日中一時支援事業

●現在の登録状況……… 24名

居宅介護事業

●現在の登録状況……… 14名

移動支援事業

●現在の登録状況……… 22名

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 ……………………… 14名
＊ 放課後等デイサービス …………… 22名

●現在の登録状況

児童発達支援・放課後等デイサービス事業

●2022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

96

73

8月

84

78

9月

102

81

合 計

282

232
＊ いずれも延べご利用人数です

●2022年7月～9月のご来所状況 （人）

見　学　者

ボランティア

計

7月

24

6

30

8月

14

1

15

9月

30

20

50

合 計

68

27

95

見学・ボランティア等ご来所者数

＜＜＜ 各事業稼働状況 ＞＞＞
（9月30日現在）うりずん日記うりずん日記
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　今回ご紹介するのは、うりず
んから徒歩５分のところにある
「あさや果樹園」さんです。散歩
コースにあり、りんごやぶどう
の木を見ながら「花がさいたね」
「実ができたね」などの話をし
ながら歩いています。
　10月下旬には、りんご狩りで
お世話になっています。その時
期に美味しいりんごを教えてもら
い、ご利用者様と一緒にりんご
狩りを楽しんでいます。

（齋藤 志津香）

あさや果樹園

■あさや果樹園　栃木県宇都宮市徳次郎町390
　【営業時間】9：00～17：00
　　ぶどう／８月上旬～９月下旬　りんご／９月下旬～12月末
　【定 休 日】シーズン中は無休

１）小児在宅医療実務研修会②オンラインセミナー
　 「 地域の頼れるかかりつけ医やレスパイト事業につい

て知るとともに、地域で暮らすご家族の思いを学ぶ」

 【日　時】2022年12月18日（日）
　　　  　12:45～16:30（12:30入室開始）
 【定　員】80名

２）小児在宅医療実技講習会オンラインセミナー
　 「 歯科医師による小児在宅医療の関わりや必要な実技

の習得について」

 【日　時】2023年1月15日（日）
　　　  　13:00～16:30（12:45入室開始）
 【定　員】500名

 【日　時】2023年２月25日（土）26日（日）　9:45～17:00（9:30受付開始）
　　　　　指導看護師養成研修は25日（土）
 【会　場】NPO法人うりずん 
 【受講料】 30,000円（今年度から栃木県障害福祉課より、喀痰吸引等研修第三号研修（特定

の者対象）の受講者、障害福祉サービス事業所等のスタッフに、喀痰吸引研修助成
事業費補助金制度が開始されました）　　　　　　　　　　　　　　　（金澤 知子）
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真っ赤なリンゴ

 KOMEY

静寂に支配された世界で時を刻む音が聞こえる

魔法にかけられたみたいに止まっていたふたりの時間が再び動き出した

君と僕。離れていたその距離が今ゆっくりと近づいていく

今まで通りいかないけれど時計の針は廻り出した

流れる景色のその先に

待っているのは果てない空と僕らが描く未来の扉

刻の魔法がとけた時

申込みQRコード 申込みQRコード

喀痰吸引等研修
第三号研修

申込みQRコード

第三号研修指導看
護師養成研修
申込みQRコード

 １）、２）ともに参加費無料・対象は当事者ご家族、小児在宅医療に関わる全職種（栃木県医療政策課より受託）　

研 お会 ら修 知の せ

令和４（2022）年度 小児在宅医療体制構築事業

喀痰吸引等研修第三号研修（特定の者対象）・第三号研修指導看護師養成研修

助成金御礼

日本労働組合総連合会様より助成金

　日本労働組合総連合会様
より、「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
ずんの活動に有効に使わせ
ていただきます。



うりずん通信

❻

「うりずん応援団」コーナー

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！

　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。

ご寄贈ありがとうございました。

ご寄付　3,505,260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4年7月1日～ 9月30日（到着分）

栃木県 宇都宮市　　廣瀬　芳子 日光市　　　小貫美砂恵 塩谷郡　　　菅野　安子 新潟県 熊本県

宇都宮市　　金澤　林子   　　　　　　御子貝荒江 　　　　　　前田　利一 　　　　　　佐藤　正行 南魚沼市　　内納　静子 熊本市　　　河添竜志郎

　　　　　　生野　裕子 　　　　　　村井佐代子 矢板市　　　石川真由美 市貝町　　　國井　弘子 滋賀県 鹿児島県

　　　　　　小須田るみ 　　　　　　矢古宇栄次 　　　　　　藤本　　早 東京都 大津市　　　藤田　義嗣 奄美市　　　佐藤　美恵

　　　　　　小森谷浩明 　　　　　　簗瀬　静江 那須烏山市　檜山　光治 江戸川区　　清水　勝利 京都府

　　　　　　下泉　秀夫 　　　　　　山口　昌彦 下野市　　　田村　　隆 八王子市　　小沢　　浩 京都市　　　森本　恵子

　　　　　　鈴木　勇二 　山田みやこと市民の会 栃木市　　　鮎田美智子 　　　　　　明城　和子 福岡県

　　　　　　須藤　勝則 　　　　　　吉田　良二 足利市　　　尾澤　嘉孝 小金井市　　竹宮　健司 福岡市

　　　　　　戸村　仁美 　　　　　　渡邊カヨ子 上三川町　　野沢貴美子 　　にのさかクリニック

青森県 宇都宮市　　須藤　勝則 宇都宮市　　益子　誠一 日光市　　　吉原　　忠 本庄市 　坂本喜久枝 小金井市　　竹宮　健司

青森市　　　大瀧　　潮 　　　　　　関根　直久 　　　　　　増山　文男 さくら市　　加藤　朋子 千葉県 神奈川県

岩手県 　　　　　　五月女夏巳 　　　　　　三谷　知子 矢板市　　　藤本　　早 市川市　　　金屋　友子 横浜市　　　永田　幸雄

一戸町　　　田中　恭子 　　　　　　大門　雅樹 　　　　　　宮村　　尚 大田原市　　荒牧　孝道 印西市 川崎市　　　小竿　順子

宮城県 　　　　　　高野　博子 　　　　　　麦倉　敬亮 那須塩原市　関口　清美 　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

横須賀市　　㈲ヒロ薬局

仙台市　　　成田由加里 　　　　　　髙橋　信義 　　　　　　武藤　高茂 　　　　　　髙根澤　孝 愛知県

栃木県 　　　　　　竹下　裕子 　　　　　　村井佐代子 那須烏山市　檜山　光治 　　　　　　ブレス㈱ 北名古屋市　正木　真以

宇都宮市　　秋野　　毅 　　　　　　長　　重光 　　　　　　谷田貝　香 真岡市　　　菊池　浩史 東京都 滋賀県

　　　　　　市瀬　俊子 　　　　　　塚田　浩史 　　　　　　柳田　正博 　　　　　　趙　　達来 港区　　　　酒井三貴子 大津市　　　藤田　義嗣

　　　　　　今泉あゆ美 　　　　　　床井　忠夫 　　　　　　山口　昌彦 下野市　　　小島　好子 　公財）社会貢献支援財団 大阪府

　　　　　　薄井　益美 　　　　　　内藤　信雄 　　　ユー福祉タクシー 　　　牧野伸二様、伸子 江東区　　　堀田　聰子 池田市　　　髙橋　昭夫

　　　　　　遠藤　美紀 　　　　　　野呂　和子 　　　　　　渡邊カヨ子 小山市　　　大山　千加 品川区　　　菱沼　　郷 吹田市　　　吉川かおり

　　　　　　岡部　昇子 　　　　　　橋本　紀子 鹿沼市　　　中田　　誠 足利市　　　尾澤　嘉孝 大田区　　　荒木　光子 熊本県

　　　　　　金子　徳代 　　　　　　半田　　孝 日光市　　　大嶋　洋子 塩谷郡　　　佐藤　正行 渋谷区　　　市川　　洌 熊本市　　　河添竜志郎

　　　　　　岸本　文嘉 　　　　　　廣瀬　芳子 （医）社団志幸会 木村内科医院 市貝町　　　國井　弘子 杉並区　　　秋山　をね 宮崎県

　　　　　　小須田るみ 　　　　　　福田　　勤 　　　　　　大門　泰子 壬生町　　　濱野　淳子 荒川区　　　出井　洋平 宮崎市　　　後藤　美樹

　　　　　　小森谷浩明   （医）福田こどもクリニック 　　　　　　手塚　圭祐 埼玉県 練馬区　　　櫻林郁之介 鹿児島県

　　　　　　崎谷　徹夫 　　　　　　福本知恵子 　　　　　　長嶋須美子 さいたま市　宮谷　博幸 江戸川区　　清水　勝利 奄美市　　　佐藤　美恵

　　　　　　下泉　秀夫 　　　　　　藤田　　健 　　　　　　前田　利一 　　　　　　渡邊　　誠 八王子市　　明城　和子

　　　　　　鈴木　勇二 　　　　　　藤野　正勝 　　　　　　山口健太郎 川口市　　　斉藤　喜作 町田市　　　横手　貴子

■個人賛助会員　50名入会・更新（匿名11名）

■一般寄付者　延べ122名（うち匿名19名）

折り紙

ウルトラマン
基金より
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■団体賛助会員　入会・更新　７団体（匿名１団体）
福島県 宇都宮市 　㈲フレンド 熊本県

西白河郡 　特定非営利活動法人　ほっとアクト 佐野市 　柳川小児科医院 合志市 　認定ＮＰＯ法人　ＮＥＸＴＥＰ

栃木県 大阪府

宇都宮市 　企業組合　とちぎ労働福祉事業団 堺市 　医療法人輝優会　かがやきクリニック



❼

第 43号

「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。

うりずん応援団キックオフコンサートうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサうりずん応援団キックオフコンサーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトうりずん応援団キックオフコンサート
　昨年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＆キックオフコンサート」を開催します。出演は、うりずん応援団名誉団長
キャプテンうっちゃる船長」の「歌う海賊団ッ！」。大ホールでの「海賊団ッ！」
コンサートは音響・照明も充実して迫力満点です！

※定員に達し次第受付終了となります。何卒ご了承ください。
※今後の感染状況等により変更される場合もあります。
　ホームページ等でもお知らせをいたします。

2022年11月19日（土）　13時開演／定員500名
《会場》宇都宮市文化会館 大ホール　　《出演》歌う海賊団ッ！

うっちゃる船長は、
うりずん応援団
　名誉団長です！

お 知 らせ

【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
　　Premium１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 協賛企業会員】
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あなたの誇りを建てる。
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 うりずん応援団に、

　ぜひご参加ください！
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● 名　前： 増田　卓哉（ますだ・たくや）さん
● 経　歴： 自治医科大学医学部卒業、芳賀赤十字病院小児科、NPO法人そらいろコアラ共同代表

● 尊敬している人：マザーテレサ、ガンジー、うりずんに関わるみなさま

● 休日の過ごし方：子どもと遊ぶ、近所のマイナー公園巡り、コメダ珈琲

●  うりずんに対する思い：医学生時代からずっとうりずんの活動に感銘を受けていました。誰もが、
安全に安心して、当たり前の、普通のくらしができる社会にしたいです。ご利用者さま、ご家
族の皆さまともなるべく近い存在でいられるような関わりを持てたら嬉しいです。素敵な理事
の皆様に囲まれて、微力ながら、少しでも貢献できればと思います。よろしくお願い致します。

　例年１２月は、ご利用者・ご家族をお招きしてクリスマス会を
行ってきました。毎年 200 名以上が集い、にぎやかに、笑顔
溢れる一日を過ごしてきましたが、昨年は新型コロナウイルス
感染を鑑み、オンラインでクリスマスの雰囲気を楽しんでいた
だきました。

　今年は３年ぶり
に対面でのクリス
マス会の開催を予
定しています！今回
もご利用者ときょ
うだいたちへ「クリ
スマスのお楽しみ」
としてうりずんサン
タからプレゼント
をお届けしたいと
思います。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）

＊「アマゾン欲しいものリスト」から購入
　（ネットショッピングAmazonの利用サービス）
＊ 品物の場合（１歳～40歳までの）ご利用
者様とそのきょうだいたちが喜びそうなもの（新品のみ）
※ ぬいぐるみやイベント品はご遠慮いただいております。

◆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）
＊ アマゾンをご利用の場合、右記のQRコードか
らご購入ください
＊品物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）
※ 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

カメラに向かっ
てハイポーズ クリスマスプレゼント

ある年のクリスマス会での
理事長とのツーショットです

オンライン
クリスマス会

アマゾン欲しいものリスト

認定特定非営利活動法人 うりずん  の新理事のご紹介！

♥ ７月に入職しました。看
護師の土瀬一実です。利用
者様やご家族、スタッフの
方々からたくさんの学びをい
ただいております。一人ひと
りに寄り添いながら皆様の
お役にたてるよう頑張りた
いと思います。よろしくお願
いいたします。　　【看護師】

♥ ８月から保育士として働
かせていただいております、
秋谷美千子です。スタッフ
の明るく笑いのたえない姿
に追いつけるよう、そして
可愛いお子様が楽しく過ご
せるよう、がんばります。
どうぞよろしくお願いいた
します。　　　　  【保育士】

♥ ７月から入職しました事
務の田中靖子です。毎日楽
しい音楽が流れて笑顔があ
ふれているうりずんが大好
きです。まだまだ慣れない
事も多いですが精一杯頑張
っていきたいと思いますの
でどうぞよろしくお願いい
たします。　　　　  【事務】

♥ はじめまして。９月から
事務として働き始めました
小島麻紀です。毎日ご利用
者様やスタッフの皆様の明
るさから元気を頂いていま
す。初心を忘れず、皆様の
お役に立つことができるよ
うに頑張ります。よろしく
お願いします。　　  【事務】
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●● 新しいスタッフの紹介 ●●
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