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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

動物園で笑ガオ～

　令和4年6月5日（日）、第8回のドリームナイト・アト・ザ・
ズーが開催されました。雨降りの予報に反して、幸い暑くも寒
くもない絶好の天気となりました。飲食なし、集合なし、午後
の好きな時間に来て、好きな時間に帰る形でしたが、フェイス
ペイントやチョコバナナもあり、実行委員の皆さんが集めて
くださったお土産をお渡しして終了しました。めったに会え
ないのか閉園間際まで話し込んでいた皆さんや、別々の家族
のきょうだいたちが手を取り合って動物を見に歩いていたの
がとても印象的でした。やっぱりライブは良い！（写真1）

　お天気を祈っ
てくださった皆さ
ん、ご参加のお子
さんときょうだい
さん、ご家族の皆
さん、宇都宮動物
園の皆さん、実行
委員、ボランティ
ア、物資をご寄付
くださった企業の

皆さん、うりずんスタッフの皆さん、本当にありがとうござ
いました。日曜日の大勢の来場者の中に、結構な数の車いす
の皆さんが混ざった光景は、とても新鮮で素敵でした。

りべるたす理事長の伊藤佳世子さん来訪

　平成18年の夏のこと。千葉県のある病院の筋ジストロフィ
ー病棟に入院中だったAさんが、10数年ぶりに１泊の外出をし
ました。その目的は「家で冷やした冬瓜の煮物を食べたい」と
いうことでした。夢は叶いましたが、Aさんは「病院で暮らし
たい人なんていない。病院を出たい」と言いました。病棟の介
護職員だった伊藤佳世子さんが、地域の社会資源を調べたと
ころ、常時介護が必要だったAさんが病院を出て暮らすために
は、24時間在宅介護の支援ができる事業所が必要ということ
がわかりました。伊藤さんはある日「あなたが地域に帰れるよ
うに準備するから」と病院を辞めて、１年かけて会社を立ち上げ
て24時間の在宅介護支援ができる事業所をつくりました。そ
して病院に迎えに行き、Aさんは30年ぶりに退院を果たした
のです。その後も、何人もの人が退院しました。Aさんは、今
では地域で一人暮らしをしています。伊藤さんは、地域で必要
なサービスを作り続け、今では、社会福祉法人りべるたすとし
て、人工呼吸器をつけた人が住むグループホームを運営してい
ます。私は以前、そのグループホームを見学したことがありま
すが、ある呼吸器をつけた野球好きの男性が、毎日のように少
年野球を見に行って日焼けで真っ黒になったお顔を拝見し、外
出は社会参加ということを実感しました。
　令和4年6月、伊藤さんが千葉の皆さんを連れてうりずんを
見にきてくださいました（写真２）。地域の課題に気づいた人た
ちが、それぞれの地域で、目の前のことをやる、それを笑顔で
繋いでいくことが、どの地域でもお子さんとご家族が普通に暮
らせる社会を目指すことになるのです。

（写真１） ライブで会うのも久しぶりのご家族、
ご機嫌な笑顔です！

▲新作被り物ホワイトタイガーと
　うりずんTシャツで笑ガオ～

（写真2） 千葉の社会福祉法人りべるたすと社会福祉法人ワーナーホームの
皆さん。向かって右から３人目が伊藤佳世子さん（ペンギンさん）
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テーマ：笑ガオー　  で繋ぐ地域♪

暑中お見舞い申し上げます
このたび栃木県より委託を受け
医療的ケア児等支援センターを
オープンすることになりました
引き続きご指導、ご支援のほど
お願い申し上げます

　令和4年7月

「笑ガオー    で繋ぐ地域」

認定特定非営利活動法人うりずん

理事長　髙 橋 昭 彦
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　7月25日に栃木県医療的ケア児等支援センター くくるんを、
栃木県障害福祉課からの委託を受けて当法人で開設いたしまし
た。センター長は当法人理事長髙橋昭彦が務め、医療的ケア児
等コーディネーターの看護師と相談支援専門員が業務にあたり
ます。これからもご支援・ご指導のほど、よろしくお願い致します。
【医療的ケア児等支援センターとは】
　医療的ケアのある方が地域
で安心して暮らしていくため
に、医療的ケアのある方のご
家族や支援者から相談を受け、
必要な情報提供や地域の関係
機関と連携して支援を行うと
ころです。

【業務内容】
① 相談窓口の設置（県内全域）
②  医療的ケアのある方やご家族への理解を図るため、県民を対
象とした講演会の開催、ホームページでの情報発信

③ ご家族を対象とした研修会や相談会・交流会の企画・実施
④  県内の保健・医療・福祉・教育・就労などの関係機関とのネット
ワークの構築

【相談窓口】
栃木県医療的ケア児等支援センター くくるん
宇都宮市徳次郎町365‒１　特定非営利活動法人　うりずん内
TEL：028-678-4601　FAX：028-665-7744
 Mail：ikea-tochigi@hibari-clinic.com　　　　　　
受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始等事業所の休業日を除く）

　4月10日はきょうだいの日（シブリングデイ）です。きょ
うだいの日とは、父の日、母の日同様の、きょうだい版の記
念日です。（きょうだい：病気や障がいを抱える兄弟姉妹を持つきょ
うだいのことです。）

＊
　うりずんでも、4月10日（日）に、きょうだいさん向けに「う
りずん無料開放イベント」を行いました。ボランティアを募り
イベントを運営しましたが、ボランティアとして参加してくだ
さった高学年のきょうだいさんもいました。
　内容は、お庭でエアトランポリン、HIPHOPダンス、うり
ずんにある楽器や、おもちゃ遊び。コロナの影響で、なかなか
うりずん内に入ることができないきょうだいさんにとって、自

分のきょうだいがいつ
も楽しそうに通ってい
るうりずんは、憧れの
場所のようで、「うりず
んの中に入ってみたい」
というきょうだいさん
の声から、イベント内
容を考えました。

　当日は、10家族41名の方が参加くださり、そのうち17名
のきょうだいさんが色々なブースで元気いっぱい遊びました。
きょうだいさんだけではなく、お父さんたちが身体をいっぱ
い動かして楽しむ姿も印象的でした！ 初めての試みでしたが、
皆様にとても喜んでいただきました。
　急な呼びかけでしたが参加してくださった皆様、ボランティ
アの皆様、本当にありがとうございました。

（イベント企画担当：佐藤 英治）

とちぎナイスハート推進マスコットキャラクター
「ナイチュー」ととちまるくん

しぶたねさんのポスター 小さい子のお世話をするきょうだいさん

家族でエアトランポリンみんなでおままごと ダンスレッスン♪

4月10日　きょうだいの日（シブリングデイ）
うりずん開放イベント開催！！

栃木県医療的ケア児等支援センター開設

【医療的ケア児等支援センターとは】

仲良し！
！
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月5日（日）、宇都宮動物園において「第8回 Dreamnight 
at the Zoo」が開催されました。今回はうりずんのご利用

者・ご家族181名、47家族の参加となりました。天候が不安定
な日が続いていましたが、子どもたちが作った大きなてるてる
坊主のおかげで、大雨になることなく無事に開催することがで
きました。

年もフェイスペイント、チョコバナナ、ポニー乗馬体験の
他、昨年はコロナの関係でできなかった、わんわんショー

や、大道芸人、マジックショーなど、盛りだくさんの内容でした。
　「わぁー、すごい大きなキリン！」「ゾウが見えるよ！」と子ども
たちの楽しそうな声を聞いたり、動物と触れあいながら一緒に写
真を撮る姿を見て、開催できて本当に良かったと思いました。

でも、印象に残っていることは、ご家族同士で「○〇ちゃん
は今、どこの学校へ行っているの？」「おっきくなったね～」

と再会を喜び、一緒に写真を撮っている様子でした。なかなか対

面での行事が行えない中、Dreamnight 
at the Zoo がご家族にとっても繋がる
機会になっていると感じ、たいへん嬉し
い気持ちになりました。

だ新型コロナウイルスが落ち着かない状況下でしたが、宇
都宮動物園の皆様、実行委員会の皆様、ボランティアの皆

様、ご支援くださった協賛企業の皆様、沢山の方々のお力によ
り無事開催する事が出来ました。心より感謝申し上げます。

（阪井 亜由美）

受付にて

▲

宮子ちゃんと一緒に「はい！チーズ★」 皆と一緒にパシャリ！

6

中

ま

今

第8回 Dreamnight at the Zoo

たくさんの笑顔と笑い声に溢れました！！

●Dreamnight at the Zoo にご支援頂いた協賛企業・個人の皆様（順不同・敬称略）
　 スイーツタカヨシ、ホテル丸治、アクティチャレンジ、キング商会、大丸製菓
　 スペースエモーション、共栄青果、キリンカフェ、今井美静

●Dreamnight at the Zoo とは…
　重い障がいや病気のあるお子さまとそのご家族を動物園・水族館
に招待し、気兼ねなく楽しいひと時を過ごしてもらうための国際的
なプログラムです。1996年にオランダのロッテルダム動物園から
始まりました。世界で46ヶ国、国内では約30の施設で実施されて
います。宇都宮でも、2014年から宇都宮動物園がその趣旨に賛同
してうりずんも共催し、うりずんのご利用者様ご家族と、自治医科
大学附属病院の小児がんのお子様を招待しています。

【JAMMIN×うりずんコラボ】
チャリティーTシャツ再販のご報告

　5月いっぱいJAMMIN×うりずんチャリティーTシャツを再販していた
だきました。ご購入くださいました皆様本当にありがとうございます。
チャリティーの金額は60,400円になりました。
　ご利用時に着て来所くださる子どもたちや、「今回もたくさん買いまし
た！！」とご報告してくださるご家族もいました。そして、6月に開催した
Dreamnight at the Zooで
は、たくさんのご家族様がお
揃いコーデで参加くださいま
した！！　デザインもとっても
可愛いので、うっとり♪　
JAMMINさん、素敵な企画
をありがとうございました。
（JAMMIN　Tシャツ担当：

佐藤 英治）

お気に入りの
ウサギさんと一緒に♡

▲

大
き
な
ポ
ニ
ー
を
ジ
ー
っ
と
…
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介護福祉士　浅野 祥子

お名前：臼
う す い

井 千
ち は や

隼さん　
年齢：３歳
ニックネーム：ちーくん
好 きなこと：
　 音の出るおもちゃのボタンを連打、ドアや窓
を開け閉めすること、遠くから電車を見ること
嫌 いなこと：
　掃除機の音、ドライブ中の信号待ち
う りずんてどんなところ？：お友達と一緒に
新しい経験ができる楽しいところ
メ ッセージ：家では見せない新たな一面を聞く
たび、驚きとともに成長を感じ嬉しく思って
います。スタッフの方々の笑顔と温かさに包
まれたうりずんで過ごす時間は、かけがえのないものになっていると
思います。これからもよろしくお願いします。

うりずんの仲間たち
お名前：谷

たにじり

尻 快
か い と

斗さん　
年齢：１歳
ニックネーム：かいちゃん
好 きなこと：
　 おもちゃナメナメすること、
抱っこしてもらえること
嫌 いなこと：
　 ナメナメしてたおもちゃを取
り上げられちゃうこと
う りずんてどんなところ？：
　 スタッフの方がみんな優しくて
親も安心して預けられる場所
メ ッセージ：
　 いつもありがとうございます！うりずんに出会えて
よかったです！

年ぶりに光来さん、お母さま、ヘルパーの
３人でバスに乗ってお出かけをしました。

久しぶりのバスなので、しっかり時刻をチェック

ご家族に伺いました♪

うりずん日記うりずん日記 ３

していざ乗車！！
　嬉しくてワクワク♬ 外をキ
ョロキョロ見ながら目的地の
久遠チョコレート宇都宮店目
指して出発です。満員バスに
揺られ目的地のバス停に到着。
開店まで少し時間があり、目
の前の美術館の周辺をお散歩
しました。お天気も良く外の
空気が気持ち良かったです。
　

内に入ると、「どれにしようかな？」と迷っ
てしまうほどたくさんの種類のチョコレー

トがありました。おやつに食べたいチョコレート
と、お父さんに頼まれたチョコレートを選びお会
計を無事済ますと、店内のスタッフさんから「味
見のチョコレートをどうぞ」とお声をかけていた
だきました。また、どれにしようかと迷い選ぶ姿
に、私もほっこり。　

りのバスの中では、目的を達成し
たぞ！！ と満足な表情で、リラッ

クスされバスに揺られ帰りました。　
　はじめてのことや、行きたい場所に
行くチャレンジをするご利用者様のそば
で、私たちスタッフも、ワクワクドキド
キを一緒に楽しませていただいています。ご利用者様のはじめの一歩や、やりたいこと
にご一緒させていただける日々に感謝です。

運転手さん見守られてバスに乗車

「移動支援でお出かけ」

店

帰
お店到着！！

店員さんから商品を受け取りました

●2022年4月～6月のご利用状況 （人）

4月

164

5月

169

6月

195

合 計

528

＊ いずれも延べご利用人数です
●現在の登録状況……… 59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

82

60

5月

87

84

6月

107

87

合 計

276

231
＊ いずれも延べご利用人数です

●2022年4月～6月のご来所状況 （人）

見　学　者

ボランティア

計

4月

7

22

29

5月

10

3

13

6月

20

37

57

合 計

37

62

99

見学・ボランティア等ご来所者数

＜＜＜ 各事業稼働状況 ＞＞＞
（6月30日現在）
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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

　今回ご紹介するお店は、旧うり
ずん（旧ひばりクリニック）にある
「WILDKITCHEN KUMAKUMA」
さんです。昔のひばりクリニックの
面影がある建物で、受診したことの
ある人は、「ここが診察室かも！！」と
なんだかワクワクします。

　ここのお店のオススメはなんといっても、特
注極太焼うどんです。もっちりとした食べご
たえで、基本はバター醬油味ですが、途中
で味変できるソース付です。
　また、外にある窯で焼いた本格ピザ
も美味しいです。是非是非食べに行っ
てください♪ 色んな意味で楽しめると
思います！！　　　　　 　  （菊地英子）

WILDKITCHEN
KUMAKUMA

■ WILDKITCHEN KUMAKUMA
　 〒 321-2118　栃木県宇都宮市新里町丙357-14
　 【営業時間】ランチ /11:30 ～ 15:00　ディナー /18:00 ～ 21:00
　【定 休 日】水曜日

　令和３年度も新型コロナウイルス感染症の影響で経営的に厳しい
一年となりましたが、皆様のご理解とご支援により何とか黒字を確
保することができました。心より御礼申し上げます。（詳細は別表
をご覧ください）
　おかげさまで、緊急事態宣言が全国に発出された一昨年度と比べ
るとお預かり数も回復し、その後も順調に推移しております。一方、
ご利用者を安全・安心にお預かりするという「うりずんの支援方針
（ほぼ1対1の手厚い人員配置、緊急で必要な支援は制度外でも無
償か実費のみで行う）」に対し、行政からの給付金が不十分な状況
は続いています。
　一人でも多くの子どもと家族に笑顔を届けるために、引き続き、
うりずん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）

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３年度決算報告

経常収入 （収入総額） （事業費のみ）
  事業収入 97,073,124 97,073,124

  寄付金・賛助会費・協賛会費 12,417,298

  助成金等 1,372,221 1,372,221

合　　計 110,862,643 98,445,345

経常支出

  経常支出

  　事業費 99,106,744 99,106,744

  　（うち人件費） 78,904,997 78,904,997

  　管理費 8,011,709 8,011,709

合　　計 107,118,453 107,118,453

収支差額 3,744,190 -8,673,108

※  昨年度は、延べ904名の個人・団体・企
業の皆様から12,417,298円のご支援をい
ただきました。心より感謝申し上げます。

 KOMEY

僕の笑顔と君の笑顔

みんなの笑顔をつなげていけば

やがて大きな円になる

たとえ雨が降り続いても

みんなが笑顔でいれたなら

その円は決して消えたりしない

誰かが円を切ろうとしても

僕らの笑顔が消えない限り

決して途切れることはない

そんな円をつなげていけば

それは固いキズナになって

世界をつなぐ架け橋になる

Circle　―笑顔でつなぐ未来―

令和３年度 決算報告

で味変できるソース付です。ナポリピザ

まきギョウザ

極太焼きうどん

寄付がないと
赤字に…
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「うりずん応援団」コーナー

ご寄付　2,308,954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4月1日～6月30日（到着分）

青森県 宇都宮市　大谷　孝吉 宇都宮市　須田　啓一 宇都宮市　半田江津子 日光市　　吉新　春久 下野市　　篠崎　岳彦 千葉県 神奈川県

青森市　　大瀧　　潮 　　　　　大登　民枝 　　　　　須藤　勝則 　　　　　半田　　孝 　　　　　沼尾　泰子 　　　　　小島　好子 印西市　　ブレス㈱ 横浜市　　永田　幸雄

岩手県 　　　　　岡　　香代 　成常建設㈱代表取締
　役社長　山中　和弥

　　　　　福田　健史 　　　　　大橋　康宏 　　　　　中平　啓倫 我孫子市　森田　茂生 横須賀市　荒井　泰夫

一戸町　　田中　恭子 　　　　　岡本寿美子 　　　　　福本知恵子 　　　　　大島　倫子 　　　　　本間　洋子 東京都 　　　　　㈲ヒロ薬局

福島県 金田千惠子 　　　　　関口　忠司 　　　　　藤岡　浩美 　　　　　大嶋　洋子 小山市　　竹内　明子 世田谷区　雨宮由紀枝 藤沢市　　平元　詢二

郡山市　　舘野　幸男 　　　　　瓦井　健一 　　　　　関端　榮子 　　　　　増山　文男 　　　　　大門　泰子 　　　　　野澤　　裕 　　　　　大熊由紀子 静岡県

群馬県 　　　　　菊地　和子 　　　　　髙橋由紀子 　　　　　武藤　高茂 　　　　　芳賀マサ子 　　　　　深谷　祥子 　　　　　田中　　滋 伊豆の国市　木内　由美

高崎市　　鈴木　隆 　　　　　倉井カツ子 　　　　　髙村カツ子 　　　　　村田　光敏 　　　　　鈴木　法子 栃木市　　岡泉ゆみ子 目黒区　　下島　恵子 大阪府

渋川市　　菅野　圭一 　　　　　小須田るみ 　　　　　竹内美由紀 　　　　　山口　昌彦 さくら市　加藤　幸子 足利市　　大谷　弥生 渋谷区　　市川　　洌 箕面市　　折田みどり

栃木県 　　　　　小林　英二 　　　　　竹澤奈穂美 　　　　　横松　　晃 　　　　　加藤　朋子 塩谷町　　小野﨑千鶴子 港区　　　酒井三貴子 池田市　　髙橋　昭夫

宇都宮市　相場　秀明 　　　　　小林満里子 　　　　　竹下　裕子 　　　　　米桝ひで子 　　　　　君嶋　福芳 　　　　　石下　怜亜 江東区　　小野　一巳 滋賀県

　　　　　赤羽　大樹 　　　　　駒場　哲子 　　　　　床井　忠夫 鹿沼市 大田原市　渡邊　　学 　　　　　飯山　啓子 中野区　　松田　清人 大津市　　大屋津多江

　　　　　安藤　正知 　　　　　斎藤　公則 栃木県特別支援学校長会 　歌う海賊団ッ！キャ
　プテン☆うっちゃる

那須塩原市　児玉　幸弘 壬生町 　　　　　中村　洋一 愛媛県

　　　　　石川　恵子 　　　　　佐久間豊子 　　　　　富永　京子 　　　　　齋藤　茂子 獨協医科大学病院看護部 文京区　　尾﨑　　雄 松前町　　豊田ゆかり

　　　　　入江　政子 　　　　　佐々木佳子 　　　　　直井　　茂 　　　　　柴田　賢一 　　　　　髙根澤　孝 埼玉県 品川区　　菱沼　　郷

　　　　　上田由美子 　　　　　篠﨑　文男 　　　　　橋本　匡夫 　　　　　豊田　紀子 那須烏山市　加瀬　元彦 川口市　　斉藤　喜作 新宿区　　敷田　牧子

　　　　　臼井　佳子 ジブラルタ生命有志 　　　　　橋本　紀子 日光市　　阿部　　博 真岡市　　上野富貴子 　　　　　大川たかね 板橋区　　櫻井　敏子

宇都宮中央ライオンズクラブ 　　　　　清水　康子 　　　　　塙　　隆之 　医療法人社団志幸会
　木村内科医院

　　　　　村上　八郎 本庄市　　坂本喜久枝 練馬区　　大塚　孝司

宇都宮90ロータリークラブ 　　　　　白石　洋子 　　　　　羽石　洋子 下野市　　粥見　美夏 志木市　　篠塚はるみ 調布市　　大川　周二

　　　　　大柿　裕一 　　　　　助川　　勉 　　　　　早川美奈子 　　　　　我妻　英司 おかべこどもクリニック さいたま市　渡邊　　誠

群馬県 宇都宮市　清水　康子 宇都宮市　走出　政視 日光市　　鈴木　法子 壬生町　　米内　美代 大田区　　荒木　光子 藤沢市　　菅原　由美 岐阜県

渋川市　　菅野　圭一 　　　　　白石　洋子 　　　　　羽石　洋子 　　　　　芳賀マサ子 茨城県 八王子市　大村　　茂 　　　　　平元　詢二 岐阜市　　矢嶋　茂裕

前橋市　　鈴木　美雪 　　　　　須田　啓一 　　　　　半田　　孝 さくら市　君嶋　福芳 つくば市　手塚　文栄 杉並区　　川口有美子 千葉県 石川県

栃木県 　　　　　須藤　勝則 　　　　　福田　朋子 大田原市　荒牧　欣子 筑西市　　三反﨑則子 台東区　　滝島　真優 我孫子市　杉田　　伸 小松市　　清水まゆ美

宇都宮市　青山　光江   　　　　　関口　忠司 　　　　　増子　孝徳 　　　　　渡邊　　学 埼玉県 立川市　　田添　敦孝 　　　　　杉田　智子 愛媛県

　　　　　赤羽　大樹 　　　　　五月女夏巳 　　　　　丸山由美子 那須烏山市　加瀬　元彦 川口市　　大川たかね 荒川区　　中川　　真 東金市　　高橋　淳子 松前町　　豊田ゆかり

　　　　　秋野　　毅 　　　　　高木登茂子 　　　　　三品　朋子 真岡市　　上野富貴子 志木市　　篠塚はるみ 西東京市　西川　義昌 静岡県 宮崎県

　　　　　石川　恵子 　　　　　髙橋由紀子 　　　　　村田　弘子 下野市　　中平　啓倫 さいたま市　藤本　真二 渋谷区　　東尾　愛子 伊豆の国市　木内　由美 日南市　　池田　輔昭

　　　　　上田由美子 　　　　　髙村カツ子 　　　　　横松　　晃 　　　　　本間　洋子 東京都 国分寺市　広瀬　文子 大阪府 宮崎市　　市原　美穂

　　　　　臼井　佳子 　　　　　髙柳愼八郎 　　　　　米桝ひで子 小山市　　深谷　祥子 練馬区　　遠藤　頼子 足立区　　村田　君江 箕面市　　折田みどり 長崎県

　　　　　鴨志田好子 　　　　　多門　　孝 　　　　　渡邊恵美子 足利市　　椎原　弘章 　　　　　大塚　孝司 板橋区　　山岸志恵子 滋賀県 西彼杵郡　下村千枝子

　　　　　日下　幸雄 　　　　　富永　京子 日光市　　大島　倫子 高根沢町　菅野　安子 江東区　　小野　一巳 神奈川県 大津市　　遠藤　正一

　　　　　小池　　譲 　　　　　直井　　茂 　　　　　加藤カツイ 塩谷町　　小野﨑千鶴子 港区　　　酒井三貴子 横須賀市　荒井　泰夫 　　　　　大屋津多江

　　　　　小林　英二 　　　　　中村　京子 　　　　　須佐　佳子 　　　　　塚原　政雄 中野区　　相澤　裕子 大和市　　関根まき子

■団体賛助会員　入会・更新　15団体

■個人賛助会員　102名入会・更新（匿名9名）

群馬県 栃木県 宇都宮市　　（社福）晃丘会  おおるりの森 宇都宮市　　栃木県済生会宇都宮病院　

沼田市 医療法人  大誠会　内田病院 宇都宮市 　　　　　　公益社団法人 栃木県看護協会 　　　　　　和食  うおえい

茨城県 　（社福）晃丘会  指定障害者支援施設  ひばり 　　　　　　（社福）房香会  しのいの郷 高根沢町　　谷口医院

筑西市 宮田医院 　　　　　　宇都宮協立診療所 　　　　　　（社福）晃丘会  シャトーおおるり 那須塩原市　さいとうクリニック

　　　　　　大柿歯科医院 　　　　　　税理士法人 TOC英和 日光市　 （社福）明神保育園

■一般寄付者　延べ157名（うち匿名22名）

　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。
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「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
うりずん応援団うりずん応援団
　　キックオフコンサート　　キックオフコンサート　　キックオフコンサート
うりずん応援団
　　キックオフコンサート

2022年11月19日（土）開催決定!!　
《会場》宇都宮市文化会館 大ホール
《出演》「歌う海賊団ッ！」の皆様♬

★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（今後の感染
状況等により変更される
場合もあります）。詳細は
今後の通信、ホームペー
ジ、Facebook 等でお知
らせをいたします。

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

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！

【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
　　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】

Special会員

Regular会員

Regular会員

Regular会員

至誠法律事務所

Premium会員

Special会員

Special会員

Regular会員

Special会員

Regular会員

Regular会員

Regular会員

パナソニックホームズ北関東株式会社
あなたの誇りを建てる。
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　今年もふれあいまつりの季節が近づいてきました！ 昨

年、一昨年、とコロナウイルス感染症拡大の影響のため開

催を断念しましたが、3年ぶりの開催に向けて準備を進め

ております。

　少しずつ感染者数も落ち着いてきました。それでもマス

ク生活が続いているこの窮屈な生活の中、ほんの少しでも

祭りの雰囲気をご家族の皆様に楽しんでもらえるようにと

思っております。

　例年、地域の皆様や、関係者の方々もご参加いただいて

おりましたが、今年はまず、ご利用者様とそのご家族の皆

様のみの参加とさせていただきます。ご了承いただけます

と幸いです。

（ふれあいまつり担当： 

大森 美樹）

♥ 5月から看護師として働き始めました
須藤裕美です。
うりずんで働きたいと思っていたので、
毎日が充実しています。一人ひとりに寄
り添った支援ができるよう頑張りたいと
思います。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

須藤裕美

うりずん通信・テレマカシー 《編集・発行》 認定特定非営利活動法人 うりずん
 〒321-2116　栃木県宇都宮市徳次郎町365-1
  TEL : 028-601-7733㈹　FAX: 028-665-7744㈹
  Mail : urizn@hibari-clinic.com
《デザイン・印刷》 デザインスタジオ　アクセスhttps://www.npourizn.org/
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♥ はじめまして。５月から事務として
はたらき始めました、福田奈々子です。
ご利用者様や一緒にはたらくスタッフ
の皆様から、沢山の気づき・学びを得
られる環境に居られること、とてもあ
りがたく感じています。笑顔を忘れず
にがんばっていきたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。

♥ 1月に入職しました、看護師の工藤裕美
です。途中怪我でお休みをいただき、４月
からまた復帰させていただきました。
利用者様やご家族様、スタッフの方々から
たくさん元気や学びをいただいています。
皆様のお役に立てるようがんばりますので、
どうぞこれからもよろしくお願いいたし
ます。

福田奈々子

工藤裕美

●● 新しいスタッフの紹介 ●●

編
集
後
記

編
集
後
記

　今年こそ！！ 3年ぶり、ふれあい祭り開催へ！！

ております。

2022年9月10日土

うりずん    ※小雨
決行

日 時

会 場

大森 美樹）


