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社協（社会福祉協議会）は、民間組織としての「自主性」と、広く住民の皆様や社会
福祉関係者に支えられた「公共性」という２つの側面をもって活動しています。
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「あ なたのハートを募金にかえて」
赤い羽根共同募金運動スタート
募

私の寄付金どうな
るの？？

金

戸別募金… 区長を通じて各世帯にお願
いしています。
法人募金… 市内の法人（企業）にお願い
しています。
（株式会社など
の法人の寄付は、法人税法に
より「全額損金」とすること
ができます。）
職域募金… 市内の官公庁などの職員に
お願いしています。
街頭募金… 街頭で通行人にお願いをし、
運動をＰＲしています。

千葉県共同募金会東金市支会（事務局：東金市社会福祉協議会）では、１０月
１日から１２月３１日までの期間、赤い羽根共同募金運動を推進します。

学校募金… 市内の小・中・高等学校の児
童生徒に福祉教育（たすけあ
いの心）を目的としてお願い
しています。

昨年度は、７,４３１,３１９円の募金が集まりました。東金市社会福祉協議会では
心配ごと相談などを実施、私たちが住んでいる町で活かされる募金となってい
町を良くする」ための募金でもあります。赤い羽根共同募金運動はみなさんの
やさしい心をあつめる募金です。今年もご協力をよろしくお願いいたします。
また、１２月には歳末たすけあい募金も実施され、市内の一人暮らし高齢者の
見守り活動などに活用しています。
こちらも併せてご協力お願い申し上げます。

赤い羽根コラボレーション
グッズ等のご紹介

初音ミク クリアファイル

千葉県共同募金会東金市支会

千葉県共同募金会（配分委員会）
翌年度配分
●東金市社会福祉協議会
（東金市の方々へおよそ６０％）
●県内福祉施設・団体
（千葉県の方々へおよそ４０％）

共同募金協力店募集

今年度５，
４０１，
０００円の配分を受け、高齢者や子育てのサロン、障がい者交流、
ます。
「誰かのために！」
と募金をしていただいていると思いますが、
「とうがねの

２５年度募金総額 ７，
４３１，
３１９円

共同募金運動を身近に知っていただけるよう、商店・企業・会社などに年
間をとおして募金箱の設置、ポスターの掲示などのご協力をいただける
「赤い
羽根募金協力店」
を募集しています。ぜひご連絡ください。

ー平成 25 年度協力店ー

○かしま
○雑貨＆カフェ ルバーブ ○イオンリテール㈱ジャスコ東金店
○東金ショッピングセンターサンピア ○健康整体東金
○就労継続支援 B 型事業所 鴇嶺の家・ありさ（順不同）

戦国 BASARA4 クリアファイル

ピンバッジ

クオカード

「初音ミク」と「戦国 BASARA4」が赤い羽根共
同募金運動を応援します。社協窓口には、募金が
含まれたコラボレーショングッズがありますので、
ぜひご協力くださいますようお願いします。その
他、「さかざきちはる」さんデザインのクオカー
ドや、共同募金会オリジナルピンバッジもご用意
しています。グッズは無くなり次第終了となりま
すので、あらかじめ了承ください。
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長寿、金婚式をお祝いしました！〜敬老祝い事業〜
社会福祉協議会では、地域の民生児童委員や飲食店の協力を得て、市内
に在宅のご高齢者の長寿をお祝いしています。今年度から対象者が変更と
なり、１００歳（百寿）と金婚式を迎えられたご夫婦に、お祝い品をお贈り
しました。地域づくりの大先輩方には、いつまでもお元気で、これからもい
ろいろな知恵をいただきたいと思っています。
☆１００歳 ６名

☆金婚式 １００組

金婚祝い事業実施協力店

蕎麦口福 東京庵
東金９８８-３
☎５２-３５２１

中国料理 蓬莱閣
東新宿２-１１-１
☎５２-１１２２

寿司割烹 三はし
東金５８８
☎５４-０３８４

とんかつ・和食 みつはし
東岩崎８-２ 三橋ビル２F
☎５５-０９３３

手打ちうどんの店 さくへい リストランテ ポンテ・テルツォ 八鶴亭
東岩崎８-１０ サンピア１F 東岩崎８-２ 三橋ビル２F
東金１４０６
☎５２-５５２７
☎５2-0975
☎５４-７８３０

福祉だより

エストーレホテルアンドテニスクラブ
レストラン ベルコリン
八坂台１-８ ☎５５-１１１１

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

レポート
①

◉初音ミク
クリアファイル
500 円
ピンバッジ 500 円
◉戦国 BASARA４
クリアファイル
400 円
◉クオカード
1,000 円
◉赤い羽根バッジ
500 円

いつも前向きに！内山ゆきさん
百寿おめでとうございます

今年百寿を迎えられた、市内押堀に在住の内山ゆきさ
んを訪ねました。
内山ゆきさんは大正３年（１９１４年）源村酒蔵に生まれ、
２３歳のとき東金町押堀に嫁ぎ、家業の農業を手伝いまし
た。大きな戦争そして戦後の大変な時代の中、田んぼや畑仕事をしながら３人
の子ども達を育てました。現在は孫６人、
ひ孫８人に囲まれています。
季節を肌で感じる野菜づくり、庭や畑の草とりは８０歳近くまでされていた
そうです。
そのためか好きな食べ物は野菜。今でも食事は野菜中心で、肉や魚
は食べません。好きな事は「ＮＨＫのど自慢」
を観ること、そして週４回通ってい
るデイサービスを楽しみにしています。施設で知り合った仲間や友人､職員の
皆さんとのおしゃべりが最高に楽しいとニコニコしながら答えてくれました。
昔の楽しかった想い出を尋ねると、次男が国鉄（ＪＲ）
の職員だった事もあり、汽
車を使っての「家族旅行」が良かったそうです。
あちこちの温泉や観光地に、家
族揃って出かけました。
東金に生まれ住んで１世紀、随分変化がありました。何もかも変わった東金
ですが、「住みやすく良い街になった」と話してくれました。
ゆきさんに健康の
秘訣を伺うと
「過去のことにこだわらず、いつも前向きに生活することです」
と
の言葉をいただきました。
（広報委員 清宮武男）

年 5 回（5/ 1・6/ 1・8/ 1・10/ 1・1/ 1）2１, 000部
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東金ちょっといい話

「東金おいでよ お・も・て・な・し」

持ちの方、ぜひ東金市社会福祉協議会へお寄せ
ください。さて、最初のちょっといい話は広報委
員発です。住みよい東金の良さを紹介し、「キタ
イヨ」
「アイヨ」
「ソーダッペ」などの方言を入れ、
福祉に関わる詩歌になっています。
（広報委員 中田邦生）
※「東金ちょっといい話」を投稿いただける場合は、東
金市社会福祉協議会（表紙右上参照）へ、氏名、住所、
電話番号を明記の上、お手紙、メールなどにてお送り
ください。

ハァ 東金よいとこ 一度はおいで キタイヨ
人は心の お・も・て・な・し ソーダッペ
一︑
ハァ 徳川家康 鷹狩りに来てよ アイヨ

話がある！」など、東金発のちょっといい話をお

ことしゃ節目の 四百年よ コリャ
歴史も古き ハァ 東金だよ ソーダッペ

募集することになりました。「こんな感動的なお

二︑ハァ 春は桜の 八鶴︵やつる︶
が池よ アイヨ
トキが舞う嶺 御殿の庭は コリャ
東金教育 ハァ 礎︵いしずえ︶
だよ ソーダッペ
三︑ハァ 夏は雄蛇湖 ヘラブナつりか アイヨ
街じゃヤッサで 賑わう祭り コリャ
ふるさとって ハァ いいもんだよ ソーダッペ
四︑ハァ 秋はブドウに 黄金の稲穂 アイヨ
植木 盆栽 黒豆 プラム コリャ
みのりの郷 ハァ 東金だよ ソーダッペ
五︑ハァ 冬は暖か 菜の花咲いてよ アイヨ
越冬ツバメの 餌喰む畑は コリャ
ハウスイチゴの ハァ 甘い香だよ ソーダッペ
六︑ハァ 丘山台には ここ東千葉 アイヨ
メディカルセンター オープンしてよ コリャ
めざす医療は ハァ 日本一だよ ソーダッペ
七︑ハァ 成田︑羽田の圏央道の アイヨ
東金インター 開通してよ コリャ
世界の玄関 ハァ 東金だよ ソーダッペ
八︑ハァ 一年三百 六十五日 アイヨ
ささえあいの和︵輪︶ 広がり見せて コリャ
健康長寿 ハァ 世界一だよ ソーダッペ
ハァ 東金よいとこ おいでよ おいで キタイヨ
人は心の お・も・て・な・し ソーダッペ

今回、福祉だよりでは、日常の何気ない生活
の中から心にふれる「東金ちょっといい話」を

お 知 ら せ
第２１回東金市社会福祉大会
福祉関係者が一堂に会し、本市の社会福祉の
向上に一層の努力を誓うとともに、社会福祉
の発展に寄与された方々を表彰し、感謝の意
を表します。第２部では、地域で自分にできる
ことは何かを考えてみたいと思います。
◉と き 平成２６年１０月１６日（木）
１３
：
００〜
◉ところ 東金文化会館小ホール
◉内 容 第１部 式典
第２部 講演「生かされて今、輝く命」講師 又野 亜希子 氏
〜講師プロフィール〜
出勤途中の交通事故により頸髄を損傷し、重い障がいを負った。
たくさんの人の協力を得て、車椅子で子育てをしながら、生きる
喜び、命の尊さを実感し充実した日々を送っている。
※参加希望の方は、社会福祉協議会までご連絡下さい。

とうがね社協ひろば

「ふれあいクラシックコンサート」
弦楽四重奏にピアノ、コントラバスを融合させた生コンサートを開催します。
秋の昼下がりを素敵な音楽でゆっくり過ごしませんか。生の弦の音色を楽
しみましょう。
◉と き 平成２６年１１月１５日（土）
１３
：
３０〜
◉ところ ふれあいセンター２階視聴覚室
◉内 容 ハイドン 弦楽四重奏曲第６７番「ひばり」
モーツアルト 弦楽五重奏「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」
ベートーベン ピアノ三重奏第７番「大公」など
◉案内人 土肥 昇氏
◉出演者 カルテット・ノッツ、苅谷麻里氏、小宮正寛氏
◉対 象 市内在住の方を優先 先着５０名
◉参加費 ５００円（障害者手帳をお持ちの方、高校生以下は無料）
◉申込み 東金市社会福祉協議会へ（表紙右上参照）

第１０回とうがね社協 チャリティゴルフコンペ
スポーツを通じたふれあいと仲間づくりを目的として、チャリティゴルフコ
ンペを開催します。
地域福祉は仲間づくりから ! どうぞお気軽にご参加ください。
◉と き 平成２６年１１月５日（水）
８
：
００スタート ※雨天決行
◉ところ 新千葉カントリー倶楽部 たちばなコース
◉費 用 参加費 ３，
０００円（パーティー含む）
プレー費（セルフ） 会 員…６，
３６６円
ゲスト…会員価格+５４０円
（乗用カート代・昼食代・利用税・消費税含）
※７０歳以上の方は利用税（７５０円）が免除できますので、証明
できるものをご持参ください。
◉対 象 市内在住・在勤の方 ２５組１００名（定員になり次第受付終了）
◉申込み １０月２０日
（月）
までに、東金市社会福祉協議会へ（表紙右上参照）

市制施行60周年記念

第６回東金チャレンジドフェスタ

〜手をつなごう、みんなおんなじ地域の仲間〜

１２月３日から９日は障害者週間です。
「チャレンジド」とは英語で「障がい者」
「挑戦する人」という意味です。障がい福祉に関わる様々な個人や団体が集
まり、障がいについて広く啓発しながら、地域交流を行います。
どなたでも、
ぜひお気軽に遊びに来てください。
◉と き 平成２６年１２月７日（日）
１０
：
００〜１４
：
００ ※９
：
３０〜開会式
◉ところ ふれあいセンター
◉内 容 千葉学芸高校吹奏楽部などのステージ。車いす、点字、朗読、ガ
イドヘルプ、福祉車輌など各種体験コーナー。参加団体による模
擬店や、活動ＰＲブース、相談コーナーを予定しています。
※先着でお餅の無料配布やスタンプラリーで景品プレゼントを
予定しています。
※とっちーとチーバくんも遊びに来るよ！
◉参加費 無料
◉その他 イベントのお手伝い（会場内でのガイドヘルプや車いす介助、お
餅の配布お手伝いなど）をしてくださる方を募集しています！
この機会にボランティアを始める一歩に！
◉問合せ 東金市社会福祉協議会へ（表紙右上参照）

東金市ボランティア連絡協議会より
「第１１回ふれあいパーティー」
障がいがあっても、ご高齢の方も、みんなが集って楽しく過ごせるパーテ
ィーを開催します。一般の方も参加できますので、お誘い合わせの上ぜひ
ご参加ください。
◉日
◉会
◉内

時 平成２６年１１月１０日（月）
１３
：
３０〜１５
：
３０
場 ふれあいセンター1階多目的室
容 みんなで歌おう、踊り・演奏などの披露、車いすダンス、ビンゴゲ
ーム、みんなで踊ろうなどのコーナーを予定
◉対 象 市内在住の方
◉参加費 無料
◉申込み 東金市ボランティア連絡協議会事務局
（東金市社会福祉協議会内）

「第３回チャリティ演芸会」
東金文化会館を会場に、普段練習している歌や踊り、演芸や楽器演奏など
を披露しませんか？そして、出演する人、見て楽しむ人、みんなで共に楽
しむ交流の場をつくりましょう。観覧は自由ですので、ぜひご来場下さい。
◉日
◉会
◉内

時 平成２７年１月２４日（土）
９
：
３０〜１５
：
３０
場 東金文化会館小ホール
容 カラオケ、踊り、演奏、その他演芸の披露による演芸会を開催し
ます。
◉対 象 出演者…メンバーに市内在住・在勤の方がいること
◉参加費 出演者…３，
０００円（５分以内、カラオケは２コーラス）
※参加費は会場借上げ代などの経費に充てますが、余剰金は寄
付いたします。
◉申込み 東金市ボランティア連絡協議会事務局（東金市社会福祉協議会
内）にある申込み用紙に必要事項を記入の上提出。先着７０名に
て申し込み締め切り。

★とうがね社協ひろばへのコメント★ ○町内会を通じて毎年福祉バザーに出品させていただいています。住民一人ひとりの力で「福祉の心」を持ち、見えないとこ
ろで活動してくださる方々によりバザーが成り立っているのが良くわかりました。
（道庭地区Yさん）
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がんばってます地区社協
共に生きよう「みなもと」
会長 廣田幸吉

東金第一
地区

地域の輪がひとつになって
会長

三須芳雄

２６年２月２２日午前８時、日本晴れに恵まれて「みなも

会場となった日吉台丸山公園で、恒例行事でもある納涼

とボランティア・思いやりの会」のバスツアーが出発。湯島

大会（ふれあい広場）が開催されました。丸山公園には、ひ

天神へと向かう車内では、ビデオによる認知症の勉強を

ときわ高くやぐらが組みあがり、午後４時過ぎに始まった

しました。現実に高齢者のお世話をしている方も参加され
ています。湯島天神に着くと境内にはちらほらと白梅が咲

源地区

模擬店には、長い行列が出来ていました。
５時ごろより、各
地区の子供御輿が和太鼓演奏に迎えられ、元気いっぱいに

いており､青空に映えて美しい光景でした。右手奥を見る

次々と「ワッショイ」の掛け声とともに入場し、本番突入と

と、歴史館があり、昔に思いを馳せながら楽しみました。

なりました。そして日吉台小学校金管部、北中学校吹奏楽

帰りの車中でも皆さん話が弾み､たまにしか会えない友人

部の演奏、育成会・子ども会によるよさこいソーラン、盆踊り、それぞれのイベン

と日頃の生活状況を語り和やかな様子でした。

ト等と続き、大いに盛り上がりました。

年度が変わり６月には東金市を上げての第３０回福祉バザー、
７月には源公

このような地域の行事活動を通じて、地域の人たちが出会い、語り合い、ふれ

民館清掃、そして１０月１８日にはふれあい広場があります。このふれあい広場

あう街になってきました。このような交流の場を続けて行き、気軽に地域行事活

では、食生活改善協議会源支部の皆様が参加者全員に昼食を作ってくれます。

動に参加できる楽しい雰囲気を、皆様と一緒に作っていきましよう。

本当に有り難く感謝しています。年間
を通じてたくさんの行事があり、社会
福祉及びボランティアの方々にはご
苦労の多いことです。
このような温かい地区みなもとを、
皆でいつまでも守って行こうと思って
います。

児童発育支援、放課後等デイサービス事業所

簡易マザーズホーム

お母さんパワー輝いています!
この夏も、たくさんの方々が研修や
ボランティアでマザーズホームを訪れ
てくれました。
その方たちからよく言われたことは、
お母さんたちが明るく輝いているとい
うことでした。言葉が遅いとか落ち着き
がない、体が不自由など、様々な子どもの心配ごとを抱えているはずなのに、
明るく前向きな様子に皆さんが驚かれます。
確かに、水遊びの時、子どもたちと一緒に水着になって水を掛け合ったり、
抱っこや追いかけっこなどで汗を流したりしていました。また、お母さん同士
おしゃべりをしたり、自分の子どもだけでなくよその子の面倒も見たりして
いました。そんな様子がとても新鮮で輝いて見えたのではないでしょうか。
周りの大人たち、保護者やボランティアさ
んも一緒になり子どもの目線に立って関わっ
たり、にこにこ笑顔でいたりしてくれている。
そんな中で子どもたちは安心して過ごすこと
ができます。
今日もマザーズはみんなの笑顔で輝いてい
ます。

（順不同、敬称略

平成 26 年 7月1日〜 8月31日）

一般寄附
ミルクステーション東金 …………………………………………… 13,090円
指定寄付
山武郡市手をつなぐ親の会連絡協議会 会長 鈴木ゑみ（福祉作業所へ）… 30,000円
プルタブ換金 110kg（ボランティア基金へ） …………………… 16,092円
夏まつりアルミ缶換金 90kg（ボランティア基金へ）
物品寄付
パールショップともえ東金 side Ⅱ …………………………… お菓子多数
匿名希望 ……………………………………… テレホンカード、ユーカード
プルタブ
矢野祐子、平賀恵美、吉田文子、大縫紀久子、斉藤慶子、吉野里子、伊藤あつ
し・つよし、永石恵美子、片倉ハル、平本幸枝、斉田、小林範子、田中恵、大塩
明美、吉岡勝海、豊﨑愛美・叶夢、よしのさとこ、堂園千夏、佐藤初枝、段木佐
和江、石﨑勇、大野愛由美、桜田昭良 ほか2名
求名駅前区会、ナルク東金、㈱カンダコーポレーション、二金会、東金市シル
バー人材センター、花屋山崎、季美の森東有志、パールショップともえ東金
sideⅡ、東金市身体障害者福祉会、大和地区ボランティア、オートアキバ、東
金なごみ館、ふれあいショップ、家之子区ボランティア、東金観光サービス、
大和地区ボランティア、カバの家、東金市（城西小学校）
古切手
今井義彦、
高橋敏江、
小倉ヨシ、
伊藤あつし・つよし、
矢野祐子、
相澤直希、
古川
和扶、
段木佐和江、
ふれあいショップ、
ナルク東金、
㈱アイポップ、
外房学園陶芸
課22期生、
ジー・オー・ピー㈱、
(有)九十九里工舎、
家之子区ボランティア、
大和
地区ボランティア、
東金市
（第５保育所、
健康増進課、
高齢者支援課）
使用済みテレホンカード
ナルク東金
※プルタブ、古切手、使用済みテレホンカードはボランティアセンターで収集しています。誰もが
気軽に出来るちょっとしたボランティア（ちょボラ）に、あなたも参加してみてはいかがですか？

福祉のしごと就職フェア
社会福祉施設等への就職を希望される方を対象に、施
設の担当者と個別面談の場を提供します。
日 時：平成２６年１１月９日（日）
１３：００〜１６：００
会

ご寄付ありがとうございました

場：幕張メッセ国際会議場コンベンションホールほか
（千葉市美浜区中瀬２−１）

※同日、同会場で１０：３０より福祉の仕事への就職活動体験や
説明などを行う「福祉のしごとセミナー」を実施します。

○来年は夏休みボランティア体験に参加したいと思います。
（田間地区Oさん）

広告募集
「福祉だより」は、年間５回発行しています。
ただ今、広告主を募集しています。広告の
サイズは１枠縦５０ミリ、横７０ミリを基本と
し、
１枠５，
０００円（１回）です。
あなたの会社やお店の広告が、福祉に役
立っています。
☆申込みは…東金市社会福祉協議会まで

第131号（4）

平成 26 年（2014 年）10 月 1 日

開 館 時 間 ……… 9：00〜17：00
開 館 日 ……… 月〜金 曜日
（土、日、祝日及び17時以降の利用は、届出が必要）

ボランティア相談 … 13：00〜17：00

東金市田間421番地

Tel:52-5198

Fax:52-8227

ボランティアセンターの
レイアウトが変わりました

E-mail:togane.shakyo@cronos.ocn.ne.jp

夏休みボランティア体験！！
今年も夏休みを利用したボランティア体験に２２名の生徒さんたちが名乗
り出て、１６のプログラムに参加してくれました。参加者は小学生１４名、
高校生４名、大学・専門学生４名と幅広く、意義深いものになった気がし
ます。
各施設・ボランティアグループの方々の協力を得て、それぞれ希望され
たボランティア活動をしてもらいました。手話や点字を学んだ人、施設で
高齢者や障がい者のお手伝いやふれあいを経験した人、自分の特技を披露
した人、福祉イベントの協力をした人と様々です。
８月２９日、「夏休みボランティア体験振り返り会」を開き、それぞれの
体験感想などを発表していただきました。参加者にとって、一つひとつが
大切な学びだったようです。

←印刷機

その後夕方に開催された「星空映画会」で配られるポップコーン作りに
も協力いただき、最後までボランティア精神を発揮。ちょっと勇気を出せ
ば身近に様々な活動があることを知ってもらい、若いみなさんに興味・関
心そして活動の輪が広がり今後につながることを期待したいと思います。
☆参加者からのコメント☆
・後片付けなど自分で出来る事を自分で見つけることで、自分が役に立っ
ているのかなと実感できた。（映画上映）

▲作業室

・高校生のお姉さんと笑顔で活動できた。（映画上映）

▲ミーティングルーム

今まで兼用で１つだった作業室とミーティングルームを、上記のとおり２
つに分けました。
ミーティングルームが使用中の場合は、作業部屋に椅子を

・小さな子どもたちの発想の豊かさに驚いた。（おもちゃの図書館）
・小さな子どもたち同士がすぐ友だちになることに感心した。（おもちゃの

配置することで簡単な打ち合わせは可能です。
ボランティア活動をされる皆

図書館）

さんが使う場所ですので、譲り合って独占のないようにご利用ください。

・人とふれあうことが難しい。（高齢者施設）

なお、ボランティアセンターにある資機材はセンター登録団体・個人の皆

・車椅子で段差を越えることが難しかった。（高齢者施設）

様が利用可能です。
その他、登録をすることでボランティア保険に加入でき

・お話を聞き取るのが難しかった。（高齢者施設）

たり、レターボックスの活用も可能ですので、ぜひ、ボランティアセンターに

・視覚や聴覚に障がいがあっても、いろいろなコミュニケーション方法があ

登録をしましょう！

ることに気づいた。（手話・点字体験）

まず、
ボランティアセンターへ足を運んでみてください。

とうがね社協におたより
クイズに答えてクオカードをもらおう！
！

生活習慣病予防食 No.51
副菜

ほうれん草の中華風炒め
■材料（４人分）

次の①〜⑤までの内容を記入の上、ハガキまたはEメールにてご応募く
ださい。抽選で１０名の方にクオカード（５００円分）をプレゼントいたし
ます。なお、結果の発表は、当選者への発送をもって代えさせていただき
ます。ちなみに、前回の応募数は１７通でした。
①クイズの答え ②氏名 ③住所 ④電話番号
⑤社会福祉協議会、あるいは福祉だよりへのコメント
第１問

10月1日から始まる赤い羽根共同募金は、東金市で
はどんな活動に活かされている？

第２問

今年のチャレンジドフェスタのサブタイトルは？

第３問

源地区のふれあい広場で昼食を作ってくれている
のはだれ？

締 切 ：１０月３１日（日）消印有効

１人分の エネルギー 96kcal 脂質 5.5g
栄養価 たんぱく質 2.6g 塩分 0.9g

■作り方

ヒント：福祉だよりをよく見てみよう

社 協 のつぶやき
私は、地区の長寿会仲間と毎月１７日にお墓を掃除をし、終わった後は公民
館で手芸、書道、歌を楽しみます。世間話に花が咲くと時間がたつのを忘れ
てしまうことも･･･。バスでサンピアに行ってお食事会をしたり、お宮清掃、
お寺掃除、お経などを通して近所の方とのふれあいを楽しんでいます。
（広報委員

ほうれん草 ………… 320ｇ
卵 ……………………… 1個
緑豆春雨（乾燥） ……… 20g
長ねぎ ………………… 20g
しょうが ……………… 少々
サラダ油 ………… 小さじ４
塩 ………… 小さじ１/３
Ａ しょうゆ … 大さじ１/２
酒 …………… 小さじ２

中村富子）

①ほうれん草は固めに茹で、
４㎝の長さに切る。
②春雨は熱湯で戻し、食べやすい長さに切る。
③フライパンに油小さじ２を熱し、炒り卵を作り、取り
出す。
④残りの油を入れて、
みじん切りにした長ねぎ、
しょう
がを炒め、
ほうれん草を加えて炒める。
⑤（A）
で調味し、春雨、炒り卵を混ぜる。
ほうれん草のカロテンは、油とあわせて
体内の吸収率を高めます。
大和支部長

この広報紙は、皆様からの会費、共同募金の配分金によって発行しております。

堀川栄子さん

