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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。

　子どもたちの福祉の心を育てること
を目的に、ポスターコンクールを実施
しました。「ボランティア」をテーマに
作品を募集し、今年度は右記の皆さん
が入賞しました。川嶋会長より表彰状
と記念品が贈られました。

　とっちーとチーバくんがそろってお出迎
え、楽しい一日になりそうな気がしました。
　私のお手伝い場所は手をつなぐ親の会
の売店。すでに会員の子どもたちが 10 人
程、責任者の下ではりきって位置について
いました。
　女性のヘルパー３名も午前中は一緒です。
毎年お手伝いして下さっているベテランさんで気軽に声をかけ味見をすすめ
たり、とてもお上手です。そのせいか手作りのシフォンケーキや梅干、柚子ジ
ャムは完売。少し漬物が残っただけでした。自家栽培のさつまいも、里芋も販
売しました。
　その他、準備した豚汁、うどん、そばの売れ行きも好調でした。建物の外
でプロパンガスを使って麺類のつゆを温めたりしたので、ドアの開閉時に、卓
上コンロの火が消えてしまいました。豚汁の火加減がむずかしかったけれど「お
いしかったよ」と言われたことは嬉しい体験でした。

　子ども向けにどれでも10円の駄菓子も喜ばれ
ました。ステージの前だったので、演奏も聞くこ
とができて疲れも飛んでしまいました
　来年は防災無線でＰＲをして頂きたい。私も
もっと友達に宣伝して仲間の輪を広げられたら良
いなあと思いました。（広報委員　上木名慧子）

　「参加団体も来場者もみんなで楽しみましょう！」鎗田実行委員長の挨拶で始まり、
視覚障がいや車いすの方、高齢者の体の不自由さを体験する子どもたち、そし
て施設で作られた新鮮野菜や作業製品を買い物する皆さんなどでふれあいセン
ターが賑わいました。この事業は障害者週間（12 月 3 日～ 9 日）に合わせて
開催されました。それぞれの個性を活かし、障がいのある方もない方もみんなが
協力し、「障がい」について知ってもらえるよう新しい試みを取り入れています。
　ステージでは、演奏に合わせて、参加団体の方が飛び入りで楽しい踊りを披
露するなど、サブタイトルどおり地域のみんなが手をとりあって楽しい時間を過
ごしました。この輪を市内全域へと広げて行きましょう。
※「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。

のぼり旗作成のご協賛ありがとうございました！（順不同、敬称略）
カトレアの会、（NPO）線維筋痛症友の会千葉県部会（準備室）、大里綜合管理㈱、
ヨーデル渡辺、将門寿太鼓、房総炭工房たけさと、若石どんぐりの会、東金市身体
障害者福祉会、トウカパックグループ㈱東果、東金市聴覚障害者協会、長生・山武
自閉症協会、ミルクステーション東金、東金市手をつなぐ親の会、兎月（千葉都市
モノレール千城台店）、トヨタカローラ千葉㈱東金店、みのりの郷 東金、東金新宿
郵便局、米元石材、㈱奥山、JFE鋼板㈱、（医）静和会 浅井病院、とうがね社協

★小学生の部   
　☆最優秀賞　原田珠希（城西小）
　☆優 秀 賞  関根舞桜（城西小）
　☆優 秀 賞  海保菜々（城西小）
★中学生の部
　☆最優秀賞　根本優羽（東金中）

福祉のまちづくり
　　　ポスターコンクール

第６回東金チャレンジドフェスタ

会長　川嶋正明

互いに支え合いを

　あけましておめでとうございます。
　市民の皆様にはご家族お揃いで、健やかな新春をお迎えのことと
お慶び申し上げます。
　平素は東金市社会福祉協議会の行事や活動に際しまして深いご理
解とご協力を頂き地域福祉の向上にご尽力を賜り心より感謝とお礼を
申し上げます。
　さて、昨今の社会情勢は急速な少子高齢化による人口減少が進む
中で、核家族化や単身世帯の増加、雇用形態の変化などの要因から

家族や社会において人と人とのつながりが希薄化し、これまでの制度･
施策では解決に至らない深刻な生活課題が明らかになっています。
　私たちは、この住み慣れた東金市で「互いに支え合い安心して暮ら
せる地域社会」の実現に向け、こうした課題に対して住民一人ひとりが
自らの問題として認識を共有し、地域においてさまざまな機関、団体等
とも連帯、協働して解決する取り組みを進め、地域社会全体で支え合
う関係をつくりあげていく事が大切です。
　当会では、住民参加による地域福祉活動の一層の活性化を図ると
共に、人々のつながりを再確認し支え合いの体制を強固にしていくた
め、民生児童委員、社会福祉施設、関係団体、さらにはボランティアグ
ループやＮＰＯ等、多様な機関・団体と手を携えて「この東金で暮らし
てよかった」と心から思える地域社会の実現に貢献して行く所存です。
年始にあたり皆様が輝かしい一年でありますよう念じつつご挨拶といた
します。

▲根本優羽さんの作品

▲原田珠希さんの作品

～手をつなごう、みんなおんなじ地域のなかま～

ボランティアに参加して

市制施行
６０周年
記念事業
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★とうがね社協ひろばへのコメント★　1年前まではゴミとして捨てていた古切手は、今では郵便物が届くと「誰から？」よりも「切手付いてる？」をチェックしてみるようになり
ました。ゴミではなく、貴重な宝に思えます。（田間地区Nさん）

お 知 ら せ

　東金市赤十字奉仕団では、年末になると一
人暮らし高齢者のお宅を訪問し、安否確認を
しながら干支色紙の配布を行っています。干
支色紙は、その名のとおり、色紙に押し絵で
作られたその年の干支を貼り付けたものです。
この取り組みは亥年から始まり、今年で９回目
の取り組みだそうです。今年から社会福祉協
議会の歳末たすけあい友愛訪問事業と協働で実施することになりました。
　羊の色紙は 600 枚作りました。昨年の干支色紙を配布したその後から、す
ぐに羊の干支色紙づくりが始まったそうです。役員はイラストやレイアウトの案
を作り、１月頃から徐々に材料を買い揃えます。３月頃から部品づくりが始まり、
奉仕団総会を終えた５月頃からは、奉仕団全員での活動が始まっています。
　この活動をしていて良かったなと思うことは何ですか？とお聞きすると、大坪
委員長さんは　「首を長くして待っていてくださる方がいたり、お一人暮らしで
はない方から『私もほしいなぁ』と言っていただけたりすることです。なかなか
手が追いつかず、一人暮らしの方のみにさせていただいています。中にはお宅

の鴨居に過去に配布した干支色紙を並べて飾ってくださる方が
いて、来年もがんばろうと思います」と答えてくれました。地
域の方同士のこのような「ささえあいの活動」が、東金市を支
えていることを実感しました。
　奉仕団では、来年の申の干支色紙の準備が早くもスタートし
ています。

干支色紙で「良いお年をお迎えください」

10月 16日（木）、東金文化会館において社会福祉大会を開催しました。
第１部では、社会福祉の発展に寄与された方々に対し表彰、感謝をしました。
第２部では、又野亜希子さんにお越しいただき、実体験を基に命の尊さや生き
る喜びについてのご講演をいただきました。
★善行者  
石原孝雄、中村壽子、渡邉久美子、小安由美、長嶋かおる、飯野和子、
行川ゆき子、鵜澤 誠、堀内光子、谷川泰子  
★民生委員・児童委員功労者  
越川蓉子、高𣘺正子、加川政子、齊藤明男、飯田朝子、冨塚正夫、中田麗子、
伊東邦子、中川久美子、平山光子、田中和子、栗林由紀子、小倉公子、
伊藤ふさ子、古山眞理子、湊ます子、戸田晴美、佐久間一夫  
★社会福祉関係功労者  
清宮宣子、中村富子、外山允一、三須芳雄、真行寺洋男、齊藤 操、山岸道昭、
小川勝男 、永田乙彦、霞 捷子、加藤幸雄、草壁 貢、真行寺靖子
★協力者感謝  
櫻田静男、成井良雄、( 故 ) 中嶋ふみ  
★寄附感謝  
学校法人高橋学園千葉学芸高等学校、ときがね幼稚園、銚子商工信用組合
信友会、株式会社ナガタロック、裕の会 辰巳裕寿、明治大学校友会山武地
域支部、東金市ボランティア連絡協議会、ぐみょう今井歯科 今井守夫、
日蓮宗千葉県東部宗務所、NEXUS株式会社 D' ステーション東金店、
東金市立西中学校   

支えあうことが地域～第２１回東金市社会福祉大会～

　１１月１３日（木）に、青葉の森文
化ホール（千葉市）で開催されました。
下記のみなさまが、これまでの功績
に対し表彰されました。

★千葉県社会福祉協議会長表彰
　☆民生委員・児童委員功労者表彰 
大塚穰三、桒原高子、秋元三郎、
三須芳雄、鈴木光江、髙山昭夫、
五木田春子、山﨑克彦、三瀧節子、行川智夫 

★千葉県共同募金会長表彰
　☆優良地区 
　　日吉台西区、小野区、北幸谷区、殿廻区、上谷１区、日本ボーイスカウト千葉
県連盟上総地区東金第１団、ガールスカウト千葉県第７９団 

第６４回千葉県社会福祉大会

レポート①

　JR 東日本が開催しているイ
ベント「駅からハイキング」。
11 月 8 日（土）東金駅を起
点としたコースで実施されまし
た。八鶴湖や東金ダム、ひっ
そりとたたずむ文化財を巡るコ
ースは、地元東金高校山岳部
の皆さんが考案、設定しました。
部長の鈴木耀純君を中心に夏
頃から準備、自分達が日頃トレ
ーニングに利用している道に加えて「東金の豊かな自然や文化」が感じられる
コースを作りました。タイトルのネーミングも時間をかけて考えたそうです。
　イベント当日、今にも雨が落ちてきそうな天気。朝から歓迎幕を持って笑顔
のご挨拶、お客の案内と受付準備などで大忙し。電車が着く度にどっと参加者
が押し寄せ、慣れない作業に大わらわ。各ポイントには 2 名の生徒が立ちコー
ス誘導と説明の仕事。寒い 1 日でしたが、生徒の元気な挨拶と笑顔はイベント
を大いに盛り上げてくれました。
　「ともかく立っているのが寒く辛かったけれど、挨拶をするとそれ以上にすぐ
返ってくるのがうれしかった」「高校生として地域と関われることが体験できて
良かった。」「今回のイベントで、歴史のある東金の季節毎の風景を見て欲しい
と思った」「参加者との挨拶や返ってくる笑顔が何よりも良かった」などの感想
を話してくれました。困った事は、「この木の樹齢は？何故切られているの？」
などの何気ない質問にすぐ答えられなかったこと、そして何よりも寒かったこと
だそうです。
　話をしてくれた山岳部の皆さん、明るく元気で楽しそうな部活動の様子が感
じられました。地域のボランティア活動を通じて得た貴重な体験を、今後の学
生生活や社会活動に活かして欲しいと思います。

（広報委員 清宮武男）

～元気な挨拶と笑顔～みんなで歩こう東金のまちレポート②

平成２７年１月２７日（火）１０：００出発～１４：００頃帰着予定
ふれあいセンター正面玄関
東金市観光協会　戸村寿彦　氏
山武地域に祭られている七福神をめぐり、御朱印を集めたり、年
頭のお参りができます。
興味関心のある市民
１９名（先着順）
１人５００円（御朱印代については別料金）
昼食、飲み物など
参加希望者の氏名、住所、電話番号を、本会事務局（表紙右上参
照）へお知らせください。
１月２０日（火）

◉日　時
◉集　合
◉講　師
◉内　容

◉対　象
◉定　員
◉参加費
◉持　物
◉申　込

◉締　切

ふるさとバスツアー七福神巡りとうがね社協ひろば
ふるさとの歴史や文化について学び、よりふるさとを好きになるためのバス
ツアーです。

平成２７年３月１日（日）１３：００～１６：００
ふれあいセンター多目的室
基調講演「自宅で大往生～「ええ人生やった」と言われるために～」
○講師：中村伸一 氏（福井県あおい町国保名田庄診療所所長）
パネルディスカッション「在宅看取りを支えるために」
○コーディネーター　千葉 一 氏（地域医療を育てる会）
無料
参加希望者の氏名、住所、電話番号を、本会事務局（表紙右上参
照）へお知らせください。

◉日　時
◉会　場
◉内　容

◉参加費
◉申　込

くらしの講演会
医療・保健・福祉の連携について一緒に考えましょう。 平成２７年３月７日（土）９：００～１７：３０（８：４０から受付）

ふれあいセンター１階ロビー
東京ディズニーシー（園内自由行動）
市内在住の在宅障がい児（者）と介助者（２人まで）
先着４０名程度
18歳以上 4,500円、12～17歳 3,500 円、4～11歳
2,500 円、3歳以下無料　（2/2以降のキャンセルは入場券分
の負担をいただくことがあります）
参加希望者の氏名、年齢、住所、電話番号、車いすの有無等を、
本会事務局（表紙右上参照）へお知らせください。
１月３０日（金）

◉日　時
◉集　合
◉行き先
◉対　象
◉定　員
◉参加費

◉申　込

◉締　切

春のふれあい旅行
障がい者（児）のふれあい交流を目的とした日帰りバス旅行です

平成２７年２月１４日（土）９：３０～１４：００
ふれあいセンター２階調理室
東金市食生活改善協議会
バレンタインの太巻き寿司づくりなど
市内在住の15才以下の子どもとその保護者（親でなくても可）
先着１６組（３５～４０名）程度
１人３００円
三角巾、エプロン、マスク、手拭きタオル、持ち帰り用容器
参加希望者の氏名、住所、電話番号を、本会事務局（表紙右上参
照）へお知らせください。
１月２９日（木）

◉日　時
◉会　場
◉講　師
◉内　容
◉対　象
◉定　員
◉参加費
◉持　物
◉申　込

◉締　切

親子ふれあいクッキング
「食育」や「調理」を通じて、家族のふれあいの時間をもちましょう！

ようじゅん
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○母がなくなった後、部屋の片付けをしたらゴミ袋30袋分の処分品がでました。自分の子供には…と思うのですが、何か今からできることのアドバイスを受けられるところが
あるとうれしいです。（堀上地区Tさん）→終活に関する相談にのっていただけるNPO法人等が千葉県内にあります。くわしくは、社会福祉協議会へお問合せください。

心配ごと相談
住民の日常生活上でお困りの相談に応じます。
どんなことでもお気軽にご相談ください。
相談員は、地域の民生委員さんです。
☆毎週火曜日（祝祭日の場合は翌日）
☆午後１時～午後５時まで
　（4月から、午後１時30分～午後５時になります）
☆ふれあいセンター１階相談室
　（予約不要、先着順にご相談いただけます）

田間地区

東金
第２地区

がんばってます地区社協
地域の抱える問題点 文化芸術の秋

「田間ふれあい文化展」
会長  織本雄二

　東金第２は、岩崎区・新宿区を活動地区として運営してお

ります。地域の抱える問題点は、他地区の単位社協も同じ悩

みと感じますが、

　１、組織を維持（支える）する人員の不足

　１、高齢者の増加への対応（敬老会・ふれあい広場の開催）

　福祉関係でいわれる、共助の気持ちは大切なことですが、

年金制度と同じく支えが必要な分子がますます増え、支える

分母が増えなくては負荷が大きくなりすぎ、地区社協の
はんちゅう

範疇を超える事態に成るのではと
きゆう

杞憂しております。

　現在でも地域活動の活発な

地区とそうでない地区が歴然

としており、今から東金の社

協の現状を見極め、活動内容

の精査・適性化、組織の集約・

分散化など計る時かなと思い

ます。

福祉活動推進員　真行寺靖子
　昨年度から新事業として始めた「田間ふれあい文化展」。

今年度は11月8日～９日に行われました。役員としては、

「作品がどのくらい集まるか」ちょっと心配しましたが、満面

の笑みで持参する方や少々恥ずかしそうに持ってくる方な

ど、130 点ほどの展示物が集まりほっとしました。皆さんの

精魂込めた手芸品や絵画などをバランス良く展示できるよ

う、場所と配置を皆で知恵をしぼりました。

　開催当日午後から小雨の予報が出ていたので、

来場者の出足が早くお土産用の「ポップコーン」作

りにあわてました。

　会場案内は顔見知りが行い、「これは○○さんの

お嫁さんの作品」と説明したり、「来年は○○さんも

出品してください」とのお願いに、「じゃあ、来年も

頑張って長生きしなきゃダメだね」と冗談を言ってく

れたおばあちゃんなどで和気あいあい。

　作品と心でふれあい、街で出品者と来場者が出

会い、文化展の話題で「ふれあいの輪」が広がる事

を願い２日間の幕を閉じました。

　「よーっ、元気ですか？」「あーっ、元気よ」
　今日も仲良く、声をかけあっているお隣
り同士。ここはおよそ２０数年ほど前から、
新しく越してきた人たちの住宅団地の一角。
　訪問したお宅は、３年前にご主人を亡く
し、今は独り暮らしの８３歳の女性宅。週３
日ディサービースに通っています。その女性には、一人息子夫婦がおりま
すが、仕事の都合で、少し離れた所に住んでいます。女性宅の台所の窓を
開けると、そこはすぐ隣家の玄関です。だから、一日に何回も顔を合わせ
ることもできるそうです。
　そこで、頼みたいことがある時は、台所の窓に、東金市長寿の会連合会
の黄色い（ＳＯＳ）ハンカチをたてて、遠慮なく頼んでいるそうです。買い
物であったり、ごみ出しであったり……と。隣りの家の人は、そのハンカチ
を見ると、すぐ来て、頼まれたことを、やってくれるそうです。
　いい話ですね。

（広報委員　中田邦生）

※黄色いハンカチは、「地域支え合い体制づくり事業」として、東金市内６５歳
以上の全員に配布されたもので、急な体調の悪化や、事故や被害にあった時
など、助けを求めるときに使います。６５歳未満でも、身体障害や独居など、
特別な理由のある方にも、配布しています。このハンカチを見たら、あなたの
温かい愛の手を、さしのべてください。
　お問い合わせは、東金市長寿の会連合会
　　　　　　　　☎０４７５-５２-２９２０　東金市老人福祉センターまで

ご寄付ありがとうございました

合同会社相創舎 中野浩之
匿名 
匿名 
東金市ボランティア連絡協議会 
第10回とうがね社協チャリティゴルフコンペ実行委員会 
千葉学芸高等学校

……………………………………………5,000円
……………………………………………………………………100,000円
………………………………………………………………………5,000円

……………………………………40,080円
……… 126,586円

……………………………………………………12,836円

一般寄附

指定寄附

物品寄附

プルタブ

日吉台納涼大会実行委員会（マザーズホームへ）
匿名（ふれあいクラシックコンサートへ） 
匿名（マザーズホームへ） 

…………………10,000円
　…………………………20,000円

……………………………………………50,000円

パールショップともえ東金sideⅡ …………………………………お菓子多数

平成２６年９月１日から１１月３０日まで（敬称略）

水野和代、山下洋子、吉岡勝海、山田若子、古川元成、片倉ハル、高橋貞明、麻生
恵子、吉野里子、都築幸子、豊﨑愛美・叶夢、滝口敬子、太田貞雄、小関恵子、鈴木 
昇、北田紀子、毛取妙子、吉村健一、小野良雄、伊藤あつし・つよし、桜田昭良、鈴
木きい、市原孝明、石田美津子、星 とも子、宇津木蓉子、長沼 昇、子安幸子、片倉
ハル、小平勝代、櫻田里美、永見房子、布留川 高、加瀬せつ、篠崎八重子、小松国
雄、木下義夫、石井恵子、並木悦子、宮﨑利枝、二金会、東金市手話サークル、東
金市シルバー人材センター、東金観光サービス、季美の森東有志、東金市身体障
害者福祉会、ハンドワーク、東金なごみ館、東金商工会議所、ナルク東金、するめ
の会、特別養護老人ホーム芙蓉荘、東金市（第4保育所、社会福祉課）
使用済み切手
山下洋子、小関恵子、芦澤守三、越川蓉子、阿部光男、伊藤あつし・つよし、北田
貞子、鈴木きい、今井義彦、豊﨑愛美・叶夢、秋葉良子、松山成子、毛利美海、高
浜智子、布留川 高、小松国雄、猪野裕子、田間２区グループ、㈱西川園、特別養
護老人ホーム芙蓉荘、アートブレイン、新宿郵便局、季美の森東有志、㈱三京
製作所、ハンドワーク、ルバーブ、東金法人会、東金市（収税課、高齢者支援課、
子育て支援課、会計課、社会福祉課）
使用済みテレホンカード
北田貞子
※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ませんか？？

東金
ちょっといい話

～第１０回とうがね社協チャリティゴルフコンペ～
地域福祉は仲間づくりから！チャリティ総額  126,586円

スポーツを通じた仲間づくりから地域福祉活動のためのつながりづくりを
目的として開催しました。６５名の参加をいただきました。地域福祉は仲間
づくりから！次回のご参加をお待ちしています。また、ゴルフコンペに際し
多くのご寄付を頂きました。ありがとうございました。
ゴルフコンペ協賛団体・個人
サンピア東口岸本薬局/手打ちうどんの店さくへい/八鶴亭/辻井印房/日本郵便㈱東金新宿郵便局/㈱二
木ゴルフ東金店/㈱三宅孵卵場/とんかつみつはし/三橋寿し店/安﨑際物店/パラメディカル㈱/㈱湖月堂/
㈱新千葉カントリー倶楽部/㈱千葉興業銀行東金サンピア支店/㈱西川園/㈲三河屋/谷乃井商事㈱/ナリス
ビューティースタジオDe I'm/南総通運㈱/フランス割烹 竹田屋/千葉日産自動車㈱/居酒屋 明洞/㈱松半/
植松憲一（順不同、敬称略）

黄色いハンカチが呼んでいる！
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開館時間
開 館 日

9：00～17：00
月～金曜日

ボランティア相談 13：00～17：00

………
………

…
（土、日、祝日及び17時以降の利用は、届出が必要）

始めようボランティア

「ボランティア活動がしたい」「ボランティアを紹介してほしい」
「どんな活動があるのか知りたい」
ふれあいセンター２Fです、お気軽にどうぞ！

生活習慣病予防食　No.52

主食　桜海老の炊き込みご飯

■作り方

社 協 の つ ぶ や き

とうがね社協におたより

　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

ヒント ： 福祉だよりをよく見てみよう締切  ： １月３１日（土）消印有効

第１問　社会福祉協議会の住所が変わるのはいつから？　

第２問　干支色紙を作っているのだれ？　

第３問　４月からの心配ごと相談所の開所時間は何時から

何時？

　初めて広報委員会に出席して熟年の活気ある熱意に驚きました。
　私も編集室の片隅で一筆書く事に力がわいてくることを感じました。
　「広報委員万歳」新人委員の「つぶやき」でした。

（広報委員　森川道義）

クイズに答えてクオカードをもらおう！！

ボランティア養成講座「手話でこんにちは」

①米を洗い、水に溶かしたスキムミルクを加え、炊飯器の目盛りに合わ
せて水を入れる。桜海老は、熱したフライパンで、こがさないように
さっと煎る。桜海老と、塩を炊飯器に入れて炊く。
②フライパンで白ゴマを煎る。炊きあがったら、煎った白ゴマと、小口に
切ったねぎを加えて混ぜ、器に盛る。   

ガス炊飯器を使用すると、機種によって焦げが
生じ、上手く炊けないことがあります。その場合
は、手順①でスキムミルクを加えず普通の水加
減で炊き、炊き上がったご飯に、スキムミルク
（大さじ２）を混ぜてください。

１人分の
栄養価

エネルギー 301kcal　脂質 1.4g
たんぱく質 8.2g　塩分 0.4g　   

写真／左 福岡支部長 川嶋妙子さん  右 嶺南支部長 龍頭章子さん
東金食生活改善協議会

　障がいを持つ子の保護者などが中心となり、その子たちの社会参加を目的
に活動している「シェイクハンズ」による、ふれあいセンターでのエコキャップ
収集活動が終了しました。今後、社会福祉協議会にお持ちいただいたエコキャ
ップは、「カスミ田間店」にお預けすることになりました。
　お持ちいただいたエコキャップは、「カスミ田間店」からカスミリサイクルセ
ンターへ送られ、再生品などで得たお金が、「認定ＮＰＯ法人世界のこどもたち
にワクチンを 日本委員会」に送られます。
　エコキャップはあくまでもリサイクルされるものです。以下の点に注意しなが
ら、リサイクルへご協力ください。
○キャップのシールが剥がされているか。
○キャップが汚れていないか。
○キャップが濡れていないか。
○キャップに異物がくっついていないか。
○キャップの種類は、通常のペットボトルジュース類のキャップです。

　ボランティアセンターでは、学校や地域の皆さんからの福祉教育に関する相
談にも応じています。
　「視覚障がいについて学びたい」「車いすの体験をしたい」などのご要望に
対し、お話をしながら、どんなプログラムを組むか、どんな方をゲストティーチャ
ーとして派遣するかなど、一緒に考えていきます。
　より多くの学校や地域の皆さんにボランティアセンターを活用していただく
ために、福祉教育メニューづくりを検討しています。地域にはどんな要望があ
るのかを把握するため、市内小中学校に対しアンケートの協力を依頼しました。
ここで、その一部をご紹介したいと思います。
　
○どんなことに取り組んでいますか？
　・地区のふれあい広場事業に協力。　　・地域の清掃活動に協力。
　・運動会で、障がいなどがあってもなくても一緒に楽しめる競技の導入。
　・地域の高齢者等にお越しいただいて、昔遊びを教えてもらう。
　・募金活動への協力。　　　　　　　　・認知症サポーター養成講座。
　・手話、点字、ガイドヘルプ、車いすなどの体験。　・救命救急講習。
○どんなメニューがあるとよいですか？
　・ボランティアについて　・肢体不自由について　・聴覚障がいについて
　・視覚障がいについて　  ・認知症について　　  ・妊婦や赤ちゃんとの交流
　・防災について

 このほかに、「メニューがあったほうが分かりやすい」「学校として他の取り組
みがある中で、なかなか時間を割くことが難しい」というご意見もいただきまし
た。
　このアンケートを参考に、メニューづくりを進めていきたいと思います。

…………………… ２合
…………………… 適量

…… 大さじ４
……………… ８ｇ

  …………… 小さじ1/4
       …………… 小さじ1

……… ２本（8ｇ）

米
水
スキムミルク
桜海老
塩
白ごま
万能ねぎ

■材料（４人分）

平成２７年２月２８日（土）１３：３０～１５：３０－１回目
平成２７年３月１４日（土）１３：３０～１５：３０－２回目
ふれあいセンター視聴覚室
東金市聴覚障害者協会
聴覚障害者の生活について
手話で「こんにちは」など、身近な手話のレクチャー
※講座の一環として、３月７日（土）１４：００～１６：００にふれあいセ
ンターで開催される手話サークルでの実習を推奨しています。 
先着２５名
500円（２回で）
お電話、ファックス、メールにてボランティアセンターへ
氏名、住所、電話番号をご連絡ください。
２月２０日（金）

◉日　時

◉会　場
◉講　師
◉内　容

◉定　員
◉参加費
◉申　込

◉締　切

エコキャップのリサイクルについてのお願い

②フライパンで白ゴマを煎る。炊きあがったら、煎った白ゴマと、小口に
切ったねぎを加えて混ぜ、器に盛る。   

ガス炊飯器を使用すると、機種によって焦げが
生じ、上手く炊けないことがあります。その場合
は、手順①でスキムミルクを加えず普通の水加
減で炊き、炊き上がったご飯に、スキムミルク

写真／左 福岡支部長 川嶋妙子さん  右 嶺南支部長 龍頭章子さん
東金食生活改善協議会

福祉教育への取り組みレポート③


