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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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　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。昨年度は、７，
３５８，１４９円の募金が集まりました。東金市社会福祉協議会では今年度５，３２８，
０００円の助成を受け、高齢者ふれあい広場、障がい者まつり、子育てサロン、法律
相談などの地域福祉の推進に役立てています。
　共同募金は、ひとり、ひとりのやさしい気持ちを集める活動で、私たちが住んで
いる町で活かされる募金です。あなたのやさしさが、あなたの声かけが、あなたの
行動が、 きっと「とうがねの町」を変えていくはじめの一歩となるはずです。もっ
と、もっと、住みやすい「とうがねの町」になりますように、共同募金運動に今年も
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、市内のひとり暮らし高齢者の
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あげます。

　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。「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、あらかじめご了承ください。
※さかざきちはるさん…千葉県市川市生まれのイラストレーター。
　Suicaのペンギンや、チーバくんの生みの親。

「ひとり、ひとりのやさしさが、とうがねの町をもっとやさしく」
赤い羽根共同募金運動スタート

長寿、金婚式をお祝いしました！
　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。１００歳（百寿）と金婚式を迎えられたご夫婦に対
しお祝い品をお贈りしました。
　地域で活躍されている諸先輩方には、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　７名　　☆金婚式　７５組

　田間にて㈲髙橋屋根工事を営む髙橋敏夫さん、洋子さんご夫妻、結
婚式は昭和41年、東金市中央公民館にて。出身はお二人とも田間地区、
現在の住まいで新生活が始まりました。野口建材㈱に勤めていた敏夫さ
ん、日本経済が活気な時代、朝から晩まで仕事が忙しく、家の事はほ
とんど奥さん任せ。３人の子どもに恵まれ、子育てや学校関係も奥さんが。
専業主婦だった洋子さんですが、子どもが小学校に通いはじめた頃から、
東金商業高校の食堂で１０年以上働きました。今でも当時の生徒さんに街で会うと、「おばちゃ～
ん」と声を掛けられるそうです。穏やかで人を大切にされる洋子さんの人柄がうかがえます。
　野口建材㈱から自営業に変わっても仕事一筋の敏夫さん。今は仕事を長男に任せ、少し時間に
余裕ができました。「子育てや家事で苦労を掛けたので、家内には好きな事をやらせてあげたい」
と語ります。お陰で洋子さんは、好きな押し花やパッチワーク、そして友人との食事や旅行を楽
しんでいます。現在次男夫婦と同居ですが、「私が好きな趣味ができるのは、お嫁さんが本当に
家の事をよくやってくれるから…」と話してくれました。二人は性格が似ているらしく、会話を
しても、買い物をしても意見が合います。「実の娘より仲が良いよ」と敏夫さんがニコニコ。
　「夫婦は仲が良いのが一番、そして家の事は家内に任せ、あまり口出しはしないこと。そして、
女性には一歩下がって…。」これが夫婦円満の秘訣だそうです。話を伺った部屋には、洋子さん
手作りの「押し花」が飾られ、きれいに整理された庭を見て、「健やかで温かい家庭」を感じら
れる髙橋さんのお宅でした。（広報委員　清宮武男）　

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

中華海鮮市場　アジアン
田間3-54-14
☎５3-1700

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

とんかつ・和食　みつはし
東岩崎８-２ 三橋ビル２F
☎５５-０９３３

リストランテ　ポンテ・テルツォ
東岩崎８-２　三橋ビル２F
☎５2-0975

八鶴亭
東金１４０６
☎５４-７８３０

和食　かしま
東岩崎8-10　サンピア1F
☎５2-5526

金婚祝い事業実施協力店

区長を通じて各世帯にお願
いしています。

市内の官公庁などの職員に
お願いしています。
街頭で通行人にお願いをし、
運動をＰＲしています。

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。

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。）

募　金
戸別募金…

職域募金…

街頭募金…

学校募金…

法人募金…
２６年度募金総額 ７，３５８，１４９円

翌年度助成

●東金市社会福祉協議会
　（東金市の方々へおよそ７０％）
●県内福祉施設・団体
　（千葉県の方々へおよそ３０％）

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）

赤い羽根コラボレーショングッズ等のご紹介

夫婦、家族は仲良く、そして女性には一歩下って…。
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★とうがね社協ひろばへのコメント★　○毎号の福祉だよりを楽しみにしています。私は介護をするのが大好きです。高校を卒業したら介護の道に行きたいと思って
います。（菱沼 Sさん）

これからの「地域づくり」への課題
～役員研修会～

レポート①

　皆さんは「東日本大震災」の時、どうしていましたか？　私は自宅で、
パソコンが机から落ちるのを手で支えているだけでした。突然やってく
る地震には全く無力であることを改めて思い知らされました。「備えあ
れば憂いなし」の諺のとおり、準備、訓練は必要だと考えております。
　田間二区では以前から炊き出し訓練、防災講話、消火器訓練、AED
訓練等幅広い内容で実施してきました。
　平成２７年度の訓練は、急に涼しくなった８月２３日（日）、２年前東金

市が防災公園として整備した「宮之下公園」において実施しました。
炊き出し、消防自動車の説明及び放水、公園の東屋に厚手の布地
を取り付け救護所を作る訓練、また、宮之下公民館では東金市に
よる「防災教室」等盛り沢山でした。大勢の区民の参加と関係者
のご協力により無事終了できました。ありがとうございました。
※防災公園：災害発生時の一時避難場所

　

　豊成地区いきいきクラブは、月１回２時間程度、高齢者の健康維持を目的とし、豊成公民館で
活動しているボランティアです。
　高齢者１５人、ボランティア１０人、スタッフも高齢化しており、皆が無理なく楽しめる内容で
自分達の出来ることで、楽しいひとときを過ごしております。
　内容としましては、陶芸・絵・書・ゲーム・市健康増進課指導のいきいき体操など様々です。

中でも皆が楽しみにしているのが昼食会です。地区社協のご協力のもとマイクロ
バスをお借りして出かけており、今までに、佐倉チューリップ公園・歴史博物館・
ドイツ村・航空科学博物館など、見学はもちろん車中まで会話に花が咲き、みん
な童心にかえっています。また、お口の体操・交通安全講話なども取り入れ、健康面、
安全面にも注意を払っております。そして、毎回３０分のお茶を飲みながらのお
喋りと、お誕生月に差し上げる花束、これがまた大好評です。
　ボランティア一同、好きな事を通して、誰かに
喜んでもらえることが活動の励みになっておりま
す。
　豊成地区は、農村地帯のため広域で、公民館ま
で１人で来られない方が大勢いらっしゃると思い
ます。家族などの協力で、公民館まで遊びに来ま
せんか？お待ちしております。

田間二区防災訓練
防災会々長　水野　毅

第7回東金チャレンジドフェスタ

第１1回 チャリティゴルフコンペ

「ふれあいクラシックコンサート」
とうがね社協ひろば

「第１2回ふれあいパーティー」
東金市ボランティア連絡協議会より

～手をつなごう、みんなおんなじ地域の仲間～

平成２７年１１月２１日（土）１３：３０～
ふれあいセンター２階視聴覚室
親しみやすい「ドレミの歌」から、モーツアルト「ピアノ協奏曲第２０
番」等、皆さんが楽しめる内容を予定
土肥 昇氏
カルテット・ノッツ他
市内在住の方を優先　先着５０名
５００円（障害者手帳をお持ちの方は無料）
東金市社会福祉協議会へ

◉と　き
◉ところ
◉内　容

◉案内人
◉出演者
◉対　象
◉参加費
◉申込み

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
◉ところ
◉費　用

◉対　象
◉申込み

平成２7年１２月６日（日）１０：００～１４：００
ふれあいセンター
千葉学芸高校吹奏楽部などのステージ。点字、朗読、ガイドヘルプ、
手話など各種体験コーナー。参加団体による模擬店や、作品展、活
動ＰＲブースを予定しています。
※ご来場の方には、先着でお餅の無料配布を予定しています。　
※とっちーとチーバくん、やっさくんが来るよ！
無料
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！
東金市社会福祉協議会へ

◉と　き
◉ところ
◉内　容

◉参加費
◉その他

◉問合せ

１２月３日から９日は障害者週間です。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、地域交流をはかるための機会として、
本イベントを開催します。ぜひお気軽に遊びに来てください。

平成２７年１１月１０日（火）１３：３０～１５：３０
ふれあいセンター1階多目的室
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
市内在住の方
無料
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）

◉と　き
◉ところ
◉内　容

◉対　象
◉参加費
◉申込み

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。

「第４回チャリティ演芸会」

平成２８年１月２３日（土）９：３０～１５：３０
東金文化会館小ホール
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。
出演者…メンバーに市内在住・在勤の方がいること
観覧……興味関心のある方
出演者…３，０００円（５分以内、カラオケは２コーラス）
観覧……無料
※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。
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）にあ
る申込み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　き
◉ところ
◉内　容
◉対　象

◉参加費

◉申込み

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。

地域を元気に！「豊成地区いきいきクラブ」

たけし

め え こ

こうこ元気・いきいきそして笑顔
豊成地区いきいきクラブ　布留川　孝子

　９月２日、東金文化会館の会議室に於て、城西国際大学　石
田路子教授をお迎えして講演がありました。
演題「地域包括ケアシステムの構築」
　　　～自治体の地域資源を活用した独自システムを創る～
　石田先生の前置きに、とかく行政は天災への対策は早急で
すが、介護予防や生活支援のようなじわじわした問題への対
策は遅れがちです。気がついた時、状況の深刻さに愕然とす
ると話されました。
　近年高齢者人口の増加に伴い、生活支援のニーズは拡大し、
今後要介護認定者が増す一方で、生産人口が減り、介護人材
が不足します。
　ホームヘルパーはより専門性の高い身体介護を担い、生活
援助は地域の住民等の元気な高齢者等の新たな担い手が必要
となります。
　今まで「介護予防」「生活支援」「社会支援」は別々に考え
られていましたが、融合させた総合事業として考え、生きがい、
役割を持って生活できる住民主体のネットワークを充実させる
仕組みづくりが重要です。介護は「解互」であり、「快互」です。
　私は介護も防災同様、自助、共助、公助、特に共助が大切
な役割を持つと思いました。専門的な難しい内容でしたが、先
生の熱意ある講演に 2 時間があっという間でした。（広報委員 
上木名慧子）

普段のベンチが救護所に

防災教室で子どもたちも一緒に学びました

ドイツ村で集合写真

東金市民のスポーツを通じたふれあいと仲間づくりを目的として開催します。
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。

平成２７年１１月４日（水）８：００スタート　※雨天決行
新千葉カントリー倶楽部　たちばなコース
参加費　３，０００円（パーティー含む）
プレー費（セルフ）　会　員…６，６４８円　
　　　　　　　　　ゲスト…７，７２８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（６００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。
市内在住・在勤の方　２０組８０名（定員に達し次第受付終了）
１０月１６日（金）までに、東金市社会福祉協議会へ



第1保育所での世代間交流 レジ係はチームワーク！

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。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
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福祉のしごと就職フェア in ちば
福祉のしごとセミナー

社会福祉施設等への就職を希望される方を対象に、求
人のある施設の担当者と個別面談の場を提供します。
日　時：平成２７年１１月１４日（土）
　　　　「しごとセミナー」１０：３０～１１：４５
　　　　「就職フェア」１３：００～１６：００
会　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）
問合せ：千葉県社会福祉協議会　福祉人材センター
　　　　☎０７３－２２２－１２９４　　　　　　　　　　

超高齢社会の現代における、食を通じた健康や老化防止、
セカンドライフにおける食の大切さや、高齢になっても
元気でいられる食のあり方を学びます。
日　時：平成２７年１１月１３日（金）
　　　　１４：１５～１５：４５
会　場：青葉の森公園芸術文化ホール
　　　　（千葉市中央区青葉町９７７－１）
内　容：講演「小泉式   食べ物養生訓」
　　　　講師　東京農業大学名誉教授　小泉武夫氏
問合せ：千葉県社会福祉協議会　地域福祉推進班
　　　　☎０４３－２４５－１１０２　　　　　　　　　　

丘山
地区

公平
地区

申込み不要 履歴書不要

地
区
社
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ご存知ですか？
ふれあいショップ（福祉ショップ）

東金市障害者福祉団体連絡協議会　会長　鎗田　敏光
　平成14年4月、ふれあいセンターオープンと同時に福祉ショップを開店しま
した。前年10月頃、ふれあいセンター内に空きスペースがあり、閑散とした感
じがするからと、担当課から福祉ショップを開いてもらえないかと相談があり
ました。建設検討委員会は、私たちのショップやレストランについて設置をお
願いしていた経過はありましたが結果として障連協で受けることになりました。
　経営管理は、東金市障害者福祉団体連絡協議会（当時の構成団体は、身体障
害者福祉会、精神障害者家族会「のぞみ会」、手をつなぐ親の会の三障害の団
体）が行なっており、障がい者の社会参加や自立の助長を図ることを目的とし
て、障害者団体や施設による自主製作品などの販売の場としています。
　福祉ショップは、月曜から金曜日、10時から15時でオープンしております。
臨時的に、ふれあいセンターで開催されるイベント（福祉バザー、夏まつり、チ
ャレンジドフェスタ等々）にも参加しております。
　ふれあいセンターは、保健サービスと福祉サービスの拠点となる総合的な
施設として、お年寄りから障がいのある方や子供たちまでふれあえる交流の
場として、また活動の場です。当初は、福祉ふれあい課と健康増進課、社会福
祉協議会、簡易マザーズホーム等が入っておりましたが、現在は福祉ふれあい
課はなくなり、福祉作業所が移動してきております。
　これからも、お客さまに楽しく来店して
いただける雰囲気づくりや販売する品物の
選定など、力を合わせて乗り越えていかな
くてはなりません。地域の方々との交流を
深めながら、地域に根差した楽しい活動が
できる場として育てていくことが目標です。

ご寄付ありがとうございました

ミルクステーション東金 …………………………………………… 10,080円
フレンズ東金 ………………………………………………………… 464円

パールショップともえ東金 side Ⅱ  
匿名希望  

上木名慧子、小林義子  
　　

…………………………… お菓子多数
……………………………………… 切手・テレホンカード多数

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）
プルタブ換金　60kg（ボランティア基金へ）
有限会社広栄サービス（マザーズホームへ）
夏まつりアルミ缶換金 20kg（ボランティア基金へ）

… 30,000円
…………………… 5,184円
…………………… 20,000円

……………… 2,160円

一般寄附

指定寄付

物品寄付

プルタブ 

使用済みカード

（順不同、敬称略　平成27年7月1日～ 8月31日）

真行寺靖子、小安静子、長沼昇、中村みどり、吉岡勝海、豊﨑愛美・叶夢、
中村祐貴・颯太、山田若子、細貝訒、大木博子、山﨑章江、北田紀子、高橋千尋、
有福佐亜子、小林範子、飯田美恵子、矢野祐子、石橋佳子、小嶋涼介、
森川裕斗、土屋定子、星とも子、眞橋澄子、藤生敏子、田宮幸子　他3名
ハンドワーク、東金市シルバー人材センター、求名駅前区会、二金会、
東千葉スポーツクラブ、オートアキバ、東金生活と環境を守る会、芙蓉荘、
季美の森東一丁目有志、アイポップ、するめの会、レク協会さとうかつえ、
東金市（社会福祉課、健康増進課）     

相澤直希、古川正枝、伊藤あつし・つよし、大木博子、豊﨑愛美・叶夢、
上木名慧子、矢野祐子、土屋定子　他1名     
西川園、米本会計、季美の森東一丁目有志、新宿郵便局回収ボックス、
アイポップ、ナルク東金、東金市（産業振興課、高齢者支援課）   

古切手

一人はみんなの為に！
　みんなは一人の為に！

歌は心の食べ物

会長  行木　壽次

　平成27年度から会長を担うことになりました。昨年は補
佐として活動をしてきましたが「社会福祉」とは、地域でど
のように対応すべきか理解できないまま、前任者から引き継
ぎました。地域の方々にご迷惑を掛けていないか悩んでいる
昨今です。
　当地域は市内で最も少子高齢化が進んでいる地域です。高齢者福祉及
び青少年・児童福祉の活動が求められており、当協議会では、地域と協
働で福祉の推進と向上に向けて模索しているところです。
　その中にあって、「こまちの会」では、ボランティアと一人暮らし高
齢者の方々が楽しい時を過ごしながら英気を養い、季美の森東地区にお
いては地域の方々と「いきいきサロン」でコミュニケーションを図って
いるところです。また、月２回のささえあい昼食サービスで安否確認を

行っています。
　今後共、市協議会及び各地区協議
会のご支援、ご指導をお願いし、よ
りよい丘山地区になっていくように、
一人はみんなの為に！みんなは一人
の為に！取り組んでまいりますので
ご協力をお願い致します。

福祉活動推進員  中田　文子

　80歳以上の方々を対
象とした「ふれあい広
場」に向けて、今年も
公平地区社協は着々と
準備を進めています。
毎回皆さんに楽しんで

いただけるよう、趣向を凝らした企
画で盛り上げています。中でも「みんなで歌おう！」のコーナーは、参加
者のみなさんと社協のメンバー（公民館長、区長、民生委員、ボランティ
ア代表）が一緒に大合唱する恒例の人気コーナーです。
　毎年「ふれあい広場」が近づくと、社協のメンバーが集まり、「みんな
で歌おう！」のコーナーのために、歌の練習を重ね本番に臨みます。今年
も公平公民館のホールで、発声練習から始めました。一人ひとりが幼少の
ころを思い出し、懐かしい昔にタイムスリップしたかのように、メンバー
全員大きな声で、『童謡・唱歌・歌謡曲』を一生懸命練習しています。私
のつたない歌唱指導にも熱が入ります。そして迎える本番。今年も懐かし
い歌を楽しそうに歌う全員の歌声は、会場全体に響きわたり、今までの練
習風景を思い出しながらタクトを振る私も、感慨ひとしおです。
　歌は心の食べ物だと言われます。今年もたくさんの歌をおもいっきり唱
って、十分に心を満たしていただきたいと思います。
（今年のふれあい広場は9月19日に開催されました）

としつぐ

ふみこ

介護職員

参加費無料

県民福祉セミナー

サロンで歯科衛生士による「健口」のお話

懐かしい昔にタイムスリップ

ふれあいショップにはすてきな商品がたくさん
※プルタブ、古切手、使用済み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？

東金市田間 3-54-9
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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。

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１1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

締切  ： １０月３１日（土）消印有効

第１問　「歳末たすけあい募金」はいつからスタートする？

第２問　田間二区の防災訓練で、公園の東屋は何に変身した？

第３問　公平地区社協で実施された「ふれあい広場」では
どんな企画があった？

東日本大震災が発生してから、4年半が過ぎました。激しい揺れと津波で、東
日本の広域に渡る大災害となり、復興もまだ道半ばです。しかし、大災害の
記憶が薄れつつある今、寺田寅彦氏の警句「災害は忘れた頃に来る」を念頭
に、日頃から、いざという時の心構えと備えをしておきたいものです。

（広報委員　木村嘉保）

社協だよりを読んでクオカードをもらおう！！

夏休みボランティア体験！！
　今年も暑い夏はあっという間に過ぎて行
きました。毎年ボランティアセンターで実
施している「夏休みボランティア体験」の
プログラムに、市内・市外の小学生から大
学生まで計３４名。延べ７６回の体験をして
くれました。
　７月の開校式においてオリエンテーション
に参加した後、参加者それぞれが市内の福祉施設やボランティアグループの受
入れ先を自分で選び、ボランティア体験をしました。８月末の閉校式では体験
の発表会を実施、家の人に勧められた子、自分でやってみたいと参加した子、
きっかけはさまざまですが、この体験を通じて子どもたちなりの「気づき」を
得てくれたような体験談を話してくれました。
　
☆参加者からの感想☆
・ボランティアをする度に、そこでお世話になる人々から教わることがあった。
（障がい児通所施設）
・もっとたくさんやりたかった。（高齢者デイサービス）
・知らない人でも声をかければ、仲良くなれることが分かりました。
　（障がい児通所施設）
・楽しくおもちゃの使い方を教えてあげるのが難しかった。（おもちゃの図書館）
・私は簡単にサッカーできるけど、お年寄りは力がなくてできない。座ってサッ
　カーだと一緒に楽しくできた。（特別養護老人ホーム）

・お年よりは歩くのが大変そうだった。
　（高齢者デイサービス）
・点字を打つための道具がある。点字は　
　ローマ字と同じ性質がある。
　（点字グループひまわり）
・手話は動作を覚えるのが難しかった。
　（手話サークル）    

①ハムは十字に4等分に切る。  
　レタスは挟みやすい大きさに手でちぎる。 
　さやいんげんは、塩ゆでし、5㎜幅に切る。 
②さやいんげん、ツナ、マヨネーズ、こしょうを混
ぜる。
③ごはんにコーンと塩を混ぜる。  
④ラップをしき、焼きのり→ごはん100ｇ→具材
　（A半量またはB半量）→ごはん100ｇの順に
のせる。
　このとき、ごはんは、のりの真ん中に広げる。
⑤四方をラップごと抑え包み、のりがなじんだら
半分に切る。   

………………… ４枚
… 800ｇ（100ｇ×8）
……………… 20g

…………………… 少々

………………… 2枚
… 2枚（20ｇ）

……… 10ｇ
…………… 80ｇ
……… 小さじ1

………………少々

焼のり
ごはん
コーン缶
塩
【A：ハムレタス】
　ハム
　サニーレタス
【B:ツナいんげん】
　さやいんげん
　ツナ缶
　マヨネーズ
　こしょう

　夏休み体験ボランティアをしてくれた２人を紹介します。
　１人目は、伊藤穂乃香さん。お住まいは山武市です
が、高校でボランティア体験のパンフレットを見て参
加してくれました。
　伊藤さんのお宅は、東日本大震災が起きたとき断
水してしまったそうです。そのとき、たくさんのボラ
ンティアの方が水を配ったりして助けてくれたことを
今でも感謝していて、普段の生活が出来ることがあり
がたいということを感じ、自分もボランティアをしようと思ったそうです。今
年はボランティアセンター夏まつりと星空映画会を手伝ってくれました。子
どもからお年寄りまで、いろんな方に会うことが出来て、また、笑顔になっ
た皆さんを見て幸せに感じたと話してくれました。
　伊藤さんはまだ高校１年生、勉強も部活もやりたいことがたくさんあるか
もしれませんが、今後は友達にボランティアの輪を広げていきたい、身の回
りで自分が出来ることを探していきたいと話してくれました。

　２人目は山田英理奈さん。山田さんは東金市内にお住まいで高校３年生。
今年の夏は、マザーズホームの兄弟保育ボランティアやボランティアセン
ター夏まつりに、延べ１５日以上協力してくれました。
山田さんは今年受験という中で、進路とボランティア活動が直結するもので
はありませんでしたが、「いろいろなことを経験したい」「学校と自宅以外で
いろんな人と触れ合って会話をしたい」と来てくれました。
　山田さんはふれあいセンターからは少し距離があるところに住んでいます
が、毎回自転車で通ってくれました。「高校最後の夏休みを自分のためでは
なく、誰かの力になって過ごしたい」と話してくれた山田さんからは、その

意志の強さも伺えました。
　ボランティアをしたこの夏の経験が無駄
になることはないと思います。今回紹介し
た２人の「誰かの役に立ちたい」という想
いは違う誰かに伝わり、新しいボランティ
アを生んでくれるかもしれません。ボラン
ティアセンターはみなさんのボランティア
をしたい気持ちに応えます。   

よしやす

生活習慣病予防食　No.56
主食　おにぎらず（ハムレタス、ツナいんげん）

■材料（４人分）

エネルギー：
たんぱく質：

脂質：
塩分：

378kcal
11.1g
2.6mg
1.0g

■作り方

１人分の
栄養価

ご飯をにぎる「おにぎり」に対して、広げた海苔にのせて
包むだけでにぎらない「おにぎらず」。 
簡単に作れるので、ぜひお試しください。 

左　嶺南支部　宇津木久江　
右　正気支部　小倉博江

東金市食生活改善協議会

東金市田間３丁目9番地1　ふれあいセンター2階

開館時間……… 9：00～17：00

ボランティア相談…１３：00～17：00

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）

Tel:52-5198 Fax:52-8227

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」お気軽にどうぞ！

ボランティアセンター
E-mail：togane.shakyo@cronos.ocn.ne.jp

ガイドヘルプ体験のようす 伊藤さん（写真左）

山田さん（写真左）
体験を発表してくれました。


