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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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「知ることは障壁（バリア）解消の第一歩」
〜第7回東金チャレンジドフェスタ〜

障害者週間（１２月３日〜９日）に合わせて、
１２月６日（日）ふれあいセンターで開催され
ました。知ることは障壁（バリア）解消の第
一歩です。障がいのある方や支援団体、関係
施設や協力企業 39 団体が、「まずは知っても
らおう！」とそれぞれの個性を活かし、力を合
わせて準備。大勢の来場者が障がいについて

青空の下でおもちつき

の体験や楽しいステージで交流をはかりました。模擬店には、施設や学校で大
切に育てられた野菜や花苗も多く「花が咲くの
が楽しみだね」と地域の方に大好評でした。
また、城西国際大学の学生を始め、たくさ
んのボランティアさんの協力もあり、今年も地
域のなかまの輪が大きく広がりました。ご来場
してくれた皆さん、事業にご協力をいただいた
車イスの体験

皆さん、ありがとうございました。

※「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。

第7回福祉のまちづくりポスターコンクール

千葉学芸高等学校吹奏楽部がステージに華を

参 加 団 体 から
チャレンジドフェスタへの参加は３回目
で、今年度は実行委員会にも参加させて
頂きました。当協会は、自閉症の啓発・
展示・活動紹介等を行ってきました。質
問や会話してくださる方がいたり、今年
度は入会の問い合わせもあり、続けて参
加してきた手応えを感じました。
また、参加団体同志の交流ができ、他障害への理解を深め合う機会にもな

受賞者みんなで記念撮影！

荒井春美さんの作品

髙橋絵利衣さんの作品

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。今年のテーマは「ボランティア」。下記の皆さんが入賞しました。
★小学生の部
☆最優秀賞
☆優 秀 賞
☆優 秀 賞
☆優 秀 賞
☆優 秀 賞

★中学生の部
☆最優秀賞 髙橋絵利衣（東金中）
☆優 秀 賞 小川光愛（東金中）

荒井春美（正気小）
高野好香（城西小）
海保和奏（城西小）
駒田侑太郎（日吉台小）
牧野由愛（日吉台小）

（敬称略）

共に手を携えて！
会長 川嶋正明
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、健やかに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。
昨今人口減少や高齢化の進展、単身世帯の増加、地域のつながり
の希薄化が一層進む中で、生活困窮や社会的孤立、虐待など多様な

福祉だより

ったと思います。

（長生・山武自閉症協会「あおぞらの会」工藤房江）

毎日の活動で利用される皆さんが関わ
って出来た野菜・花苗・作品を来場され
た方々に販売し、そのやり取りを行う良
い機会となりました。作ったもの、育てた
ものが売れる喜びを感じました。
（カマラードの里

支援員 内田俊輔）

生活課題が顕在化し、住民のニーズも複雑化しています。
介護保険制度の改正による新たな地域支援事業の推進や、共に支
えあう社会保障の構築に向け制度改革が進められています。
私たちはこうした生活課題を自らの問題として認識し、住民一人ひとり
が知恵を出し合い、
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、地域社会全体で支え合う関係を
つくりあげていくことが大切と思っています。
当会では住民参加による福祉関係者の力を結集し、
その参加と協
働のもと行政と共に多くの課題に取り組んで参ります。
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等と手を携えて
「この東金で暮らし続けてよかった」
と心
から思える地域社会の実現をめざして頑張って参りたいと思います。
年頭にあたり皆様が輝かしい一年でありますよう念じつつ挨拶といた
します。
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地域を元気に！
「第11回下谷ふれあい祭り」
600人以上が秋の一日を楽しむ

たかの友梨CUP 第38回平尾昌晃チャリティゴルフコンペ

10 月 26 日 ( 月 ) 晴天の中、新千葉カントリ
ー倶楽部で開催され、市内の高齢者や障がい者
福祉施設の利用者が招待されました。本会の福
祉作業所も招待され、お笑い芸人さんと一緒に
写真撮影をしたり、間近で見る芸能人にみんな
喜んでいました。
また今回は、主催者より運営スタッフとしてボ おそろいのジャンパーでボランティア
ランティア協力の依頼があり、東金市ボランティ
ア連絡協議会のみなさんが協力しました。スタートホールでの軽食接待やふれ
あい広場の補助をし、参加している芸能人からねぎらいの声をかけられたとの
ことで、お手伝いをしながらも楽しい時間を過ごしたようです。

干支色紙で素敵な新年をお迎えください
社会福祉協議会では、歳末たすけあい友愛訪問
事業として、東金市赤十字奉仕団の協力により手
作り干支色紙を配布しながら安否の確認をしました。
今年の干支は申。毎年干支色紙を楽しみにして
くれている地域の高齢者に、赤十字奉仕団のみな
さんが一つひとつ手間をかけて作成しています。
素敵な新年を迎えていただけるよう、「お元気です
か？」と声をかけながら訪問しました。

手づくりの干支色紙

第６5回千葉県社会福祉大会
11 月 13 日（金）に、千葉市青葉の森文化ホールにおいて開催されました。
下記の皆さまが、これまでの功績に対し表彰されました。 ※敬称略
★千葉県社会福祉協議会長表彰
☆民生委員・児童委員功労者
竹内方子
★千葉県共同募金会長表彰
☆優良地区
台方区、荒生区、下武射田区、上谷 2 区、上布田区

昨年の深まりゆく秋の 10 月
25 日（日）、下谷コミュニティ
会館周辺で、「第 11 回下谷ふ
れ あ い 祭り」（主 催：田 中 勝
下谷区長）が開催された。当
日は志賀市長、石橋県議会副
議長、地元市議をはじめ、大
勢の来賓と高齢者を招待して
子供会の遊戯
大盛況であった。
十数年前、昔から住んでいる区民と移り住んで来た区民との間で生活環境
の違い等から意見がまとまらないことがあり、「区を二つに分けなければならな
いのか？」という考えも出るほどだった。「住みよい下谷にしよう！」と区民全員
の融和を目的に「手作りのお祭り」として企画され、発足したもの。
ステージでは子供会の遊戯、福岡小学校の器楽、東金中学校の吹奏楽、百
穂会・風車の会による舞踊、長寿会の合唱、サウンドゴールドの演奏、羯鼓舞
の郷土芸能演技、区民参加によるカラオケやビンゴゲームなど盛り沢山なプロ
グラム。会場の皆さんが一緒に歌い、輪になって踊っていた。会場には餅つき、
豚汁、甘酒、焼鳥、焼そば、綿菓子、ポップコーン、フランクフルト、チョコバナナ、
ヨーヨーつり、各種飲料等が出店。新鮮な野菜の販売コーナーや、折り紙教室
もあった。
祭りの実施にあたっては、子供会から長寿会まで、実行組合、神社奉賛会、
社会福祉関係団体など、多くの皆さんが仲
良く協力しあい、活動されていた。また、
地元の人が作詞・作曲したという「哀愁の
南白亀川」と「福岡公民館の歌」を、地元
の人たちが歌っていたが、祭りをとおして
地方創生、活性化を感じた。
模擬店でおいしい食べ物をほおばる子供達

（広報委員 中田邦生）

お 知 ら せ
とうがね社協ひろば ふるさとバスツアー七福神巡り

ふるさとの歴史や文化について学び、よりふるさとに親しみを持つことがで
きるバスツアーです。
◉日
◉集
◉講
◉内

時
合
師
容

◉対 象
◉定 員
◉参加費
◉持 物
◉申 込
◉締 切

平成28年1月27日（水）10:00出発〜14:30帰着予定
ふれあいセンター1Fロビー
東金市観光協会 戸村寿彦 氏
山武地域に祀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（昼食休憩はオライはすぬまにて）
東金市社会福祉協議会（☎52-5198）
1月20日（水）

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。
◉日 時 平成28年３月6日（日）13:00〜16:00
◉会 場 ふれあいセンター多目的室
◉内 容 ●基調講演「なじみの店が閉店！その時、あなたの健康は･･･？」
講師 中野智紀 氏（東埼玉総合病院 在宅医療連携拠点事業
推進室室長）
●分科会「行きつけのお店はどこですか？」
◉参加費 無料
◉申 込 東金市社会福祉協議会（☎52-5198）
◉締 切 2月24日（水）

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！
◉日 時
◉会 場
◉調理指導
◉内 容
◉対 象
◉定 員
◉参加費
◉持 物
◉申 込
◉締 切

平成28年2月13日（土）9:30〜14:00
ふれあいセンター調理室
東金市食生活改善協議会
バレンタインのケーキ寿司を作ろう！
メニュー･･･ケーキ寿司、野菜の肉巻き、米粉のショコラ蒸しパン
市内在住の小学生や小さいお子さんとその保護者（親でなくても可）
16組35名（先着順）
１人300円
三角巾、エプロン、マスク、手拭きタオル、動きやすい服装
東金市社会福祉協議会（☎52-5198）
2月1日（月）

障がい者ふれあいバスツアー
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 28 年 3 月 5 日（土）8:45 出発〜 17:30 帰着予定
ふれあいセンター１階ロビー
すみだ水族館（「トップテーブル」にて昼食、入場後自由行動）
市内在住の在宅障がい児（者）と介助者（２人まで）
40名（先着順）※4 名まで車イスのまま乗車可
大人 2,500 円、高校生 2,000 円、小・中学生 1,500 円、
乳幼児 1,000 円
込 東金市社会福祉協議会（☎52-5198）
（月）
切 ２月１８日

◉日 時
◉集 合
◉行き先
◉対 象
◉定 員
◉参加費
◉申
◉締

地域福祉は仲間づくりから！ チャリティ総額 165,089円

〜第１1回とうがね社協チャリティゴルフコンペ〜

スポーツを通じた仲間づくりから地域福祉活動のためのつながりをつくる
ことを目的として開催しました。今回は94名の参加をいただくことができま
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協賛を頂きました。ありがとうございました。
注目のティーショット！ワクワク、
ドキドキ！
ゴルフコンペ協賛団体・個人
㈱新千葉カントリー倶楽部/サンピア東口岸本薬局/とんかつみつはし/㈱西川園/㈱二木ゴルフ東金店/日
本郵便㈱/東金新宿郵便局/パラメディカル㈱/安﨑際物店/㈱千葉興業銀行東金サンピア支店/ナリス
ビューティースタジオ De I'm/南総通運㈱/㈱竹屋/千葉日産自動車㈱/辻井印房/三橋寿し店/㈱三宅孵卵
場/(有)三河屋/谷乃井商事㈱/八鶴亭/㈱湖月堂/㈱松半/協和クリーン㈱/植松憲一（順不同、敬称略）

★とうがね社協ひろばへのコメント★ あまり日常生活の中で目にしたり、耳にしたりする機会が多くない分野ですので、この福祉だよりを通じて、社会福祉協議会の活動を知
ることができ、ありがたいと思います。
（小沼田 Nさん）
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地域住民が求める福祉課題
大和
〜住民の声を聴く福祉座談会〜 地区
会長 山﨑

克彦

9月26日（土）に福祉座談会を大和公民館で開催しました。
福祉座談会は平成22年に始まり、平成24年から地域福祉
での活動の振り返りと、地域が求める福祉課題の抽出を目的
に、運営委員34名が4グループに分かれ、予定時間を超過
するほど熱心に話し合われました。
求める課題は、認知症や要支援者に対する支援研修、高齢者や障がい
者への支援、交通の利便性向上、買い物支援、通学路の安全確保、地域
防災の推進など27項目が提案されました。
これらの課題は住民の共
通した声と受け止め、優先
順位を決めて実現に向けた
活動を進めていきます。ま
た、今後地域で推進される
市民提案型協働事業や生活
困窮者自立相談事業にも展
開していきたいと思います。

熱心な話し合いに時間を忘れ…

ご 存知ですか
東金市子ども会育成協議会は、市内各地区の子ども会で
活動する育成者の会です。各地区から選出された理事の皆
さんとともに、子ども達の健やかな成長、安全・安心な居場
所作りのために、各種行事運営等を行っています。
６月に房総子どもかるた東金大会、１１月に東金市子ども
会中央大会を主催し、市内の子ども達に学校区・学年を越えた交流の機
会を提供しています。今回もたくさんの子ども達が参加してくれました。
今大会で２７回目となる房総子どもかるた東金大会は特に人気で、今年
度も２００人を超える小学生が参加
してくれました。秋に開催される千葉
県大会の予選も兼ねており、県大会
出場の権利を賭け、熱い戦いが繰り
広げられました。県大会においても、
昨年度は高学年の部で第３位、低学
年の部で準優勝、今年度は高学年の
部で第３位を勝ち取っています。

房総子どもかるた東金大会

また、各地区の子ども会活動を多くの人に知ってもらうため、年に１回
広報誌「みちくさ」
を発行しています。

房総子どもかるた千葉県大会

ふれあい広場の開催
会長 鵜澤

誠

当地区の一大行事である正気地区
ふれあい広場を開催しました。
来賓に市社協副会長、市議会議員、
各区長、歴代の地区社協会長のご臨
らっこクラブの体操
席を賜り77才以上の高齢者をお迎え
し盛大に催しました。来賓のご挨拶のあと、正気小音楽ク
ラブの吹奏楽が工夫を凝らした衣装を身につけ、軽快な演
奏を披露してくれました。次にアロハアウリィのフラダンス、居ながら
にして南国の情景が浮かびました。続いて関下篠笛の会による祭囃子、
笛や太鼓、鐘の音が昔をしのばせました。そして、らっこクラブによる
体操、歌いながら手足指を動かし脳の活性化になりました。
昼食は、東金市食生活改善協議会正気支部の皆さんに、色、味、栄養
面を考えたお弁当を200食作って頂き大変好評でした。午後からは、柳
扇会の舞踊、大変優雅でした。演目の最後は、華太鼓の勇ましい和太鼓
演奏に合わせ、みんなで輪をつくり踊りました。
普段なかなかコミュニケーションがとれないなか、一日大変有意義に
過ごされたと思います。また、体の不自由な方の
ため、ゆりの木苑職員の協力を得て、ポータブル
トイレを備え対応しました。
来年も実施するなか、演目のマンネリ化を避け、
小学生の衣装にもひと工夫ありました 更にふれあいの場を提供したいと思います。

地区社協だより

の課題を実行に移す活動を推進してきました。今年はこれま

正気
地区

ご寄付ありがとうございました
平成２7年９月１日から１１月３０日まで（敬称略）
一般寄附
匿名希望 ………………………………………………………………… 5,000円
NPS東金スクール ……………………………………………………… 2,650円
匿名希望 ……………………………………………………………… 100,000円
千葉学芸高等学校 …………………………………………………… 14,398円
東金市ボランティア連絡協議会 …………………………………… 18,450円
第11回とうがね社協チャリティゴルフコンペ実行委員会 ……… 165,089円
指定寄附
日吉台納涼大会実行委員会（マザーズホームへ） ………………… 10,000円
匿名希望（ふれあいクラシックコンサートへ） …………………… 150,000円
日吉台西区（マザーズホームへ）………………………………………… 5,550円
物品寄附
日吉台納涼大会実行委員会（マザーズホームへ） ……………… おもちゃ多数
パールショップともえ東金sideⅡ ………………………………… お菓子多数
明治安田生命労働組合千葉支部 ………………………………… 雑巾200枚
ときがねウォッチング ……………………………………………… もち米10kg

プルタブ
岸田冨美子、本江宣久、芦澤守三、長沼昇、土屋麻季、小松国雄、斉藤嘉子、吉岡勝海、山
田和代、秋葉英子、角田千恵子、髙橋勝見、大縫紀久子、森重照雄、中里好子、都築幸子、平
田憲治、吉田ゆたか、平野誠司、上木名慧子、豊﨑愛美・叶夢、石井春利、子安孝夫、市原孝
明、森川裕斗、横田美世、石井恵子、加藤せつ、宮川八重子、伊藤あつし・つよし、吉形、平井
八重子、前嶋三佐子、山越、藤田朋子、毛取妙子、斉藤慶子、浅葉時代、佐々木米子、楠あつ
子、二金会、大和四つ葉会、芙蓉荘、ときがね幼稚園、東金市身体障害者福祉会、カバの
家、東金なごみ館、東金生活と環境を守る会、河舟、ハンドワーク、するめの会、季美の森
一丁目有志、家之子区ボランティア、大和四つ葉会、求名駅前区会 ほか3名
使用済み切手
芦澤守三、斉藤嘉子、深堀登女、角田千恵子、平山光子、都築幸子、堂園弘幸、田中久美
子、伊藤あつし・つよし、東金市簡易マザーズホーム、大和四つ葉会、季美の森東一丁目
有志、ジー･オー･ピー株式会社、家之子区ボランティア、芙蓉荘、ときがね幼稚園、新産
業交流プラザU-BOX、㈱菱興社千葉工場、㈱西川園、千葉県建設業協会山武支部、ナ
ルク東金、TAF、東金市（健康増進課、社会福祉課、収税課、高齢者支援課） ほか3名

東金市子ども会中央大会

使用済みテレホンカード
上木名慧子 ほか1名、芙蓉荘
※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？？

介護事業所 くつろぎの家
障害者の居宅介護、
同行援護と介護保険の訪問介
護、
デイサービス、
居宅介護支援を小規模ながら、
利用
者もスタッフもみんなで楽しくやっている事業所です。
もっと視覚障害者の外出や社会参加を支援したい
ので、
同行援護のヘルパーさんを募集しています。月に
一日でもOKです。未経験者でもOKです。
☆訪問介護のヘルパーさんも募集しています。
☆デイサービスの看護師（パート）さんも募集しています。
ご興味のある方は、
まずお電話ください。
履歴書・資格証明書持参のうえ、
面接に来て頂きます。

● 募集

同行援護のできる方
介護職員初任者研修修了者（ヘルパー2級）
同行援護従業者研修修了者、
運転免許
● 時給 1,000円以上 / 時間
● 手当 夜間・早朝手当、
日曜日手当等あり
交通費は会社規定で支給
● 研修は十分に行います。
安心して下さい。
● 事業所：東金市藤下飛地818番地9
（豊海県道沿い、
セブンイレブン・コメリ西野店の近く）
● ℡ 0475-77-7020
● 資格

スタッフ募集 ーカバの家ー
「カバの家」 では職員、パートさんを募集して
います。知的障害者と一緒にパンを作り、配達・
販売をしています。福祉やパン作りに興味のある
方はぜひご一報ください。
作業日は月〜金曜日、給与・
パート代等詳細はお問合せください。
就労継続支援 B 型事業所ハンドワーク
手作りパン工房カバの家
（東金市下武射田1228-5）
℡ 0475-58-6979
（問合せ時間10時〜16時半）

○「ボランティア」と言っても、何をどうすればよいか迷ってしまいます。初めは軽い気持ちで話を聞きにいくことからですね。
（田間 Oさん）
→ぜひ、ボランティアセンターへお越しください。まずはゆっくりお話を聞いて、どんな活動ができるか一緒に探しましょう。
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平成 2８年（2016 年）1 月 1 日

開 館 時 間 ……… 9：00〜17：00
開 館 日 ……… 月〜金曜日

始めようボランティア

ボランティアセンター

（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

「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」
東 金 市 田 間３丁 目 9 番 地 1 ふ れ あ い セ ン タ ー 2 階
「どんな活動があるのか知りたい」お気軽にどうぞ！
Tel:52-5198 Fax:52-8227 E-mail：togane.shakyo@cronos.ocn.ne.jp

ボランティア養成講座「手話でこんにちは」
◉日

時 平成２8年２月２0日（土）
１３
：
３０〜１５
：
３０
平成２8年３月5日（土）
１３
：
３０〜１５
：
３０
◉会 場 ふれあいセンター視聴覚室
◉講 師 東金市聴覚障害者協会
◉内 容 聴覚障がい者の生活について
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、2月2７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への参加を推奨しています。
◉定 員 先着２５名
◉参加費 500円
◉申 込 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。
◉締 切 ２月19日（金）

その入れ歯…捨てないで！〜入れ歯回収ボックス〜
ボランティアセンターに日本ユニセフ協会と日本入れ歯リサイクル協会が実
施する「入れ歯リサイクル活動(世界の困難な状況にある子どもたちへの支
援)」の回収ボックスを設置しました。入れ歯にはクラスプ(歯にかけるバネ)が
付いていて、パラジュウムや金といった貴重な金属が含まれており、一つの入
れ歯から２，
５００円程度の収入が得られます。益金はユニセフを通して世界の
子どもたちを支援するほか、本会活動への助成もあります。
〜「入れ歯１個」でできる支援の例〜
・１０リットルの水なら…9個
・予防接種のための使い捨て注射器なら…350本
・勉強するためのノートと鉛筆なら…46人分
【寄付の方法】
①汚れを落とし、熱湯か入れ歯洗浄剤(除菌タイプ)で消
毒してください。
②ビニール袋に入れて回収ボックスへ投入してください。
不要な入れ歯がございましたら、ぜひ回収ボックスま
でお持ちください。

はくじょう

「白杖SOSシグナル」を見かけたら…
「白杖シグナル運動」は、福岡県が発祥の運
動で、視覚障がい者が外出の際、周囲の助力を
求める必要がある場合に、白杖を頭上50cm程
度に掲げることで助けを求める意思表示を行い、
周りの人から手助けをしてもらうための手段とし
て提唱されているものです。
白杖とは、視覚障がいの方が歩行の際に路面
や周囲の情報を得て、障害物などから安全を確保
するために使用する白い杖で、安心して生活をおくる上で大変重要なものです。
白杖SOSシグナルを見かけたらどうしよう？
①まず声をかけましょう
白杖を頭上50cm程度に掲げてSOSを発信している視覚障がいの方を見か
けたら、まず「何かお手伝いすることはありますか？」と声をかけましょう！
②困っていることを聞きましょう
何に困っているのか、どのようにサポートしたらよいのかを聞きましょう！
③そしてサポートしましょう

視覚障がいのある方が困っているときは、白杖を掲げ

S

るだけでなく、立ち止まって手を挙げている場合もあり
ます。
「何かあったのかな？」と感じたら、このSOSシグ
ナルによらず声をかけてみましょう。

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！
！
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 「チャレンジド」の意味は？
第２問

下谷ふれあいまつりで、地元の人が作った歌のタイ

生活習慣病予防食 No.57
主菜
■材料（４人分）
鮭 …………280ｇ（４切れ）
酒 ……………… 大さじ1/2
薄力粉 ……… 大さじ1・1/3
にんじん ……………… 35ｇ
にら
………………… 30ｇ
もやし ……………… 200ｇ
ごま油（茹で用） ……… 数滴
豆板醤 ……… 小さじ1/3
しょうゆ
……… 大さじ1
A 砂糖 …………… 小さじ1
長ねぎ ……………… 20ｇ
しょうが …………… 1かけ
ごま油（焼く用）…… 小さじ2

トルは？
第３問 白杖は何センチ程度揚げると、SOSのサインになる？
締 切 ：１月３１日（日）消印有効
前回の応募総数：１7通
前回の答え：①12月1日から ②救護所 ③みんなで歌おう ほか

１人分の
栄養価

エネルギー：175kcal
たんぱく質：18.2g
脂質：5.2g
塩分：0.8g

社 協 のつぶやき
アナログのレコードが静かなブームになっています。
デジタル録音のコンパクトディスクにはな
い温かく、
柔らかい音が好まれているようです。
今時代はデジタル、
時計やテレビ、
体温計やキッチ
ンの秤まで。
０と１の信号に加え、
エラーが出ても補正してきれいな波形で表示してくれます。
見やすく便利なことは否めませんが、
多少の余裕と曖昧さで示してくれるアナログにも良さがあり
ます。
雑音が出たり、
汚れて音飛びしたりするレコードのように、
人の気持ちや考え方も千差万別。
新しい年、
いつもの行動や物の見方をちょっと変えてみると楽しい１年になりますね。
（広報委員 清宮武男）

!
S
O

サポートしてほしいことを聞いたら、みんなでサポートしましょう！

鮭と野菜のピリ辛焼き

■作り方
①鮭は酒をふり、5分程置く。
②にんじんは、5mm幅の短冊切りにする。
にらは5㎝の長さに切る。
長ねぎとしょうがは、
みじん切りにする。
（A）
をボウルに混ぜ合わせておく。
③鍋に湯を沸かし、ごま油を数滴入れ、にんじん、
もや
し、
にらの順に加えて茹で、
ザルにとり、水気を切る。
④鮭の水気をふき薄力粉を薄くつける。
フライパンに
ごま油を熱し、鮭を入れ両面を焼く。
（A）
を加え、鮭にからめ、味をつける。
⑤鮭をいったん取り出し、同じフライパンに③の野菜を
入れてひと混ぜし、器に盛る。野菜の上に鮭をのせ
る。
豆板醤の辛さ、香味野菜で塩分カットでも、
しっかりとし
た味に仕上がります。

左
右

福岡支部
公平支部

渡邉節子
今関とし子
東金市食生活改善協議会

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。

