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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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　昭和２２（１９４７）年にスタートした共同募金運動は、今年７０回目を迎えます。長
年にわたりご協力いただいた皆様、ボランティアの皆様に心よりお礼申し上げま
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
日から赤い羽根共同募金運動を推進します。今年度より募金期間が翌年３月３１日
までと変更（延長）になります。その中で、本支会としては、１０月１日から１２月３１
日までを「募金強化期間」として実施します。昨年度は、７,２３６,３２３円の募金が集
まり、そのうち東金市社会福祉協議会では今年度、千葉県共同募金会より５,２４０,
０００円の助成を受け、敬老、金婚祝い、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、一人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、良い「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。 

　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。「佐々木マキ」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。　　　
※佐々木マキさん・・・マンガ家、絵本作家、イラストレーター 

レポート①

「あなたのやさしさが、とうがねの町を、もっとやさしく」「あなたのやさしさが、とうがねの町を、もっとやさしく」
おかげさまで70周年！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　６名（在宅者）　　☆金婚式　１１０組

　金婚式を迎えられた岸　栄さん、和子さんご夫婦を
訪ねました。栄さんは昭和１６年３月、山形県金山町の農
家に生まれました。学校卒業後上京し都内の会社に就
職しました。和子さんは昭和１７年８月、東京都豊島区西
巣鴨の柴田家に生まれました。幼児の時、太平洋戦争は
日本軍が敗戦濃厚で、東京の各地は度々アメリカ軍の
激しい空爆を受け、一般の人々も悲惨な状況が続くよ
うになりました。死の危険にさらされる毎日に柴田家は
安全な父母の出身地の山形県に母子だけ疎開し父親は東京に残りました。
　戦後は金山町で暮らすようになりました。和子さんは学校卒業後、金山町郵便局に就
職しました。数年後、２３歳の時、栄さん２４歳と知人の紹介でお見合いをして、1年後の昭
和４１年４月２６日、結婚式を挙げました。この年は世界中で人気のあったビートルズが初
来日し、日本武道館でコンサートを行い、雑誌「少年マガジン」に「巨人の星」の連載が始
まり、テレビでは「ウルトラマン」が放映され、それぞれ大変な人気を博した年でした。結
婚後、東京都江戸川区で金属プレス加工業を夫婦で始め、高度成長時代で仕事量も多く
一生懸命働きました。
　子ども３人にも恵まれ幸せでした。その後、縁あって平成元年に現在の東金市上谷に
住宅兼工場を建築し、建築関係の金属部品を製造する仕事を始め、現在は長男と３人で
営んでいます。次男、三男も独立し、それぞれ頑張っているそうです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （広報委員　石川博敏）

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…
２７年度募金総額 ７，２３６，３２３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

お出かけはいつも二人で

あなたの募金（やさしさ）は笑顔につながる！

仲の良い岸さんご夫婦
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★とうがね社協ひろばへのコメント★　○私の父が寝たきりなので、ハンドマッサージをしてあげると喜びます。自己流なので、マッサージの仕方を教えてくれる記事
や催しがあれば参加して学びたいと思います。（上武射田　Uさん）
→福祉だよりの記事や社協活動の参考とさせていただきます。貴重なご意見ありがとうございます。        

素敵な布草履ができました！
～田間地区・長寿会と子ども会の交流会～

レポート②

　東金市は本年度から、こどもたちが自主
的に取り組む街づくり活動への支援事業と
して、「こどものまちづくり活動」を始めました。
子どもたちに市への愛着を深めてもらい将
来の街づくりの担い手を育てるのが狙いだ
そうです。「こどものまちづくり活動」につい
ては６月初めに応募のあった３団体が採択さ
れました。
　そこで今回採択された団体の１つ市立北中学校地区生徒会にインタビュー
を行いました。
　事業内容は、このたび〔東金市街をきれいにする会〕より“環境功労者感謝
状”授与のとおり、地区の清掃美化運動や北中美化委員会によるプランター
で花を咲かせ各地区、地域に寄贈する活動の継続と地域行事（納涼大会・防災
訓練）にも積極的に参加するとの事でした。
　ここで、生徒会担当の鈴木先生と各地区生徒会長（４名）に、現状の活動と今
後の取り組みについて決意を語っていただきました。　
鈴木教大先生
　生徒たちは地域の美化活動に自主的に参加しているが、部活動で忙しかっ
たりあまり積極的ではない生徒、また連絡が取れないで参加していない生徒
がいたので、全員に連絡が取れる体制を作るため、各地区に地区生徒会長を
設けました。
日吉台東区地区生徒会長　安西太一さん
　美化活動に推進と地域ボランティア活動に積極的に参加して高齢者が住み
やすい町をつくりたい。
日吉台西区地区生徒会長　穴田禅　さん
　もっといろんな人にクリーンデーを勧めたい。
日吉台南区地区生徒会長　寺内直樹さん
　美化運動（花づくり、クリーンデーの実施）をもっと多くした方が良いと思う。
地域の人たちと一緒にやって行きたい。
源地区生徒会長　渋田　唯さん　　地域全般に広めていきたい。

体育祭の練習や準備でお忙しい中、大変あ
りがとうございました。
　高齢化社会が進む中、次代の地域の担い
手としての自覚を持って、日頃より地域行
事に積極的に参加されている北中学生の
心意気を感じました。　　　　　　　　　
　　　　　　　　  （広報委員　碓井　孝）

第22回東金市社会福祉大会 東金市戦没者追悼式

平成２８年１０月１８日（火）１３：００～
東金文化会館小ホール
第１部　式典
第２部　講演　「こころを楽にする生き方」
　　　 講師　宮田　修　氏（元NHKアナウンサー）
無料
東金市社会福祉協議会    

◉と　き
◉ところ
◉内　容

◉参加費
◉申込み

　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共に社
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部の講演で
は、自分の生き方、命の大切さを見つめなおすきっかけになればと思います。  

第8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～

平成２８年１２月４日（日）１０：００～１４：００
ふれあいセンター
千葉学芸高校吹奏楽部やつばさ太鼓など
の迫力のステージ。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、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も来るよ！
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     

◉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２８年１１月１８日（金）１０：００～  
東金文化会館大ホール  
東金市社会福祉協議会  

◉と　き
◉ところ
◉問合せ

　東金市と東金市社会福祉協議会では、
戦没者追悼式を挙行いたします。

ぞうり

　昨年開催された「田間物語（町内マラ
ソン大会）」、地区の子どもからお年寄り
までたくさんの方が参加しました。その時、
「長寿会と子ども会が一緒に何か出来ると
いいね」との話がありました。「夏休みに
合同映画会を…」と計画。子ども会から「出
来たら宿題に役立つものを」との意見があり、今回「映画上映会と布草履
づくり」が実現しました。
　８月１８日（木）田間区コミュニティ会館に、田間２区と３区の長寿会、
そして仲通り子ども会約４０名が集合。布草履づくりには、長寿会２名と子
ども８名が参加。講師には豊成地区の飯田さんと滝口さん。大人達の不安
をよそに、子ども達は目を輝かせ活き活きとしていたそうです。講師の先
生も子ども達の真剣さと飲み込みの良さにビックリ、「時間内に終わらない
のでは」との心配は無用、逆に大人組の方が時間がかかりました。時には
子ども達が大人に教えるシーンも。しかし、材料の布を細く切る作業は苦
労していたようで、大人達が手をとり教えていました。
　最初に草履を完成した男の子が､自分で作った草履を履いてうれしそうに
会館内をパタパタと一周。皆が一斉に拍手喝采、館内は笑い声でいっぱい
になりました。
　途中ボランティアの皆さんが用意してくれた「おにぎり」を食べながら
映画鑑賞。「実はこの時間調整が一番苦労しました。」と当日の様子を話し
てくれた長寿会長の渡辺昭夫さんご夫婦。映画上映は、山武郡市教材セン
ターに依頼してあったので、時計を見ながら時間を気にしていたそうです。
　そしてもう一つ気になったこと。「布草履づくり」の参加者をもっと増や
したかったのですが、１人１人ていねいに見て下さる講師からの要望、そし
て草履づくりに必要な道具の数も足りず参加人数に制限があったことです。
　子ども会との接点があまりない長寿会、子どもに布や糸の使い方を教え
たり、逆に子どもが大人の手伝いをしたりと、普段ではなかなか出来ない

和やかで温かい交流が何よりでした。「楽
しかった、大成功の催しだったね！」との
うれしい感想が。「来年もぜひやりたい、
藁（わら）草履ができたらもっといいね！」
と渡辺さん、笑顔で話されていました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　（広報委員　清宮武男）布草履づくりに夢中！

北中の花壇のようす

左から　
渋田さん、安西さん、穴田さん、寺内さん、鈴木先生

第１2回 チャリティゴルフコンペ

◉と　き
◉ところ
◉費　用

◉対　象

　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、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。  

平成２８年１１月２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…７，０８０円　
　　　　　　　　　ゲスト…９，２４０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１４日（金）までに、東金市社会福祉協議会へ

「こどものまちづくり活動」実施
～北中学校地区生徒会～

レポート③



第1保育所での世代間交流 レジ係はチームワーク！

サウンドテーブルテニス大会にて
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プロフィギュアスケーターの鈴木明子さんを講師にお招
きし、県民福祉セミナーを開催します。
日　時：平成２８年１１月９日（水）
　　　　１４：１５～１５：４５
会　場：千葉県文化会館　大ホール
テーマ：「ひとつひとつ。少しずつ。」
講　師：慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント
　　　　研究所　研究員　鈴木明子氏
参加費：無料
問合せ：千葉県社会福祉協議会 地域福祉推進班
　　　　☎０４３-２４５-１１０２

源
地区

東金第一
地区

○私も何年か前に福祉の役をやりました。バザーの時１日立ち通しで大変疲れたのを覚えています。でも、そのおかげで「もうじきバザーの日がくるな」と思うと、提供品を集めたり
気にかけています。役をやると他の面でも色々な事が大変勉強になりました。（菱沼 I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

地
区
社
協
だ
よ
り

090-8770-9751

090-3240-7806

ご寄付ありがとうございました

パールショップともえ東金 side Ⅱ  
㈱GAPSインターナショナルあたりや東金店

…………………………… お菓子多数
………………… お菓子多数

プルタブ換金　80kg（ボランティア基金へ）
若林順子（ボランティアまつりへ）
夏まつりアルミ缶換金 40kg（ボランティア基金へ）
岩崎区（地区社協活動へ）
山武郡市手をつなぐ親の会連絡協議会（福祉作業所へ）

…………………… 5,616円
……………………………… 5,000円

……………… 3,240円
　　             …………………………………………水7ケース

……… 30,000円

指定寄付

物品寄付

プルタブ 

（順不同、敬称略　平成28年7月1日～ 8月31日）

石橋佳子、木内千代子、影山  実、長沼  昇、佐藤初枝、矢野祐子、吉岡勝海、
小関惠子、豊﨑叶夢・愛美、三浦礼子、勝田禮子、吉田文子、矢野君江　ほか1名 
ふれあいショップ、二金会、求名駅前区会、するめの会、季美の森東一丁目有
志、大和地区ボランティア、第４保育所、パン工房カバの家、家之子区ボラン
ティア、東金市シルバー人材センター、県立東金高校定時制生徒会、NSGイ
ンテイリア       

矢野君江、浅野裕子　ほか1名
㈱アイポップ、季美の森東一丁目有志、大和地区ボランティア、第４保育所、
新産業交流プラザU BOX、山武中央訪問看護ステーション　さんむナース、
東金市（収税課、社会福祉課）      

古切手

福福の里夏祭り ふれあいのあるまちづくり
会長  廣田　幸吉

　源地区極楽寺にある特別養
護老人ホーム「福福の里」。ここ
では毎年恒例の「夏祭（福福
祭）」が開催されています。８月
１９日（金）、今回で５回目とな
るこのイベントに施設から招待
状をいただき、地区社会福祉協
議会から７名が参加しました。
 入所者、職員､社会福祉関係の役員など総勢１８７名が集まり、午後１時３０分
に始まりました。健康重視の「うめぼし体操」、サウンド山武による「太鼓とキ
ーボードの演奏」、職員の劇「十二支の由来」など盛り沢山、最後は「ふるさと
っていいもんだ」「炭坑節」などの盆踊り、あっという間の３時間３０分でした。
参加した皆さん、それぞれが楽しめ親睦や交流を深める意義深い内容でした。
入所者のご家族も参加しており、いろいろな話を聴くこともできました。
　祭りに参加して、職員の入所者に対する接し方に感銘を受けました。「認知
症」や「体の不自由な方」が沢山いるので、ちょっとしたことで機嫌を損ねる方
もおります。そんな時、上から目線ではなく、言葉を選びていねいに伝える。相
手の人格を傷つけるような事は決して言いません。
 若い職員が、人間の尊厳を大切にしな
がら、ゆっくりと静かに話しをして、最
後ににっこりと笑顔を見せていました。
普段気持ち的には分かっている事です
が、社福の一員として深く心に染みい
る光景でした。

会長  三須　芳雄

　地域住民が常日頃から、
ふれあいと交流を深めて
おくことは、災害等いざ
という時のそなえとして
も有効です。お互い顔見
知りになるというだけで

も、非常時には心強く、安心感が生ま
れます。第一地区社協としては、日吉台３区合同の納涼大会（ふれあい広
場）、敬老会、餅つき大会などの交流活動、気軽に参加できる各種行事を通
じて地域の絆づくりを進めております。8月27日に開催された納涼大会（ふ
れあい広場）は今年で２６回目になり、地域活動としては最大の交流の場と
なっています。地域の子どもたちの楽器演奏や子ども広場での子どもたちと
地域住民とのふれあい等、交流の活性化がまちを守る絆を強めていくことと
思います。

大迫力のおみこし

さまざまな演芸が披露されました

子ども広場もにぎやか たくさんの子どもたちが参加しました

力強い太鼓

東金市ウォークラリー大会
※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？

　東金市青少年相談員連絡協議会は、地域における青少年
健全育成活動の積極的な推進を図るため、県知事及び市長
が委嘱する青少年相談員からなる団体です。青少年と真に
一体となり、ともに喜び、語り、行動する存在として、青少年
スポーツ活動の振興、ボランティア活動等社会参加活動を

推進し、地域の特色を活かした青少年健全育成活動を行っています。
　主催事業として、4、5月から青少年健全育成標語を募集し６月に表彰
式、５月に小学生紙ヒコーキ大会、７月に夏の交通安全教室、２月にウォー
クラリー大会を実施し、市内の子ども達へ学校・学年を超えた交流の機
会を提供しています。
　主催事業の中でも、東金市ウォークラリー大会は、来年2月で18回目
を迎え、例年多くの子ども達が参加する事業です。大会には、ファミリーの
部、小学生の部、中高生の部と3部門あり、1組 3～4人で参加します。
もちろん子ども達だけによる参加も、家族による参加も可能です。普段見
ることや通る機会もない道を歩き、市内の歴史や自然に触れ親しみながら、
有意義な仲間づくりや明るい家庭づ
くりに役立てていただいております。
　また、広報活動の一環として、活動
を多くの方々に知っていただくため、
年に１回機関紙「えがお」を発行して
います。

東金市
青少年相談員
連絡協議会

ご存知ですか

通院、買い物、等に利用下さい。
関自旅二第2021号

松尾介護タクシー

山武市松尾町祝田108-3
関自旅二第1324号

介護タクシーむざた

東金市上武射田2208

第42回県民福祉セミナー



平成 28 年（2016 年）10月1日第141号（4）

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
（東金市在住の方に限ります）。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

締切  ： １0月３1日（月）消印有効 

第１問　今年の共同募金運動の変更点は？

第２問　田間地区で実施した交流会の内容は何づくり？

第３問　東金第一地区社協で実施した納涼大会は今年
で何回目？

　「社会福祉」漢字から受ける感じは硬い。ただし仲間に入り、やることと言えば漢字
で書く「人」の通り、支えあいそのものであり、あたり前の事ばかりと軟らかでした。
　だからこそ、数年前までは見向きもしなかった自分が恥ずかしい。しかしこれも参
加してみて初めて解ることであり、これからは一人でも多くの共感・参加が得られる
ような広報活動を行いたい。友人の口癖『世のため、人のため』を忘れずに。

（広報委員　吉井  裕）

社協だよりを読んでクオカードをもらおう！！

　聴覚障がいのある方のコミュニケーションの方法として「手話」があります。
　千葉県ではこの 6 月に「千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例」が
制定されました。この条例には、
　○手話が言語であることを明確に認識。
　○手話等の普及の促進について基本理念を定めた。
　○県の責務と、市町村・県民及び事業者の役割を明らかにした。
という特徴があります。この機会にぜひ聴覚障がいや手話等について理解を深
めていただければと思います。耳の聞こえない方とコミュニケーションをする
手段は手話だけに限りません。文字で書く、口の形で表す等の方法もあります。
･･･大事なのは伝える為に何をすべきかを考え、行動する事です。
　もし、聴覚障がいのある方のコミュニケーションに興味がある方がいらっしゃ
れば、ボランティアセンターへご相談ください。     

①豚肉は、大きめの一口大に切り、 （A）をもみこ
む。    
②玉ねぎは薄切りにする。エリンギは長さを3等分
にし、縦に短冊切りにする。
③ししとうは、熱湯でさっとゆで、ザルにあげておく。
④フライパンに油を熱し、豚肉を入れ、汁気がなくな
るまで火を通したら、皿かボウルに豚肉を取り出
す。    
⑤④のフライパンに②、水、酒を入れて蓋をし、煮込
む。汁がなくなったら④の豚肉を戻し、混ぜ合わ
せて火をとめる。
⑥器にご飯を盛る。ご飯の上に、⑤を盛り付け、しし
とうを飾り、刻みのりを散らす。   

………………… 600ｇ
…… 160ｇ

……… 大さじ1
………… 大さじ1

………… 200ｇ（1個）
……… 100ｇ（2本）
……… 40ｇ（8本）
……… 大さじ1/2

…………………… 50ｃｃ
………………… 大さじ1

……………… 適量

ご飯
豚もも薄切り肉
　　しょうゆ
　　みりん
玉ねぎ
エリンギ
ししとう
サラダ油
水
酒
刻みのり

「第１3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

平成２8年１0月31日（月）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、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
（東金市社会福祉協議会内）

◉と　き
◉ところ
◉内　容

◉対　象
◉参加費
◉申込み

平成28年１1月3日（木・祝）9：30～15：00
ふれあいセンター1階多目的室
特定NPO法人　千葉レスキューサポートバイク
①災害ボランティアセンター立上げに関する説明
②災害ボランティアセンター立上げ訓練
※非常食の試食があります。
市内在住・在勤で、を受講された方など、災害ボランティアセンターに
関して勉強されたことのある方。
その他興味関心のある方。
動き易い服装、昼食
無料
東金市社会福祉協議会     

◉と　き
◉ところ
◉内　容
◉内　容

◉対　象

◉持ち物
◉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。

　災害が起きた時、被災地でのボランティア活動を円滑に進めるための拠点とし
て「災害ボランティアセンター」があります。今回は、被災してから災害ボラン
ティアセンターを立上げるまでのシミュレーション研修をします。 

「第5回チャリティ演芸会」

平成２9年2月11日（土・祝）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（東金市社会福祉協議会内）にある申
込み必要事項を記入の上提出。先着8０組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。

生活習慣病予防食　No.60
主食　きのこと豚丼

■材料（４人分）

エネルギー：
たんぱく質：

脂質：
食塩相当量：

385kcal
14.3g
4.6g
0.7g

■作り方

１人分の
栄養価

豚肉にしっかり味をつけてあるので、野菜は調味料なし
でも程よい味になります。

伊藤しづの
（大和地区）

渡辺雅子
（豊成地区）

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

「災害ボランティアセンター立上げ訓練」

千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例が制定されました。

A


