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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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第22回東金市社会福祉大会開催
去る10月18日、東金市の地域福祉の向上への努力を誓うとともに、これまで発展に寄与された
方々を表彰する機会として、東金文化会館において開催されました。川嶋会長のあいさつでは、
日ごろより尽力されているみなさんに対し感謝の言葉が述べられました。
第一部の表彰式は、ご来賓と福祉関係者の列席の下、３７名と５つの団体に対し、川嶋会長より
表彰状・感謝状が贈られました。

東金市社会福祉大会受章者
★善行者

髙橋敏夫

御園政輝

吉原隆夫

加澤清二

大木博子 川嶋美佐子 川嶋幸夫
髙濵智子

君塚喜一

★民生委員・児童委員功労者
★社会福祉関係功労者

神田峯子
竹内方子

中田文子

宮原

佐久間一夫

上木名慧子
★特別感謝

中村

★協力者感謝
★寄付感謝

高宮昌子

石原泰子

矢部美惠子

中村富子
鈴木康子

古川元成
実

齋藤操子

宇田川巖

飯田光代

森川 良 行木壽次

三須美子

戸田孔一

川嶋会長より表彰状をお贈りしました

斉藤ひろ子

第二部の講演は、元ＮＨＫアナウンサーの宮田 修 氏を招き、
「ここ

戸田隆雄

齊藤寿美子

三橋善光

鈴木豊子

昇

ど多くの祖先が居て繋がれているこ

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 所長 冨永観瑞
㈱ＮＥＸＵＳ Ｄ ステーション東金店

㈱ツルハホールディングス

●受賞者紹介●

季美の森東いきいきサロン
「季美の森団地」がつくられたのは約 20
年前、住民は殆どが他県や他地区からの新住
民。子どもがいる家庭では、子どもを通じて
知り合ったり、話したりできますが、高齢者は
外に出る機会がなく家に閉じこもりがちでした。
平成 14 年 8 月、民生児童委員だった石原さ
んと主任児童委員の二人が「この状況をなん
飾り額づくりのようす
とかしたい」と、地域に合った「いきいきサ
ロン」を立ち上げました。当初は手探り状態で、予算もなく費用も自分達で
賄っていました。それでも参加者の笑顔や感謝の言葉に支えられ、活動を続
けることが出来ました。「歌いながらの体操」のサロンなどは、難しい部分も
ありましたが、時間が経つのも忘れて一緒に楽しめました。
今はこのサロン活動が認められ、自治会や地区社協から活動資金をいただ
けるようになりました。「いきいきサロン」は月 1 回､「季美の森東コミュニティ
ハウス」にて。歌や体操、手先を使った工作、フラダンス鑑賞や「三遊亭金
太郎師匠」の落語講演など､毎回趣向を凝らしたプログラムで皆さんを楽しま
せています。「サロン」を始めた頃は皆さん他人行儀でしたが、それぞれが
仲良くなり、電話連絡をして互いの家にお邪魔することも。数人が集まってお
しゃべりをしたり、食事を一緒にしたりと明るい話題でいっぱいです。
どこでも同じ課題ですが、今後もこのまま活動を維持するためには、後継
者が必要です。
現在、名簿のボランティア 14 名、毎回活動出来るのは 8 〜 10 人。
ボランティアが少なく、３人で活動した時もあり、どうにか繋いでいる状況だ
そうです。
「人はそれぞれ、長所や短所、また得手、不得手の分野があります。一緒
に活動していれば、それが分かるので、私には出来ないと言わず前に進んで
欲しいです。その人の特技や長所を生かし、私たちのいきいきサロンも成り
立っています。自分に出来ることがきっとあるので、ぜひ活用していろいろな
活動をして下さい。」
後継者を探している皆さん、石原さんの言葉に頷きますね。
（広報委員 清宮武男）

福祉だより

で生きていると思い込みがちではあ
るが、自分の命は両親、祖父母な

清

鈴木康道 日影正幸
土肥

ろを楽にする生き方」をテーマにお話いただきました。人は自分ひとり

と。その命を自分たちも後世につな
いでいかなければならないことなど
を話されました。生きることの大切
さを伺ったような気がしました。

講演をした宮田氏

第66回千葉県社会福祉大会
11 月 9 日（水）に、千葉県文化会館において開催されました。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 鈴木康子
☆社会福祉施設・団体職員功労者 阿部京子
★千葉県共同募金会長表彰
☆功労者 安﨑久夫 麻生恵子 大塚穰三 土屋正
土屋泰江
真行寺洋男 五木田春子 桒原高子 皆川卓久 秋元三郎
三須芳雄 鈴木光江 山﨑克彦 三瀧節子 石川博敏 行川智夫
☆優良地区 上武射田区 士農田区 高倉区 中野区 上谷３区

明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輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申
しあげます。
平素は東金市社会福祉協議会の行事や活動に対しまして深いご理解と
ご協力を賜り、地域福祉の向上にご尽力を頂き心より感謝を申しあげます。
熊本・鳥取を始め自然災害が多発しております。
こんな時にも社会福祉協
議会やボランティア等の活動が報道されます。昨今の社会情勢は人と人と
の繋がりが希薄となり、孤独・医療介護等々不安や負担といった様々な課
題を抱えております。
当社会福祉協議会では地域福祉増進のため、子どもたちが健やかに育
ち、高齢者や障がいを持つ方達が安心して共に協力しあえる街づくりに向
け、行政や民生児童委員、地域のボランティアの方々、関係団体の皆様と
手を取り合って活動して参ります。
豊かな地域づくりを目指して今年も頑張っていこうと思います。市民の皆様
にとって良き年でありますよう祈念し、年頭のご挨拶といたします。
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第8回東金チャレンジドフェスタ
第８回東金チャレンジドフェスタが１２月４日（日）ふれあいセンター
において開催。
「チャレンジド」とは、
「障がい者」という意味です。１
２月３日〜９日の障がい者週間に合わせ、たくさんの方に知ってもらい、
交流を深めたいという思いから、参加団体の皆さんが手作りで準備を
してきました。当日は様々な体験コーナー、模擬店、作品展示や、障
がいの紹介、ステージ演出、イベントを盛り上げようと協力してくれる
地元企業の参加などで賑わいました。
「一人ひとりのできること、得意
なことを活かし、一人では難しいことはみんなで一緒にやればできる
よ！」
。少しずつでも地域の理解者・仲間の輪を広げ、やさしいまちづく
りにつなげて行きましょう。

つばさ太鼓の迫力あるパフォーマンス

ガイドヘルプの体験をしています

第8回福祉のまちづくりポスターコンクール

受賞者みんなで記念撮影！

長谷川栞莉さんの作品

村木友璃花さんの作品

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。今年度のテーマは「障がい者にやさしいまち」。下記のみなさんが入
賞し、表彰式において、川嶋会長より表彰状と記念品が贈られました。
★中学生の部
★小学生の部
しおり
ゆ り か
☆最優秀賞 村木友璃花
（東金中）
☆最優秀賞 長谷川栞莉
（日吉台小）
まさひろ
みらい
☆優
秀
賞
板倉正寿（東金中）
☆優 秀 賞 竹本光来（福岡小）
さくら
あやね
☆優 秀 賞 今井咲良（東金中）
☆優 秀 賞 杉野采音（丘山小）
ここみ
（敬称略）
☆優 秀 賞 佐藤恋美（源小）

干支色紙で素敵な新年をお迎えください
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干支色紙を配布、ご高齢
者の安否確認をしました。
毎年干支色紙を楽しみにしてくれている皆さんに、
赤十字奉仕団員さんが一つひとつ手づくりで作成し
ています。素敵な新年を迎えていただけるよう、お
声かけしながら酉の描かれた干支色紙を配布しまし
た。

レポート①

餅つき大会を通じて輪が広がり…
〜下武射田区〜

「昔は盆踊り大会などで区民総出で楽
しめる行事があったけど、最近は何もな
いなぁ。」平成 26 年度役員の一言から、
区民の「交流の場」として「餅つき大会」
が行われるようになりました。
爽やかな秋空のもと、勇壮な和太鼓
が響き渡り「餅つき大会」が開幕となり
ました。準備も順調に進み、会場の公
もちつきも貴重な体験
園には楽しみにしていた人たちが多数
集まり、賑やかな雰囲気に包まれました。
定刻より始まった、子ども達の「杵」を使っての餅つき。普段「杵」など持
つことのない子ども達はふらつきながらも力一杯ついたり、「杵」についた餅
の伸びに驚きの表情をみせていました。つきたての「もち」をあんこや大根
おろしでいただき「美味しい！」と、満面の笑み。模擬店では、
「焼そば」「フ
ランクフルト」「豚汁」や「ゲーム」…。地元の「カバのパン屋さん」の出
展もあり会場は大盛り上がり。
そして、本日最大のイベントの「もちなげ」。安全を考慮し、大人コーナー、
子どもコーナーにわかれて行われた。
「こっちに投げて」
「後ろにも投げて」
など、
様々な声が聞こえ楽しいひと時を過ごすことができました。
主催者からは、
「昨年、地域の少子化も進み、高齢化社会になりつつある中、
近隣と交流する場も少なくなってきていますが、『餅つき大会』を通じて、地
区の輪が広がり『交流』『防犯対策』『見守り』へと、繋がる懸け橋になって
くれることを願っています。
「餅つき大会」
が盛大に行なえたことは、有志の皆さん、
業者の方、餅米を寄付してくれた方、そ
れぞれの協力があってのことと感謝して
います。との声がありました。
地区の交流を目指したとりくみ

手づくりの干支色紙

（広報委員 御園恒雄）

お 知 ら せ
親子ふれあいクッキング

「かわいい太巻き寿司を作ろう！」
「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29年2月18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
太巻寿司、デザート、減塩味噌汁
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（30名）程度
１人300円
三角巾、エプロン、マスク、手拭きタオル、持ち帰り容器
東金市社会福祉協議会（☎52-5198）へお申し込みください
2月3日（金）

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
◉日 時
◉集 合
◉行き先
◉対 象
◉定 員
◉参加費
◉申
◉締

平成29年3月4日（土）8:30出発〜17:30頃帰着予定
ふれあいセンター１階ロビー
東京ディズニーランド（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36名程度
18歳以上5,000円、12〜17歳4,000円、4〜11歳3,000円、
3歳以下無料
（2/1以降のキャンセルは入場券分を負担をいただくことがあります）
込 東金市社会福祉協議会（☎52-5198）へお申し込みください
切 1月31日（火）

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。
時 平成29年2月26日（日）13:00〜15:30
場 ふれあいセンター多目的室
容 ●基調講演「キャリア療法のすすめ」
〜地域住民のキャリア・アドバイスで青少年も伸びる〜
講師 杉原正子 氏
（独）国立病院機構 久里浜医療センター精神科医師
●みんなで「こころの育ち」を考える
◉参加費 無料
◉申 込 東金市社会福祉協議会（☎52-5198）へお申し込みください
◉締 切 2月17日（金）
◉日
◉会
◉内

教育支援資金貸付制度
他の貸付制度が利用できない低所得世帯に対し、次に掲げる経費として利
用できる資金です。
就学するご本人が借受人となります。また、世帯の生計中心者に連帯借受
人となっていただきます。
（高校）月3.5万円以内
低所得世帯に属する者が高等学 （高専）月6.0万円以内
教育支援費 校、大学又は高等専門学校等に就 （専門）月6.0万円以内
学するのに必要な経費
（短大）月6.0万円以内
（大学）月6.5万円以内
低所得世帯に属する者が高等学
就学支度費 校、大学又は高等専門学校等への
入学に際し必要な経費

50万円以内

※なお、受験料などの入学決定前に必要な費用は対象となりません。

★とうがね社協ひろばへのコメント★ 仕事をしているのでなかなか行事に参加出来ませんが、バザーの日は休みだったので出かけました。物品の提供はいつでも出来るので
心がけていきたいです。子どもには切手やプルタブをその都度もたせています。私のちょぼらです。
（広瀬Mさん）
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ふれあい広場と地区現状
会長 織本 雄二

東金第2
地区

第51回田間地区敬老会

田間
地区

敬老部会長 金子 孝雄

10月20日（木）東金幼稚園において、幼稚園年長園児と地

51回目を迎える「田間
地区敬老会」を夏の暑さ

区の高齢者との交流会を開催いたしました。
はつ らつ

の残る9月17日に老人福

晴天の下、園庭にて32名の園児の元気溌剌たる踊り、歌や
お借りして参加者で懇談、昼食をいただきました。
東金第二地区は、岩崎、新宿区で編成され、市内でも中心市街地とされ
ていますが、店舗の閉店、解体後の空き地と櫛の歯が抜けた様な現状で、
下記の表の様に、年少人口割合は8.4パーセント、老年人口割合は27.9パー
セントと少子・高齢化が進んでいます。福祉活動を担うボランティアも高齢
の方々に御尽力いただき運営しております。他の地区でも状況は同じだと
思います。答えの見つけずらい問題点ですが、これからも細々続けて次世
代に引継ぎたいと思うところです。

東 金 第２
東 金 市

人

口

2,073

世

帯

1,095

15歳未満
（年少人口）

174

祉センターで行いました。
当日は招待したお年寄り
の方々100名、併せて区

長会、コミュニティ会館、社協それぞ

参加をいただきました。
開会式ではご来賓の方々よりねぎらいの祝辞を頂き、また敬老祝い品

の伝達が行われました。アトラクションは演歌歌手「藤原けい」さんの

歌謡ショーを行い皆さんプロの美声に酔いしれていました。続いて地区

割 合
8.4%

さいを浴びておりました。参加者一同秋の１日を十分楽しんでくれたと

平成２8年４月１日現在
15〜64歳
(生産人口)

割 合

65歳以上
(老年人口)

1,321 63.7%

割

合

578

27.9%

59,962 26,097 6,895 11.5% 37,328 62.3% 15,739

26.2%

思います。
次回も趣向を凝らした企画を考えますのでたくさんの参加をお待ちし

ております。

ご 存知ですか
東金市聴覚障害者協会は、1978 年（昭和 53 年）発足の

東金市
聴覚障害者協会

アトラクションにも趣向を凝らして

れの役員、お手伝いをお願いしたボランティアの方々74名という多くの

有志の方々による日ごろ鍛えた演芸を披露していただき会場より拍手喝

地区社会福祉協議会人口状況表
地区社協名

地区社協だより

ゲーム遊びなど楽しい時間をすごしました。終了後、遊戯室を

東金市ろう部会から活動を重ね、2003 年 2 月東金市聴覚
障害者協会として設立、再スタートしました。
設立時には「ひとりぼっちのろう者をなくそう」
「仲間のふ

れあいの場をつくりあげていこう」とのスローガンを掲げました。会員減・
高齢化等により困難もありますが、手話サークルや学校、ボランティアセ
ンター主催の「手話教室」での指導

平成２8年９月１日から１１月３０日まで（敬称略）

匿名 …………………………………………………………………… 200,000円
東金市ボランティア連絡協議会 ……………………………………… 31,560円
匿名 ……………………………………………………………………… 10,000円
第12回とうがね社協チャリティゴルフコンペ実行委員会 ……… 142,16 5円
岸本雅邦
（ホールインワン記念として） …………………………… 300,000円
匿名 ……………………………………………………………………… 5,000円
……………………………………………………… 50,000円
㈱ナガタロック

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
プルタブ換金
（ボランティア基金へ） ………………………………… 3,000円
㈱GAPSインターナショナル あたりや東金店
（福祉作業所へ）… お菓子多数
パールショップともえ東金sideⅡ ………………………………… お菓子多数
本澤 孝
（マザーズホームへ）
……………………………………… お米90kg
ときがねウォッチング ……………………………………………… もち米20kg
古川元成
…………………………………………テレホンカード50度数×5枚

その結果 2007 年、市役所内に
私たちの望んできた手話通訳者が
週１回設置されました。
また、2016
年 3 月には、手話を日本語と同等の
独自の言語とする「手話言語法」の
む全国すべての地方議会で採択さ

一般寄附

物品寄附

など手話の普及を図ってきました。

制定を求める意見書が東金市を含

ご寄付ありがとうございました

チャレンジドフェスタでの活動のようす

れました。更に千葉県では同年 6 月
「手話言語条例」
がスタートし、東金市
においても街のすみずみに手話が普及し、ろう者がより住みやすい地域
になるよう協会としても取り組んでいきたいと思っています。
最後に市役所社会福祉課の手話通訳者についてご案内します。
毎週木曜日
（祝日の時は前日） 午前 10 時〜午後 5 時
ろう者ご本人の相談だけでなく、地域でのろうの方とのコミュニケーショ
ン等の相談に応じています。

ついに出ました、ホールインワン！

〜第１2回とうがね社協チャリティゴルフコンペ〜

プルタブ
平本幸枝、豊﨑愛美・叶夢、木内千代子、香田主子、小松国雄、上木名慧子、細谷茂美、長沼 昇、
吉岡勝海、小安静子、坂本芳美、楠あつ子、都築幸子、古川元成、木下裕子、輪違美紀、吉田文
子、田中春栄、桜田昭良、市原孝明、佐々木米子、吉野里子、篠﨑八重子、原 緑子、小埜徳子、周
藤すみ子、小野﨑明実、松本千鶴子、石井恵子、水原光明、伊藤あつし・つよし、毛取妙子、石橋
寿美恵、今井宏美、斉藤嘉子、星野美代子、大縫紀久子 他8名
カバの家、㈲ビスターリ、城西小学校、二金会、するめの会、税理士法人税務総合事務所、東千
葉スポーツクラブ、シルバー人材センター、求名駅前区子供会、大和地区ボランティア四つ葉
会、家之子区ボランティア、NSGインテリア、オートアキバ、日吉台小学校父母と先生の会、第
４保育所、東金生活と環境を守る会、㈱東金観光サービス、㈱カネハン商店、季美の森東有志
使用済み切手
豊﨑愛美・叶夢、行川美智子、上木名慧子、高崎公子、平山光子、芦澤守三、毛利美海、相澤
直希、山本喜美江、並木悦子、古川正枝、水原光明、伊藤あつし・つよし 他2名
城西小学校、ダスキンときがね支店、㈱小川屋味噌店、税理士法人税務総合事務所、ナルク
東金、損保ジャパン日本興亜㈱ 東金営業所、家之子区ボランティア、NSGインテリア、㈱カ
ネハン商店、季美の森東一丁目有志、北村時計店、第４保育所、茂原市立西陵中学校、㈱東
金観光サービス、東金市（健康増進課、社会福祉課、収税課、商工観光課、高齢者支援課）
使用済みテレホンカード
古川元成
※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？？

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、８５名の参加がありました。小雨の降る寒い中でのゴルフコンペとなりましたが、第１２回目にし
て初めてホールインワンが出ました！ 今回初めて参加された岸本雅邦さん（サンピア東口岸本薬
局社長）です。岸本薬局さんからは、毎回ご協賛をいただいていました。ご自身初のホールインワン
が、このゴルフコンペだったのも何かの縁かもしれません（？）
地域福祉は仲間づくりから！ 次回のご参加もお待ちしています。また、ゴルフコンペに際し、多く
のご協賛をいただきました。ありがとうございました。今年のチャリティ総額は142,165円でした。
ゴルフコンペ協賛団体・個人
サンピア東口岸本薬局/とんかつみつはし/㈱二木ゴルフ東金店/安﨑際物店/㈱西川園/協和クリーン㈱/辻井印房/日本郵
便㈱東金新宿郵便局/八鶴亭/谷乃井商事㈱/㈱新千葉カントリー倶楽部/南総通運㈱/パラメディカル㈱/三橋寿し店/㈱松
半/㈱湖月堂/㈱千葉興業銀行東金サンピア支店/㈱三宅孵卵場/(有)三河屋/ナリスビューティ―スタジオ De I'm/㈱竹屋/
千葉日産自動車㈱/銚子商工信用組合東金支店/リフラット㈱/植松憲一/川嶋正明/荻野明美/北田兼久（順不同、敬称略）
○機会があれば、また命の大切さをみつめなおす契機になる講演会を実施してください。
（下武射田Kさん）

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
090-8770-9751
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
090-3240-7806
東金市上武射田2208

第142号（4）

平成 29 年（2017 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 センターから の お 知 らせ
○ロコモティブシンドローム講習会
「いつまでも、元気でボランティア！！」

○ボランティア養成講座「手話でこんにちは」

聴覚障がいについて知り、聴覚障がいがあってもなくても共に地域で暮らす
ために自分に出来ることを考えましょう。
◉日 時 平成29年2月25日（土） 13:30〜15:30
平成29年3月11日（土） 13:30〜15:30
◉会 場 ふれあいセンター栄養指導室
◉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、3月4日（土）13：30〜15：30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 ボランティアセンター（☎52-5198）へお申し込みください。
◉締 切 2月17日（金）

健康で元気にボランティア活動をするためにも、ロコモティブシンドロー
ム（運動器症候群）にならないよう、自分の体について知り、これからの生
活を見直しましょう。
◉日
◉会
◉講
◉内

時
場
師
容

◉定 員
◉参加費
◉申 込
◉締 切

平成29年1月22日（日） 9:30〜12:00
ふれあいセンター多目的室
山之内病院リハビリテ―ション課 理学療法士 三好主晃 氏
ロコモティブシンドローム予防の講演
自身のロコモ度チェックと、ロコモ対策の方法を学びます
先着40名
500円
ボランティアセンター（☎52-5198）へお申し込みください。
1月13日（金）

災害ボランティアセンター立上げ訓練
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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（以下、災害VC）」があります。11月3日、千葉レスキューサポートバイクのみなさんを講師に迎え、災
害VCを立ち上げるための訓練を実施しました。
̽ࡉ
今回はふれあいセンターに災害VCを立ち上げるという想定で実施しました。基礎講座として災害VCの
機能や各セクションの役割を説明した後、災害が発生した時に市内外からボランティアが参集することに
備え、テントを立て、机や椅子、ホワイトボードを用意する等、必要なものをレイアウトしていく形で訓練を行
いました。
実際に多くのボランティアが駆けつけてくれた場合、ボランティア
訓練当日に配布したレイアウト
の受付から始まり住民からの支援ニーズ（要望）の把握、マッチング
（調整）、道具の手配等、送り出すまでいくつもの工程があり、その作業はとても混乱します。状況に応じて臨機応変に対応すること
は言うまでもありませんが、スムーズに人が流れるようなレイアウトを準備しておくことがとても重要です。参加者からも「実際にレ
イアウトし、その動線を歩きながら改めて各セクションの機能について聞くことで理解が深まった」との感想をもらいました。
その後の意見交換の場では、ボランティアのトイレの問題は？ 駐車場は？ ふれあいセンターではスムーズな動線が取れないので
は?
という様々な意見をもらい、今後にたくさんの課題を残しました。
具体的な機能の説明を受ける参加者
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とうがね社協におたより

生活習慣病予防食 No.61
主食・主菜

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

締 切 ：１月３１日（火）消印有効
前回の答え：①3月31日まで延長

■材料（４人分）
鶏ひき肉（むね）………200ｇ
しょうがの絞り汁 1かけ（10g）分
砂糖 …………… 大さじ2
A 酒 ……………… 大さじ1
しょうゆ ……大さじ2・1/2
卵

……………………… 3個
砂糖 …………… 小さじ1
B 酒 ……………… 小さじ1
さやいんげん ………… 150ｇ
ご飯（1人180ｇ） …… 4人分
紅生姜 ………………… 適量

第１問 季美の森東いきいきサロンの行われている会場はどこ？
第２問 第12回とうがね社協チャリティゴルフコンペの参加者は
何人？
第３問 第8回福祉のまちづくりポスターコンクールのテーマは？

１人分の
栄養価

前回の応募総数：24通
②布ぞうり ③26回目 ほか

エネルギー：498kcal
たんぱく質：20.5g
脂質：10.3g
塩分相当量：2.0g

社 協 のつぶやき
エトロフ

クナシリ

シコタン

ハボマイ

北方領土（択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島＝アイヌ語）
の早期返還を求める署名簿に毎
年、積極的に署名して十数年になる。領土問題の解決は一長一短には行かないのは十分に
認識しているが、平成28年12月にプーチン大統領が訪日され安倍晋三内閣総理大臣と会
談することになった。何かしらの期待を待つ。
ソ連の不法占拠から強制的に退去させられた
元島民とその後継者の気持ちを考えると早く解決に向け進展してもらいたいものだ。
（広報委員 鵜澤

誠）

三色丼

根本きみ子
（源地区）

山田和江
（正気地区）

■作り方
そぼろを作る
①小鍋にひき肉、
しょうが汁、
（A）の調味料を入れ、菜箸で
肉に調味料を混ぜてから火にかける。
常に菜箸４〜５本で混ぜながら、煮詰める。
炒り卵を作る
②鍋に卵を溶きほぐし、
（B）
を加えて火にかける。菜箸４〜
５本で手早く混ぜて火を通し、なるべく細かな炒り卵を
作る。
野菜を準備する
③さやいんげんは筋をとり、塩（分量外）少々を入れた熱湯
でさっとゆで、
ザルに上げて冷まし、薄い斜め切りにする。
④器に温かいご飯を盛り、ひき肉、卵、いんげんをバランス
よくのせる。中央に紅生姜をのせる。
＊ひき肉はしっとりした状態で仕上げます
（カラカラになるまで炒
めない）
。
＊炒り卵は強めの火で炒め、
火が通ってきたらいったん火からはず
して混ぜ、
再度火にかけるを繰り返します。
こうすることで、
均一な
細かい炒り卵ができます。
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。

