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主な内容
令和３年度共同募金運動報告
埼玉県社会福祉大会、学習広場「ルーミー」
特集　介護のお仕事〜社協で働く仲間たち〜
お知らせ広場
寄付・寄贈報告
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コロナ禍でも社協はさまざまな形での  “つながりづくり”を行なっています！コロナ禍でも社協はさまざまな形での  “つながりづくり”を行なっています！

「おうちで出来るボランティア活動」の「おうちで出来るボランティア活動」の
作品をプレゼント作品をプレゼント

学生へ食材配付を通した相談支援学生へ食材配付を通した相談支援

社会福祉法人社会福祉法人
春日部市社会福祉協議会春日部市社会福祉協議会

令和４年３月１日発行

社協は地域の社協は地域の
サポサポーータターー

50No.

「あしすと」の発行には、赤い羽根共同募金の配分金の一部が使われています。

特集
介護のお仕事介護のお仕事
～社協で働く仲間たち～～社協で働く仲間たち～

ボランティアさん

と一緒に
芋ほり体験
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共同募金運動報告共同募金運動報告令和３年度令和３年度
　　　　令和４年２月１日現在（単位：円）

募金種別 赤い羽根募金 歳末たすけあい募金
戸別募金 15,637,311 4,869,980
街頭募金 62,959 0 
学校募金 530,608 0 

職域（カード）募金 606,877 0 
法人募金 1,395,237 66,433

大口個人募金 22,976 23,000
計 18,255,968 4,959,413

 （敬称略・順不同）

戸別募金　自治会を通じて市民の皆さまにご協力いただきました

街頭募金　ボランティアの皆さまを通じてご協力いただきました

学校募金　児童・生徒の皆さまにご協力いただきました

職域募金・法人募金・大口個人募金　法人(企業)や従業員の皆さま等にご協力いただきました

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
（一社）…一般社団法人　（特非）…特定非営利活動法人　（株）…株式会社　（有）…有限会社

募金協力者・団体募金協力者・団体

　昨年10月１日（金）から赤い羽根共同募金運
動を実施したところ、地域の皆さまをはじめ
企業・団体の方々には、多大なるご協力をい
ただきありがとうございました。
　皆さまの温かい心が込められた募金は、民
間の社会福祉活動のために役立てられます。

ボーイスカウト春日部第９団ビーバー隊 （特非）藤の森福祉会 春日部市ふれあい大学校友会

牛島幼稚園 内牧幼稚園 春日部成就院幼稚園 春日部幼稚園 庄和こばと幼稚園
武里第二幼稚園 ひかり第二幼稚園 藤塚幼稚園 真由美幼稚園 桃園幼稚園
一の割幼稚園 うらら保育園 春日部保育園 小島保育園 三愛保育園
庄和第2保育所 第 8 保育所 豊春中央保育園 緑の森保育園 森のひろば保育園
一の割自然保育園 信愛保育園 八木崎保育所 認定こども園ふたば 認定こども園武里幼稚園
内牧小学校 川辺小学校 桜川小学校 豊春小学校 藤塚小学校
緑小学校 宮川小学校 八木崎小学校 小渕小学校 上沖小学校
中野小学校 南桜井小学校 粕壁小学校 備後小学校 武里西小学校
豊野小学校 立野小学校 春日部中学校 春日部南中学校 豊野中学校
豊春中学校 緑中学校 春日部高等学校 春日部高等学校定時制 春日部女子高等学校
庄和高等学校 春日部共栄中学高等学校生徒会 あおぞら保育園保護者会

各地区自治会・町会 各民生委員・児童委員 春日部市職員厚生会 春日部市うづき会
（株）アリム 甲府水道土木㈱ 東亜道路工業（株）東埼玉営業所 日本ハムマーケティング（株）
（株）興文館 （株）三和文具 わかば商事（株） 上原商事(有)
(有)あすま商事 (有)本澤運送 (有)やまや新館 （特非）成年後見センターあい

（特非）ＭＣＫコミュニティ （特非）福祉作業所ひばり園 （特非）藤の森福祉会 (一社)春日部市薬剤師会
特別養護老人ホームフラワーヒル 特別養護老人ホーム豊潤館 恩賜財団済生会支部埼玉県彩光苑 武里まきば園
庄和和合 子供の町 埼玉りそな銀行春日部支店 埼玉りそな銀行春日部西口支店
埼玉りそな銀行庄和支店 埼玉りそな銀行春日部プレミアオフィス 武蔵野銀行藤ヶ丘支店 武蔵野銀行春日部支店
武蔵野銀行庄和支店 武蔵野銀行武里支店 埼玉縣信用金庫春日部支店 埼玉縣信用金庫豊春支店
埼玉縣信用金庫春日部西口支店 川口信用金庫春日部支店 足利銀行春日部支店 埼玉県庄和浄水場
埼玉県東部地域振興センター 埼玉県春日部県税事務所 埼玉県東部中央福祉事務所 埼玉県春日部農林振興センター
埼玉県東部教育事務所 埼玉県春日部保健所 埼玉県鉄道高架建設事務所 キッコーマン労働組合野田工場支部
春日部イブニングロータリークラブ 春日部南ロータリークラブ 春日部小売酒販組合 春日部市ガールスカウト連絡会
春日部市佛教会 春日部地区保護司会春日部支部 道の駅庄和 指定管理者庄和商工会 武里団地自治会協議会
春日部税務署 三愛保育園 一の割自然保育園 小島保育園
緑小学校 豊春中学校 豊野地区災害対策協議会 ゆうゆう
上原十九三・幸恵 須田浩寿・綾美 横手智恵 埼玉りそな銀行ポイントクラブ寄付者の皆さま
社協職員
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ありがとうメッセージ ～令和 3 年度赤い羽根共同募金配分を受けた～令和 3 年度赤い羽根共同募金配分を受けた
団体・施設からのメッセージ～団体・施設からのメッセージ～

　令和３年11月２日（火）埼玉会館にて埼玉県社会福祉大会が開催されました。埼玉県社会福祉大会は、長年、 
社会福祉の発展に功績のあった方々を表彰する大会で、今年度は春日部市社協推薦により以下の皆さまが表彰され
ました。心からお祝い申し上げます。  ( 敬称略・順不同 )

埼玉県社会福祉大会埼玉県社会福祉大会令和３年度令和３年度

県社会福祉大会知事表彰 県社会福祉大会会長表彰

県共同募金会会長表彰県共同募金会知事表彰

● 金澤 輝美子　● 有馬 恵子
● かすかべ案内人の会
● ザ・昭和歌謡団

● 市川 大倫　● 香山 幹男　● 上原 孝司● 柴田　秀

● 手のひらの会
● 新ふれあい会食会

　「コロナの影響で公民館等で勉強ができない…」、「塾に行きたくてもいけない…」、「学校や塾以外でも落ち
着いて勉強がしたい…」などのお悩みはありませんか？
　学習広場「ルーミー」は、自分が勉強したい教材を持ち寄り、自由に勉強する場所です。
　ちょっとの手助けが必要な時には、年齢の近い大学生のボランティアさんが相談にのってくれます。見守り
は社協のボランティアパートナーが行いますので、大人の目もあり落ち着く空間です。出入自由、予約不要、 
参加費無料です。
　ぜひお友達と一緒に参加してみませんか？

対　象　主に中高生(小学生も勉強したいというお気持ちがあれば可能です)
日　時　原則　毎月第２、４木曜日　　時　間　17：00〜19：30
場　所　あしすと春日部３階講習室　　問合せ　地域福祉担当 048-762-1081

学習広場「ルーミー」で一緒に勉強しましょう！

　「赤い羽根共同募金」の助成金を活用した今年度の研修は、コロナウイルス感染対策のため動画配信を行ないま
した。「実施指導への対応ポイント」というテーマで堀口直孝先生（シルバーケア・サービス　顧問）にご講演頂
き、会員の皆様からは役に立つ研修だったと大変な好評を頂きました。ありがとうございました。
 埼玉県ホームヘルパー協会

　テラス屋根鉄骨部分やブロック塀、玄関ドアの塗装を新しくしたことで園舎全体が明るくなり、子供たちや保護
者からも「きれいになったね」と大変喜んでいただきました。
　募金をしてくださいましたたくさんの皆様の善意に心から感謝申し上げます。
　本当にありがとうございました。 豊春中央保育園

　この度の車輛導入により、多くのお客様の迎え入れが可能となりました。
　デイサービスフロア内も更に賑やかになり、より明るく笑顔多く過ごしております。
　また、リフト乗車対応可能の為、車いすの方も安心して利用することが出来ております。
　送迎ルートも多岐にわたり調整が可能となり、お客様の乗車時間が短縮され、疲労軽減を
始め、より多くの時間をデイサービスフロアで一緒に過ごすことが出来るようになりました。
　善意をお寄せいただいた皆様に心より感謝いたします。

社会福祉法人ウエルガーデンウエルガーデンエミナース春日部

※新型コロナウイルス感染、拡大の状況によっては中止します。

テスト対策・
長期休暇の宿題・

分からない問題など、
私達大学生が

お手伝いします！



介護のお仕事介護のお仕事～社協で働く仲間たち～～社協で働く仲間たち～

　社協では一緒に働いてくれる仲間を募集しています。介護福祉士、ヘルパー2級、
介護職員初任者研修等の資格をお持ちの方。ぜひ私たちと一緒に働いてみません
か？ブランクのある方、子育て中の方等も歓迎です！
　ご興味のある方はぜひ「お知らせ広場」（次頁）をご確認ください。

～始めてみませんか？社協のお仕事～～始めてみませんか？社協のお仕事～

ふくし伝言板

デイサービス職員Kさん

勤続年数　３年
勤務日数　週５日

　利用者さんのお宅に送迎に行き、入浴・体操・
食事・排泄・歩行・機能訓練等の介助などを
しています。

勤続年数　10年
勤務日数　週 4日

地域活動支援センターで仕事をするように
なったきっかけは？
　もともと介護職に関心があり、初めは訪問介護の仕事をしてい
ましたが、知人から地域活動支援センターの話を聞いて訪問介護
以外の仕事にも興味を持つようになり、やってみようと思いました。

地域活動支援センター支援員としてのやりが
いを感じる時はどんな時ですか？
　年齢も障がいもさまざまな利用者の方々、関わり方や向き合い
方、コミュニケーションをとる中で、教わる事、学ぶ事がたくさ
んあります。利用者さんから挨拶や笑顔が返ってきたときは自分
自身も元気をもらえます。

この職場（地域活動支援センター）で働いて
よかったことは何ですか？
　よりよい介護の仕事をするには、一緒に働く仲間との関係性が
大切であり、チームワークが良ければ、働きやすい職場環境が作
れると思います。ここはスタッフ同士が助け合い、協力し合い、
共有し合いコミュニケーションを心がけている職場だと実感して
います。

デイサービスで仕事をするようになったきっ
かけは？
　資格を生かし、子育てと家事を両立して働ける所を探していた
ところ、土日祝日が休みで女性のスタッフが多い職場ということ
もあり働いてみようと思いました。また、急な休みでも融通が効
くところが働きやすい職場です。

デイサービスセンター職員としてのやりがい
を感じる時はどんな時ですか？
　介護の仕事は日々が学びであり、気づきが大切な仕事です。難
しさも感じますが、やりがいや喜びも大きな仕事だと思います。
利用者さんが喜んでくれると喜びを感じます。

　利用者さんのお宅に訪問し、買い物
の代行や、室内清掃、洗濯、入浴介助、
排泄介助などをしています。

ヘルパーになったきっかけは？
　ヘルパー研修を受けた当時、祖父母が健在だったため、将来的
に介護技術や知識が必要になると考えました。また、自身のスキ
ルアップにもなり、今後生活していくうえで役に立つと思ったか
らです。また、勤務日数等も家庭の都合等柔軟に対応してくれて
自分のペースで働けることもひとつのきっかけとなりました。

ヘルパーとしてのやりがいを感じる時はどん
な時ですか？
　利用者さんやご家族に「ありがとう」「来てくれるのを待って
いたよ」など温かい言葉をかけていただいた時にヘルパーをして
いて良かったなと感じます。
　また、利用者さん一人ひとりと向き合うことができ、訪問中の
会話の中で自分の知らなかった知識を得ることができることです。

ヘルパーの仕事をするうえで日頃から心がけ
ていることはありますか？
　利用者さんは、ヘルパーの訪問を楽しみに待っていてください
ます。限られた時間なので、常に明るく、笑顔で接するように心
がけています。また、会話や表情を通し利用者さんの心身の変化
に気づくことが出来るように心がけています。

訪問介護
登録ヘルパーSさん
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40代

40代

「介護のお仕事」ってどんな仕事をするかご存知ですか？ 今回は、社協で働く仲間たちにインタビューしてみました！

〜介護のお仕事は、身体上・精神上の理由により日常生活に支障のある方が、自分らしく自立した生活を送れるように、日常生活をサポートする仕事です。〜

主なお仕事

勤続年数　10年
勤務日数　週３日

　通所した障がいのある利用者さんに
対しての食事や排泄や入浴等の介助、
レクリエーションの企画・運営・送迎
の介助などをしています。

地域活動支援センター
支援員Kさん 50代

主なお仕事

主なお仕事



お知らせ広場

地域福祉活動応援助成金
　コロナ禍だからこそ人と人とのつながりの大切さを失
わないように、新たに地域活動を始めたいとお考えの団
体に活動準備の資金を助成します。
対象事業： 高齢者・障がい者・児童・ひとり親家庭など

を対象とした、いずれかの活動
　・ 居場所づくり
　・ 生活支援活動
　・ つながりづくり
　・ 地域福祉に関する学習及び研修会の実施（自主研修除く）
助成金額：1 団体あたり上限 10,000 円
問合せ：地域福祉担当

たすけあい たすけあい

不要になった入れ歯のリサイクルに
ご協力をお願いします
　社協では、NPO 法人「日本入れ歯リサイクル協会」に協
力して不要になった入れ歯を回収しています。 回収した不要
入れ歯に含まれる金属がリサイクルされ、その収益金が社協
の地域福祉事業のほか、財団法人日本ユニセフ協会を通じて
世界の恵まれない子ども達の支援のために役立てられます。
回収ボックス設置場所
　・ 春日部市役所本庁舎　　・ 庄和総合支所
　・ 武里出張所　　・ 総合福祉センター「あしすと春日部」
寄付の方法
　①  汚れを落して熱湯か除菌タイプの入れ歯洗浄剤で消毒
　②  新聞紙や封筒など厚手の紙で包む
　③  回収ボックスに入れる
　※  郵送の場合は、消毒後、厚手の紙などで包み、封筒に

入れて直接社協あて郵送してください。
問合せ：総務担当　048-762-1081

おねがい

地域の困りごとアンケートへの
ご協力をお願いします
　春日部市社協では、「ともに生き
る豊かな地域社会」のため、地域
の支え合い活動を推進しています。 
　「生活をしていく上でこういう
ことが困ってる（困っていそうな人がいる）」「こんな
のがあったらいいな」「こういう（支えあいの）集まり
があるよ」など教えてください。 
　皆さまからご意見をいただき、地域の支え合い活動に
役立てていきます。
　アンケートについては、上記QRコード又は社会福祉
協議会（庄和社会福祉センター）窓口、各ボランティア
センターに置かれているアンケート用紙でお答えいただ
けます。 
　皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

おねがい

専任職員Ⅱ種(パート)

職員募集

〇 給与は966円～ 1,600円、職種により処遇改善手当がプラスされます。
〇 勤務地は、春日部市内にある9つの事業所のいずれかとなります。

まずはご登録ください！  ご希望に合ったお仕事を紹介します！！

詳細は、社協ホームページをご覧ください。

デイサービス
介護職員

【業務内容】
● 介護業務全般
【資格】
●  介護職員初任者研修

修了者
● 介護福祉士

訪問介護
登録ヘルパー

【業務内容】
●  身体介護・生活援助等
【資格】
●  介護職員初任者研修

修了者
● 介護福祉士

デイサービス
運転手

【業務内容】
● 送迎車の運転
【資格】
●  普通自動車運転
　 免許

障がい者
施設職員

【業務内容】
●  障がいのある利用

者への作業指導、
生活指導など

【資格】
●  不問

登  録
専任職員Ⅱ種登録申込書を
社協へ提出

紹  介
社協から勤務日・勤務時間・
勤務地等の提示

勤務条件が
合　　　致 契  約 勤  務

開  始

勤務開始までの流れ

現在募集している職種

【業務内容】
●  利用者の健康

チェック等
【資格】
●  正・准看護師
　 免許

看護師

かすかべ家事サービス事業
協力会員養成研修
　高齢者・障がい者等、家庭内での掃除などの一般的な家事
支援を必要とする方（利用会員）と、ご協力いただける方（協
力会員）との住民相互の助け合いによる会員制の事業です。
　研修では「かすかべ家事サービス事業」の説明や、傾聴の
研修を行います。
日時：３月25日（金）13：20～16：00
内容：�「かすかべ家事サービス事業について」
　　　 「コロナ禍における訪問時の傾聴」
会場：あしすと春日部
申込・問合せ：地域福祉担当
※新型コロナウイルス感染、拡大の状況によっては中止します。
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「いま、お葬式は準備する時代です」
火葬式　家族葬　一般葬　95,000円（税抜）～

春日部・白岡営業所 ： 白岡市太田新井568－4　 0480－31－6975 本社 ： 越谷市増林5918－1 代表 048－960－7370
春日部・白岡家族葬ホール　

事前相談、御見積無料 お気軽にご相談下さい 広 告

最新の情報はWebでチェック！最新の情報はWebでチェック！ 春日部市社会福祉協議会 検索

春日部市社会福祉協議会　https://www.kasukabeshishakyo.or.jp

←←

利用者募集

●あしすと春日部
　デイサービスセンター

場　所：春日部市中央・八木崎駅より徒歩7～ 8分
問合せ：あしすと春日部デイサービスセンター
　　　　048-762-1081

◎��明るいスタッフが皆さまに笑顔を提供
　�します！

●ゆっく武里デイサービスセンター

場　所： 春日部市大枝・武里団地内武里出張所
　　　　となり
問合せ：ゆっく武里デイサービスセンター
　　　　048-733-5551

◎�笑顔あふれる時間を一緒に
　�すごしませんか？

●あしすと地域活動支援センター

場　所： 春日部市中央・八木崎駅より 
徒歩7 ～ 8分

問合せ：あしすと地域活動支援センター
　　　　048-762-1081

◎��障害者手帳をお持ちの方、是非一度見学
にいらしてください。随時受付中です。

いっしょに
活動しませんか？

ボランティアボランティア
掲  示  板掲  示  板

ボランティア活動保険の
更新を忘れずに ！

　ボランティア活動をする方と受け入れる方、互いが
安心して活動を行うため、ボランティア活動保険へ加
入しましょう。今年度加入されている方も令和４年３
月31日（木）に期間が満了となりますので、更新手続
きをお願い致します。
必要なもの　印鑑、団体の場合は加入者名簿
補償期間　 令和４年４月１日～令和５年３月 31日（４月１

日以降の手続きの場合は、加入手続き完了翌
日から３月31日まで）

保 険 料　 補償内容により異なります。詳しくはhttp://
www.fukushihoken.co.jp/をご覧ください。

問 合 せ　地域福祉担当　048-762-1081

　多くのボランティアさんから、たくさんの心あたた
まるご寄付（作品）をいただきました。誠にありがとう
ございます。
　ボランティアさんがおうちで作った寄付(作品)の受取
を希望される施設を募集しています。
（ボランティアさんからいただいた主な寄付（作品））
　・チラシのゴミ箱
　・折り紙、小物（季節物も有）
　・雑巾、ウエス、バスマット
寄付・問合せ　地域福祉担当　048-762-1081

おうちで出来る！　　　
　　　ボランティア活動

・�たくさんのご寄付、ありがとうございます ！
・�寄付の受取を希望する施設（市内）募集中 ！
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　皆さまからのご寄付は、社協のさまざまな事業を行うう
えで、大きな支えとなっています。
　皆さまからのあたたかいご寄付をお持ちしています。

●社協窓口　中央2-24-1あしすと春日部内
●郵 便 局　�備え付け振込用紙にて、下記事項をご記入

のうえお振込みください。
　口座番号：00100−6−608996
　加入者名：社会福祉法人春日部市社会福祉協議会
　�通 信 欄：住所・氏名・電話番号・寄付
　　　　　　あしすと掲載の可否をご記入ください。
　　　　　　※大変申し訳ありませんが、手数料はご負担願います。

福祉資金（敬称略・順不同・単位：円）
中田測量設計事務所（４件） 20,000 
いきがい大学春日部連絡協議会 5,920 
刃物研 4,079 
丘の上チャリティ茶会 10,000 
春日部市建築十日会 50,000 
庄和すずらん幼稚園 11,814 
ダイセーロジスティクス㈱春日部DC・TC 50,000 
三愛保育園 10,000 
春日部豊野簡易郵便局 10,000 
外川 郁雄 10,000 
星 みね 5,000 
市川 栄一 300,000 
匿名（15件） 86,795 

物品寄贈（敬称略・順不同）
NPO法人あい・あーる 米20㎏

春日部市ガールスカウト連絡会 雑巾178枚・タオル12枚・手ぬぐ
い17枚・ハンドタオル12枚

立沼町会 アルファ米50食分×２箱

下蛭田自治会 非常用乾燥餅60食分×４箱・クラ
ッカー80食

江澤 文子 タオル20枚
華奈和電芸 米60㎏
田村 育三 紙おむつ３袋
山村 民子 タオル40枚
小川　優 米270㎏

下笠 ルミ子 トイレットペーパー50巻・尿と
りパット１袋

井上 喜代子 ぞうきん50枚

島村 りちな
トイレットペーパー20巻・キッチ
ンペーパー２巻・ティッシュ４箱・
除菌シート２個・カレンダー１枚

柳澤 郁子 米10㎏・缶詰２個
長 東一 日用品10点
匿名（７件） 米10kg・食品15点・日用品81点

ココつな便（敬称略・順不同）
指定管理者庄和商工会 玉ねぎ20㎏・人参10㎏・じゃがいも10㎏

春日部西ロータリークラブ 里芋8.9㎏・じゃがいも40㎏・米
620㎏・のし餅41枚

内山 厚一 里芋　6.2㎏
栗岡 俊丈 じゃがいも６㎏・さつまいも2.4㎏

染谷 淑子 さつまいも5.2㎏・里芋2.1㎏・パ
プリカ2.6㎏

下笠 ルミ子 ノート30冊
匿名（18件） 米70kg・食品236点・日用品262点

相 談 室 のご案内
● 心の相談（臨床心理士による相談）
　　　予約制（当月１日〜）
　　　毎月第２・４金曜日の９：00〜12：00
● 弁護士相談
　　　予約制（当月１日〜）
　　　毎月第２・４金曜日の13：00〜16：00

※当面の間、電話相談になります。

♥皆さまからの皆さまからの温かい善意かい善意
（令和３年10月1日～令和４年1月31日）（令和３年10月1日～令和４年1月31日）

社会福祉法人　春日部市社会福祉協議会
〒344−0067　春日部市中央2−24−1
春日部市総合福祉センター「あしすと春日部」（2階）
TEL048−762−1081　FAX048−752−3716

編 集 ・ 発 行

ご寄付のお願い

〈皆さまからの寄付受付方法〉

義援金を募集しています
　春日部市社会福祉協議会では、災害により被災された方々
への支援として義援金を受付けています。 
【現在受付中の義援金】
① 熊本県南豪雨義援金
　 　受付期間：令和４年３月31日まで
② 令和３年大雨災害義援金
　 　受付期間：令和４年３月31日まで
③ 令和３年長野県茅野市土石流災害義援金
　 　受付期間：令和４年３月31日まで
④ 平成30年７月豪雨災害による義援金
　 　受付期間：令和４年６月30日まで
【受付窓口】
 　春日部市社会福祉協議会事務局
　 　引き続き、温かいご支援、ご協力をよろしくお願い 

いたします。

　　デイサービスで喜ばれている人気メニューのレシピをご紹介します。おすすめ
レシピ

①  鶏肉は半分に切り分け、皮目に包丁の先端で穴をあけ、
塩・こしょうで下味をつけ小麦粉をまぶす。

② Ａを合わせておく。
③  フライパンにサラダ油を入れ、肉の皮目から焼き、こんが

り焦げ目をつける。
④  肉を裏返して強火にし蓋をして火加減を見ながら火が通る

まで４～５分焼き、肉に火が通ったら、ペーパーでフライ
パンに出た余分な脂を拭き取りＡを加えて少々煮絡め最後
にバターを加える。

⑤  器に盛り付け、千切りキャベツ、プチトマトを添えて完成です。

外はサクサク、中はジューシーのハニーマスタードソースを
まとった見た目にもオシャレな洋風チキンをどうぞ召し上がれ♪

鶏肉のハニーマスタード焼き

粒マスタード……大さじ 2
はちみつ…………大さじ 4
濃口醤油…………小さじ4
サラダ油…………小さじ 2
バター…………………６g

A
鶏もも肉……………560g（２枚）
塩………1.6g（ふたつまみくらい）
こしょう……………………少々
小麦粉…………………大さじ３
キャベツ…………20g（千切り）
プチトマト…………………4 個

1人前
437kcal

　作り方

　材料（4人分）

社協会員にご協力いただいた皆さま 令和３年度  賛助会員
●１口 吉田 圭太（敬称略）

令和３年度  特別会員
●１口 遠藤電気商会（敬称略）

ご協力ありがとう
ございました。

寄付金は税金の控除の対象になります！
　◆ 個人の場合

�　確定申告によって、所得税・住民税が還付される場合が
あります。

　◆ 法人の場合
　「特定公益増進法人に対する寄付金」として、一定の限度
額までが損金算入の対象となります。

※詳しくは、所轄の税務署等へお問合せください。
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