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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７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

51No.

「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

障がい者の一般就労について障がい者の一般就労について
「働きたい！」を応援します！「働きたい！」を応援します！



社会福祉事業会計・公益事業会計・収益事業会計の予算総額は 596,571千円です。

令和４年度　予　算

社会福祉協議会の社会福祉協議会の
予算・決算についてお知らせします予算・決算についてお知らせします

令和３年度　決　算

社会福祉事業
法人運営事業
在宅福祉事業
支部社協活動推進事業
ボランティアセンター事業
ボランティア活動普及事業
家事サービス事業
生活福祉資金貸付事業
福祉サービス利用援助事業
共同募金配分金事業
心配ごと相談事業
小口福祉資金貸付事業
生活支援体制整備事業

127,691,426  
（22.4%）

161,611,582 
（28.4%）118,741,155

（20.8%） 

37,036,037 
（6.5%）

単位：円

単位：円

就労支援事業
ふじ支援センター
ゆりのき支援センター
ひまわり園
あおぞら
リサイクルショップ

介護保険事業
訪問介護事業
あしすとデイサービスセンター事業
ゆっく武里デイサービスセンター事業

障害福祉サービス事業
居宅介護事業
地域活動支援センター事業

支出　569,885,986円

収入　506,052,552円

366,871 （0.1%）366,871 （0.1%）

収益事業
自動販売機設置経営事業

公益事業
ファミリー ･サポート･センター事業
社会福祉センター運営事業
手話通訳派遣事業
障害者就労支援センター事業
居宅介護支援事業
地域包括支援センター事業

124,438,915 124,438,915 
（21.8%）

141,328,108
（27.9%）

社会福祉事業

92,211,755
（18.2%）介護保険事業

96,332,719
（19.0%）

公益事業

25,923,389（5.1%）
障害福祉サービス事業

2,733,377 （0.5%）収益事業

社会福祉事業のなかには
会　費� 22,690,172�
寄付金� 2,143,342�
共同募金配分金� 15,383,000�
が含まれます。

147,523,204
（29.2%）

就労支援事業
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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



22,690,172円です。

今年もあたたかいご協力ありがとうございます今年もあたたかいご協力ありがとうございます

皆さまからいただいた会費は、皆さまからいただいた会費は、
地域の中で役立てられています地域の中で役立てられています

　　　　　　支部社協活動の推進
　地域ごとの課題や特性に応じて、
きめ細やかな福祉の推進を図るため、
市内の８地区（粕壁、内牧、武里、豊
春、幸松、豊野、武里団地、庄和）の
支部社協の活動を支えています。
（活動内容）
　�見守り・声かけ活動、ふれあい会食会、
その他地域の実情に応じた事業

ボランティア活動の推進
　市内４ヶ所（中央・浜川戸・牛島・武里）に
ボランティアセン
ターを設置し、ボ
ランティアへの理
解と参加を広く呼
びかけるなどの啓
発活動を行って
います。

福祉教育の推進
　市内小学校の授業や地域の商業施
設等において、福祉教育を推進して
います。
　また、ふれあい広場を開催し、福
祉に対する理解を深め、市民交流の
輪を広げ、
思いやりの
ある心を
育てていま
す。

在宅福祉の支援
　歩行が困難な方に「車いす」及び
「車いすに乗せたまま移動できるス
ロープ付自動車」を貸し出すことに
より、社会参加を支援しています。
　また、紙
おむつを配
付し在宅介
護を支援し
ています。

　社会福祉協議会は、地域で支えあう福祉のまちづくりを
目指し、多くの皆さまに支えられてさまざまな事業や活動を
行っています。
　皆さまからの会費が地域福祉を推進するための貴重な財
源となっておりますので、皆さまのご協力をお願い致します。

一般会員……１口� 500円
自治会を通してご協力いただいています。

賛助会員……１口� 3,000円
特別会員……１口� 10,000円

今年度も
よろしくお願いします車椅子利用件数　　255件

福祉車両利用件数　156件

広報活動　　　　
　広報誌「あしすと」の発行、
ホームページ、リーフレット等
を作成し、事業の案内や地域の
福祉情報などを発信しています。

福祉教育体験者延べ人数 2,865人

いきいきサロン数 92か所

地域での支え合い
　地域住民の支え合い、助け
合い活動の一環として、家事サ
ービス事業を実施しています。

家事サービス
支援件数
905件

ボランティア相談件数 93件

心配ごと相談所の開設
　日常生活から発生する悩み事な
ど心の問題や法律の問題を臨床心
理士・弁護士が相談員となり、問
題解決に向けて支援して
います。 相談件数

134件

昨年度昨年度のの
実績額実績額
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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７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 51No.

「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
障がい者の一般就労について
障がい者の一般就労について「働きたい！」を応援します！
「働きたい！」を応援します！

社会福祉法人  春日部市社会福祉協議会

令和３年度版地域地域のの皆皆さんがさんが主役主役
で
す
で
す

社協社協のの活動活動は、は、

笑顔でつながり　支え合う

安心して　いきいきと暮らし続けられるまち　春日部

広報誌「あしすと」　　 年３回
リーフレット　　　　　年１回

広 告
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障がい者の一般就労について障がい者の一般就労について

　障がい者の一般就労を支える拠点として、社会福祉協議会では春日部市からの委託を受け、春日部
市障害者就労支援センターの運営を行っております。
　春日部市障害者就労支援センターでは、「障がいのある方の働きたいを応援します！」をコンセプト
に一般企業への就労の機会を広げ、就労後も安心して働き続けられるよう支援を行っております。

～「働きたい！」を応援します！～～「働きたい！」を応援します！～

障害者就労支援センターの支援について障害者就労支援センターの支援について

就職のお手伝いをします
　● ハローワークへの同行　● 企業面接の同行　● 面接の傾向と対策
　● 企業・施設での体験実習や職場見学を支援します

職場実習や生活のご相談に乗ります
　● 福祉サービス利用の相談　● 他機関への紹介等

春日部市障害者就労支援センター春日部市障害者就労支援センター
利用日時 …… 月曜日～金曜日（土日祝日、年末年始を除く）　午前８時30分～午後５時15分まで
対　　象 …… ●春日部市在住の就労意欲がある障がいのある方やそのご家族
　　　　　　��●障がい者雇用を推進する事業主
住　　所 …… 春日部市�樋堀369－１（リサイクルショップ内）
連 絡 先 …… ０４８－７５２－７４８３

●働きたいけど、何から始めたら良いのかなぁ～　●職場でコミュニケーションは平気かなぁ～
●初めて障がい者を雇用　●障がい者雇用って何だろう？ 

このような悩み事はありませんか？

相 談
春日部市障害者就労支援センター

仕事を続けるための支援をします 障がい者の雇用について
ご相談に乗ります● 会社訪問　● 就労定着支援

会社・事業所など
◯◯会社※ 相談者の支援 ※ 事業者の支援

≪相談≫　就職したい方の希望を伺います。
　　　　　就職に向けてどのように進めればいいかを一緒に考えます。
≪準備≫　就職に必要な力を身につける方法を一緒に考えます。
　　　　　必要に応じて、職業訓練や企業見学等もご案内します。
≪就職≫　応募書類の作成や面接の対策を一緒に考えます。
　　　　　必要に応じてハローワークで一緒に仕事を探します。

障害者就労支援センターとは？障害者就労支援センターとは？
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特集

ホーム
ページ

に
ホーム

ページ
に

パンフ
レット

を
パンフ

レット
を

掲載し
ていま

す！

掲載し
ていま

す！



　社会福祉協議会では春日部市の指定管理者として、春日部市心身障害者通所支援施設
の管理運営を行っております。

　心身障がい者に対し、自立した日常生活などを営むことができるように、就労に必要な知識や能力の向上
のために必要な訓練などを行います。各施設では、日々企業などからの軽作業に励み、また手作りのオリジ
ナル製品（自主製品）を製作して、販売をしています。

　常に支援を必要とする利用者に、身体機能や生活能力の向上を図るため、食事などの日常的な支援を
行い、また、創作・生産活動の機会を提供します。

就労継続支援Ｂ型施設就労継続支援Ｂ型施設

生活介護施設生活介護施設

場 所場 所：春日部市 米崎389−3：春日部市 米崎389−3
電 話電 話：048−745−1143：048−745−1143

あおぞらあおぞら

施設では、各企業や官公庁の皆さまからの作業などを随時、受け付けております。
※ ご用命、お問い合わせは、（代表受付窓口）「リサイクルショップ」まで
　お願いします。

SDGs（持続可能な開発目標）と障がい者の就労

障がい者の雇用について

　SDGs（持続可能な開発目標）のグローバル指標の中にも障がい者を含むすべての男性及び女性の雇用や
仕事等について示されています。

　障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、
障がい者の雇用を促進するために「障害者雇用率制度」（障害者雇用促進法）があります。
　この制度により、一定数以上の従業員を雇用する事業主は、従業員に占める身体障がい者・知的障がい者・精神
障がい者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
　民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障がい者を１人以上雇用する
必要があります。

春日部市心身障害者通所支援施設の取り組み春日部市心身障害者通所支援施設の取り組み
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場 所場 所：春日部市 牛島1289　：春日部市 牛島1289　電 話電 話：048：048−−761761−−87768776
ふじ支援センターふじ支援センター

場 所場 所：春日部市 樋堀369−1　：春日部市 樋堀369−1　電 話電 話：048：048−−752752−−74677467
リサイクルショップリサイクルショップ

場 所場 所：春日部市 大衾496：春日部市 大衾496−−455　455　電 話電 話：048：048−−718718−−20112011
ひまわり園ひまわり園

場 所場 所：春日部市谷原新田2229：春日部市谷原新田2229−−1　1　電 話電 話：048：048−−738738−−11711171
ゆりのき支援センターゆりのき支援センター



お知らせ広場

春日部市ファミリー・サポート・
センター会員養成講座
　ファミリー・サポート・センターは子
育てを応援したい方（提供会員）と応援
してほしい方（依頼会員）がお互いを信
頼し地域で助け合う会員組織です。
　子育て中は少しでも誰かに手助けして
もらうことで気持ちが楽になります。地
域の皆さまの力を貸してください！
※  活動する前には説明会兼養成講座を受

講していただきます。
日時・内容
　<１日目> ８/23（火）13：00～15：00
　「子どもの健康と安全について」
　<２日目> ８/24（水）13：00～15：30
　「保育の心構えと子どもの接し方」
会　場　庄和社会福祉センター
申込・問合せ
　ファミリー・サポート・センター
　048-755-2324

たすけあい

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

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、救
命講習を行います。
日　時　 ７/26（火）13：20～16：00
内　容　 「かすかべ家事サービス事業について」
　　　　「救命講習」
会　場　藤塚公民館
対象者　 研修終了後、協力会員として活動できる市

内在住の方
費　用　 無料（ただし会員登録料300円が必要）
定　員　 12人（定員に達し次第締切）
申　込　 ７/14（木）までに、受付窓口へ。電話可
申込・問合せ　地域福祉担当

たすけあい

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。

詳細は、ホームページまたは直接お問い合わせください。

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

障害者就労施設職員
【業務内容】
●  利用者の支援業務

【資格】
●  不問

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

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

登  録
専任職員Ⅱ種登録申込書を
社協へ提出

連  絡
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

社会貢献型自動販売機の 
設置に協力いただける方を
募集しています
　社会福祉協議会では、今後さらな
る地域福祉の推進を目指していくた
め、社会貢献活動の一環として、ご自
宅・アパート・マンションの敷地の一
角や、会社、店舗、駐車場などの空き
スペースを自動販売機の設置場所とし
て、ご提供くださる方を募集していま
す。本事業の趣旨にご理解いただき、
ご協力をお願いいたします。
※  電気代や設置に係る費用の負担は

ございません。
※  現地確認の結果、設置できない場

合があります。
問合せ　総務担当

おねがい

ひとり親家庭バス旅行
　皆さまからご協力いただきました赤い羽根
共同募金をもとに、親子・家庭間の交流を深
めるバス旅行を実施します。
日　時　８/21（日）8：30～17：00
場　所　 小松沢レジャー農園（川遊び・BBQ 

・ぶどう狩り）　
対　象　 ひとり親家庭（原則として小学校６年生ま

での子供とその保護者、代理参加不可）
定　員　20人　※ 応募者多数の場合は抽選
費　用　大人2,000円　子供1,000円
申込・問合せ
　 7/27（水）までに往復はがきにて参加希望者

全員の氏名、年齢、住所、電話番号を記入
の上、地域福祉担当まで  ※ 消印有効

 旅 行企画実施　観光庁長官登録旅行業第55号 
名鉄観光（株）さいたま市大宮区桜木町
4-333-13 大同生命さいたま大宮ビル 13F

イベント

地域の困りごとアンケートへの
ご協力をお願いします
　社会福祉協議会では、「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 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、講座や研修等が中止または延期になる場合があります。
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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/

←←
福祉サービス利用援助事業

（あんしんサポートねっと）生活支援員養成研修
　福祉サービス利用援助事業…判断能力に不安のある高齢者や知的・精神
障がい者等を対象に、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などの
援助を行うことにより、地域で自立した生活を送ることを支援します。
生活支援員… 利用者の自宅に定期訪問して郵便物の確認や見守り、預貯金

の出し入れや福祉サービス利用料の支払いなどを支援してい
ただきます。

日　時　 ７/29（金）13：00～17：30
会　場　 あしすと春日部
対象者　 研修終了後、生活支援員として活動できる市内在住の方
定　員　 10人（定員に達し次第締切）
申　込　 ７/22（金）までに、受付窓口へ。郵送可
※  受講案内・申込書は受付窓口で配布、又はホームページでダウンロード可
問合せ　地域福祉担当

講　座
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

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、参加者
の皆さまや関係者の方々の健康・安全面を第一に考え、
令和４年度の彩の国ボランティア体験プログラム開催を、
中止することにいたしました。
　ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
問合せ　地域福祉担当

　チラシゴミ箱は、大変多くの方にご協力をいただき、
作品を受け取られた施設様からも好評をいただいており
ます。現在施設様にお届けするのに十分な在庫品がある
ため、誠に勝手ではございますが、令和４年８月をもっ
て、受付を一時中止とさせていただきます。
　なお、他の作品につきましては、随時募集しておりま
すので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
＜募集中の作品＞
　・折り紙　・手作り小物（季節物も有）・雑巾
問合せ　地域福祉担当

たくさんのご寄付、ありがとうございます！
～チラシゴミ箱受付中止について～

令和４年度彩の国
ボランティア体験プログラム

中止のお知らせ

おうちで出来る ！　ボランティア活動

幸松地区の情報を発信しよう！
　幸松地区の地域活動を取材し、定期的に広報紙として発行する担い手を養
成する講座を開催します。地元の情報を自分たちで集めて地域に発信してみ
ませんか？
日　時　 ８/９（火）９：30～11：50
内　容　 「他地区で広報を作成している人の話」
　　　　 「プロのデザイナーに学ぶ！広報紙作成のポイント（講義・ワーク）」
会　場　幸松第二公民館
対象者　 市内在住で幸松地区の広報作成に関心のある方
定　員　15人（申込順）
申込・問合せ　地域福祉担当

講　座

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2-24-1・八木崎駅より徒歩７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

 緑の中のお散歩や楽しいレクリエーションで、
笑い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2-24-1・八木崎駅より徒歩７分
問合せ　あしすと地域活動支援センター
　　　　048-762-1081

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
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。

募　集

みんなが使いやすいものユニバーサルデザインユニバーサルデザインを考えて描いてみよう！
　ユニバーサルデザインとは？（ロナルド・メイス博士が提唱）
　地球上にはいろいろな人達が暮らしています。男の人、女の人、子ども、お年寄り、からだの大きい人、小さい人、力の強い人、弱い
人、右利きの人、左利きの人などなど…ひとりひとりが、まったくちがう独自の個性を持っています。
　みんなが、いつでも、どこでも、分け隔てなく、安心して使えるものを考えてみよう。
募集期間　随時募集　※ 令和５年３/31（金）まで　　　テーマ　ユニバーサルデザイン（形・色指定なし）
内　　容　「総合福祉センターあしすと」内や社協イベント等で掲示します！
　　　　　応募いただいた方には、参加賞（春日部市社協バッチ）をプレゼント！
応募条件　春日部市内在住で福祉に関心がある方
応募方法　市販のハガキに描いて、ご郵送ください。　なお、作品は返却できませんのでご了承ください。
注意事項　応募ハガキには必ずお名前・お電話番号をご記入ください。個人情報は企画が終了次第すみやかに破棄します。
送付先・問合せ　地域福祉担当
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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 
朝日生命労働組合越谷支部 20,000 
にこにこヨガクラブ 16,777 
庄和地区明るい社会づくりの会 10,000 
株式会社ベルク 140,113 
刃物研 6,798 
春日部市連合婦人会 6,000 
春日部雪割草愛好会 6,500 
瀧　昇 （商品券）30,000 
匿名（10件） 540,692 

物品寄贈（敬称略・順不同）

埼玉みずほ農業協同組合 米100㎏

埼玉縣信用金庫春日部支店 わかめご飯50食×５箱
保存水1.5ℓ×384本

有限会社ウジイエ重機 不織布マスク50枚入×60箱

渡辺 てる子 タオル38枚・軍手7組
石けん45個・タオル20枚

リフォームのシンミ
食品６点・マスク３箱・キッ
チンペーパー１袋・ティッシ
ュペーパー１箱・紙粘土２個

下笠 ルミ子 日用品８点
佐藤 健二 紙おむつ２袋
会田建具センター サンダル12足
髙橋 隆子 手拭い26本・タオル43本
国際ロータリー第2770地区第6グループ 車いす３台
井上 喜代子 マスク20枚・雑巾29枚
匿名（８件） 食品252点・日用品304点

ココつな（敬称略・順不同）

春日部西ロータリークラブ 米905㎏
会田建具センター サンダル37足・靴６足
下笠 ルミ子 トイレットペーパー３袋
匿名(15件) 食品202点・日用品125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。

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

♥皆さまからの皆さまからの温かい善意かい善意
（令和４年２月１日～令和４年５月31日）（令和４年２月１日～令和４年５月31日）

ご寄付のお願い

●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。

※詳しくは、所轄の税務署等へお問合せください。

〈皆さまからの寄付受付方法〉

　社会福祉協議会では、皆さまからの寄付で地域福祉
を推進するため、さまざまな事業をおこなっています。
　皆さまからのご寄付をお待ちしております。

夏バテ予防のヘルシーメニューをご紹介します。おすすめ
レシピ

お酢の酸味で食欲アップ！　暑い夏にピッタリのメニュー！！
夏バテしないカラダを手に入れましょう！

　うす切り豚肉の南蛮漬け　 1人前
293kcal

冷やして
おいしい！

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。確定申告時に、「所得控除」か「税額控除」
のどちらかを選択できます。
　◆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。

義援金を募集しています
　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】
熊本県南豪雨義援金
　受付期間：令和４年９月30日まで

【受付窓口】
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。
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玉ねぎ…Ｍ1/2個（100g）
人参…………４cm（20g）
生姜…………おろし少々

A

だし…�100cc�
（顆粒だし小さじ1/2）

みりん…………大さじ2
酒………………大さじ2
酢………………大さじ5
醤油……………大さじ5
砂糖……………大さじ2
塩…………………0.5ｇ
赤�唐辛子…1本を半分に
切って種を取る（0.2g）

B

　材料（4人分）

　作り方
①  玉ねぎは半分に切って繊維と直角にスライスし、人参は千切りにする。切っ

た野菜を耐熱容器に入れてラップをし、電子レンジ（600Ｗ）で１分加熱し
て取り出し、Ｂの調味料を加え、再びラップをして２分加熱し、おろし生姜
を加える。

②  豚肉に軽く塩・こしょうをし、薄く小麦粉をまぶす。
③  フライパンにサラダ油を熱し、豚肉を広げて乗せ、両面をこんがり焼く。
④  肉に火が通ったら①をかけ、ざっくり混ぜて、１時間ほど置いて味を馴染ま

せる。トマトは薄く切り、長ねぎは縦に細く切り、水に放ち白髪ねぎにする。
⑤  お皿にスライスしたトマトを敷き、④を盛り、上から白ゴマをふりかけ、白

髪ねぎを天盛りにする。

豚肉うす切り…300g
トマト…………中2個
　　　　　　（320g）
長ねぎ…………10cm
　　　　　　（25g）

白ゴマ……………1g
塩…………………0.5g
こしょう…………0.5g
小麦粉……………適量
サラダ油…………適量




