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特集
野菜だけじゃない!野菜だけじゃない!
心も育てる農作業心も育てる農作業

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11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

52No.

「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。

「ほっこり虹の会」の「ほっこり虹の会」の
皆さんによる皆さんによる
つながりづくりつながりづくり
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特別会員（順不同・敬称略）　１口　10,000円

会  費  実  績（R4.10.11現在）

 社協会員にご協力いただいた皆さま

粕壁地区…………2,249,187円　　内牧地区…………1,263,000円　　武里地区…………3,614,395円
豊春地区…………2,434,600円　　幸松地区…………2,750,000円　　豊野地区…………1,800,900円
庄和地区…………3,203,100円　　武里団地ほか…………80,000円� (合計金額　17,395,182円)

一般会員

賛助会員（順不同・敬称略）　１口　3,000円
●327口　各民生委員・児童委員
●１口　 　清田安夫 / 稲川とみゑ / 松下紀男 / オクト 三上洋子

●５口　春日部市うづき会
●２口　 上原十九三・幸恵
●１口　 
(一社)春日部市医師会
(一社)春日部市歯科医師会
(一社)春日部市薬剤師会
(一社)正和会

（公社）春日部青年会議所
春日部南ロータリークラブ
春日部イブニングロータリークラブ
春日部ロータリークラブ
春日部地区保護司会春日部支部
春日部市商業協同組合
春日部市豊野工業団地協同組合
春日部小売酒販組合
春日部環境衛生事業協同組合
武里団地自治会協議会
埼玉土建春日部支部庄和南分会
埼玉県石油業組合春日部支部
(福)恩賜財団済生会支部埼玉県済生会彩光苑
(福)平成会 特別養護老人ホームしょうぶ苑
(福)弘颯会 特別養護老人ホーム豊潤館
(福)清寿会 特別養護老人ホーム清寿園
(福)庄和和合会 特別養護老人ホーム庄和和合
(福)朋映会 特別養護老人ホーム春日部勝彩園
(福)米島会 小島保育園
(福)孝楽会 在宅複合施設孝楽園
(福)福一会 フラワーヒル
(福)春日部福祉会 百合の郷
(福)子供の町

（福）ウエルガーデン ウエルガーデン春日部
(福)かがやき 特別養護老人ホームひかり
(福)かがやき 特別養護老人ホームそら
(医)庄和会 庄和中央病院

（医）春明会 介護老人保健施設ちとせ
甲府水道土木（株）

（株）アマチャ
中央プリント（株）
トヨタカローラ埼玉（株）

（株）石原造園土木
ゆたか（株）
松和土木（株）
日産プリンス埼玉販売（株）春日部R16号店

（株）三和文具
さいたま春日部市場（株）
東彩ガス（株）

（株）丸山製作所
アイル・コーポレーション（株）
アオイ土地建物（株）
太平ビル管理（株）

（株）アリム
（株）日本ケアーシステム
（株）あすなろホーム庄和
（株）髙橋医科器械店
（株）興文館
泉工医科工業（株）

（有）トイダ石油

（有）本澤運送
（有）オートサービス石原
（有）庄和商事
（有）めん房朝日屋
（有）光商事
（有）あすま商事
（有）やまや新館
（有）さいかつ葬祭センター
上原商事（有）

（有）利根川煎餅
くしだ商会（有）

（有）ミスズ
（有）染谷ハウジング
共栄衛生（有）
東武電気商会
山崎整形外科
遠藤電気商会
(特非)ＭＣＫコミュニティ
(特非)成年後見センターあい
(特非)たねまき
春日部市吟道連盟
囲碁愛好会
ゆうゆう
髙橋晃
木村好子

ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました
令和４年度社会福祉協議会会員募集報告令和４年度社会福祉協議会会員募集報告
　社協会員の募集は、年間をとおして行っていますが、今年度も、5月～6月の2ヶ月間を会員の「募集増強期間」
として取り組んだところ、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。
　皆さまからご協力いただきました会費は、社協が地域福祉を積極的に推進するための貴重な財源として活用させ
ていただきます。
　今後ともより一層のご理解とご協力をお願いいたします。

一般会費 賛助会費 特別会費 合　計
17,395,182円 993,000円 860,000円 19,248,182円

(一社)…一般社団法人　（公社）…公益社団法人　(福)…社会福祉法人　(医)…医療法人社団　(株)…株式会社　(有)…有限会社　(特非)…特定非営利活動法人
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支え合い
講演会

○中央共同募金会ホームページ　www.akaihane.or.jp
○埼玉県共同募金会ホームページ　 http://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/

AKAIHANE/AKAIHANE.htm

第75回赤い羽根第75回赤い羽根
共同募金運動共同募金運動

ご協力をお願いしますご協力をお願いします

運動期間：令和４年10月１日㈯～令和５年３月31日㈮

　今年も10月１日（土）から赤い羽根共同募金運動が全国一斉に
スタートしました。
　皆さまからご協力いただいた募金は、春日部市内の地域福祉活
動に役立てられる他、県内の民間施設・福祉団体へ配分され、そ
の活動費や施設の整備・運営費として大切に使われますので、本
年度もご協力をお願いいたします。
　なお、市民の皆さまには自治会を通
じてご協力いただいていますが、下記
QRコードから直接募金することもでき
ますのでご協力をお願いいたします。

「地域のお宝発見！合言葉は� 」
　コロナ禍で地域の支え合い活
動が縮小したり、休止したりす
るところが増えました。支え合
い活動が止まると地域にどのよ
うな影響があるのか、今行なっ
ている活動にどのような意味づ
けができるのか、地域の皆さん
で共有し、今出来ることを改め
て皆さんで考えてみませんか？
クスッと笑える講義なので気楽
にご参加ください！

日 時

場 所

定 員

講 師

11月27日（日）　13：30～15：00

あしすと春日部、豊野地区公民館、武里東公民館、
幸松地区公民館、庄和南公民館
（zoomで講師と各会場を繋ぎます）

あしすと春日部は56名、公民館は各70名（申込順）

ご近所福祉クリエイション
ご近所福祉クリエーター 酒井　保�氏

申込・問合せ 地域福祉担当（048-762-1081）
または右記QRコードより

●赤い羽根 18,368,722円
●歳　末 4,992,513円

昨年度、春日部市支会に昨年度、春日部市支会に
お寄せいただいたお寄せいただいた

善意の募金善意の募金

““ゆゆるるままもも””

相続無料相談会
～予約制～ 048-739-4566

春日部駅西口徒歩5分市役所そば

初回30分 無料

●埼玉県弁護士会所属 弁護士 大里 定則
弁護士 渡邉 健二

“離婚”を迷っているなど一般民事相談も受付中

詳細はお電話又はHPで 春日部法律事務所

広 告



特集
野菜だけじゃない!

心も育てる心も育てる農作業農作業
　新型コロナウイルスの影響が長く続き、大勢で集まるイベントがなかなか開催出
来ない状況が続いています。そのような状況の中、屋外での活動として、農作業を
地域の皆さんで一緒に行うことで、“つながりづくり”を継続していこうという動
きが始まっています。

社協に畑活動を提案してくださった理由

「子供の町」でどのような活動をしているか

子どもたちと作業をするようになって良かったこと

活動をしていてやりがいを感じる時

　もともとの畑所有者が病気で畑を管理できなくなり、自分が引き継
ぐことになりました。自分は農家ではないので、土地が広すぎて使い
切れないと思い悩んでいたところ、ボランティアとして関わりのあっ
た社協が子ども向けの事業に力を入れているのを知っていたので、相
談をしました。

　現在は事務所棟ウラ手空地で「さつま芋」栽培。今年は 30 本苗を
植えました。また、寮の前にある畑（２坪ほど）で「野菜づくり」今
年はナス、ミニトマト、オクラ、スイカ（空中栽培）。野菜の栽培は 2
年目になり、水やり、草取りなど子どもたちの自主活動で栽培がなさ
れています（もちろん職員さんのご協力は「大」）。

　食べ物が自分たちの口に入るまで、どのような過程があるのか、一
部でも学ぶ機会になっていると感じます。子どもたちの心が豊かに
なっていると実感し、そうした子どもの成長の場に携われていること
が嬉しいです。少しでも子どもたちが作業しやすいように、毎日草取
りをしたり、仲間たちと朝早くから準備をしたりしています。

　子どもたちと一緒に考え、育て、実りを迎え、
笑顔で収穫できたとき。
　ざっくばらんに子どもたちとお話できるのがい
い！次は「イチゴを育てたい」という希望が出て
います。実現したいと思っています。

Q1

Q1

Q2

Q2

A1

A1

A2

A2

吉本長平さん（75歳）
　「ほっこり虹の会」初代代表。自身
の畑を親子の活動の場として提供。

内山厚一さん（75歳）
　「ほっこり虹の会」現代表として児
童養護施設「子供の町」で子どもた
ちとの畑作業や地域のお助け隊活動
をしています。
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畑の提供・一緒に活畑の提供・一緒に活
動をしてくださる方動をしてくださる方

募集中！！募集中！！

畑でとれた野菜の一部は、このような形で多くの人の力になります！畑でとれた野菜の一部は、このような形で多くの人の力になります！
かすかべココつな便・・・

食材寄贈
（一部社協で購入）

ボランティアさん
による仕分け

ボランティアさんが
社会福祉法人へ配達

　ココつな便とは、市内在住のひとり親家庭を対象とした、相談支援
を通した食材配付事業です。地域の方からのあたたかい寄贈品も併せ
て配付しています。

　畑作業を通して、多世代交流・地域の居場所づくり・生
きがいづくりを始めてみませんか？
　社会福祉協議会では、地域活動の場となる畑を提供して
いただける方や一緒に活動をしてくださる方を募集してい
ます。詳しくは社会福祉協議会までお問合せください！

　コロナでさまざまな活動が出来な
い中、この活動だけが唯一続いてい
るため、ガス抜きになっています。

　土に触れること、近所の人達と関わる
ことが楽しい。

　学校の芋掘りはコロナで
中止だったので、ここで出
来て嬉しかったです！

　子どもが親から離れ、ボランティ
アさんに見守られて一緒に作業出
来たのを見ていて嬉しかった。

　野菜嫌いだった子どもが、自分
で収穫したものはよく食べていま
す。

　集まって、顔を見て、お
しゃべりして作業すること
が楽しい。

　ボランティア＝奉仕活動だと思ってい
たけれど、気が付いたら自分の中で目に
見えない貯金をしている気分♪

みんなのみんなの

声声

ココロつながる

5

社会福祉法人の方
か ら コ コ つ な 便 
利用者へお渡し・
相談支援



お知らせ広場

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いる

（困っていそうな人がいる）」「こんなものがあったらい
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。

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 おねがい 

専任職員Ⅱ種(パート)　まずはご登録ください。

職員募集

〇 給与は987円～ 1,621円、職種により処遇改善手当等がプラスされます。
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。 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

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

看護師
【業務内容】
● 利用者の健康
　チェック等
【資格】
● 正・准看護師免許

障害者就労
支援施設職員
【業務内容】
● 利用者の支援業務
【資格】
● 不問

勤務開始
までの流れ

現在募集
している

職種

たすけあい たすけあい 講　座

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。
　子育て中のママ・パパは、「ちょっと手が足り
ない」と思う場面が実は多いです。その“ちょ
っと”をサポートできる人（提供会員）になりま
せんか？子育てを応援したい人、募集中です！
※  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> 11/29（火）　13:00～15:00
　　　　  「子どもの健康と安全について」
<２日目> 11/30（水）　13:00～15:30
　　　　  「保育の心構えと子どもへの接し方」
会　場　武里東公民館
申込・問合せ　ファミリー・サポート・センター
　　　　　　　048-755-2324

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

訪問型サービスＡ従事者
養成講座
　春日部市介護予防・日常生活支援総合
事業における「訪問型サービスＡ事業」

（身体介助を伴わない生活援助のサービ
ス）へ従事するための養成講座を開催し
ます。市が指定する団体の従事者として
新たに勤務するためには、養成講座の受
講・登録が必要となります。
日時・内容
<１日目> 12/12（月）　10:00～16:10
<２日目> 12/19（月）　10:00～16:20
会場  あしすと春日部
定員   講座受講後、市内訪問型サービ

スＡ事業所にて就業意欲があり
２日間受講可能な方10名

費用  テキスト代1,430円
申込・問合せ　 12/2（金）までに地域

福祉担当まで

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
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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

←←

利用者募集

●あしすと春日部デイサービスセンター
　　　�明るいスタッフが皆さまに笑顔を提供します！
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

●ゆっく武里デイサービスセンター
　　�　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？

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

地域就職相談会　春日部会場
～地域を支える福祉のお仕事してみませんか？～
　春日部市、久喜市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町
の福祉施設が集まる就職相談会を開催します。
　無資格・未経験で働ける職場もありますので、ぜひご
来場ください。
日　時　12/13（火）　14：00～15：30
場　所　春日部市南1-1-7ふれあいキューブ　多目的ホールA・B
参加費　 無料
問合せ　社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会福祉人材センター
　　　　 048-833-8033（月曜日～金曜日　10：00～

17：00　祝日を除く）
※  新型コロナウイルス感染拡大防止対策を

十分に行なって開催します。
※  詳細は「埼玉県福祉人材センター」のホー

ムページをご覧ください。

【県HP�URL】　https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/
　　　　　　　�chiikihoukatukea/kaigosya-kouhou.html

相談会

●あしすと地域活動支援センター
　　�　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。
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

災害ボランティア
登録者養成講座

ボランティア交流会～ヤングケアラーについて考える～

　災害の復旧・復興には、災害ボランティア
が欠かせない存在となっております。
　いざという時のため、災害ボランティアセ
ンターの一員として、協力してみませんか？

　住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、お互いの理解と地域の支え合いが必要です。
　地域には「ヤングケアラー」と呼ばれる、家族の介護やケア、身の回りの世話を担う18歳未
満の子どもたちがいます。
　一緒にヤングケアラーについて学び、地域で出来ることを考えてみませんか？

日　時　11/19（土）　8:30～13:00
会　場　あしすと春日部　全館
内　容　�イツモ防災講座、実践報告「令和元年東

日本台風による佐野市災害ボランティア
センターの状況について」、災害ボラン
ティアセンター設置運営訓練

対象者　 市内在住の18歳以上の方で、講座終了後、
災害ボランティアセンタースタッフとし
て登録いただける方

定　員　15名（申込順）
申　込　 11/9（水）までに、電話または窓口へ
問合せ　地域福祉担当

日　時　12/11（日）　10：00～12：00
会　場　あしすと春日部　講習室
内　容　講演「知ってほしいヤングケアラー～地域で支えるために～」
講　師　立正大学　社会福祉学部　教授　森田久美子　氏
対象者　地域福祉に関心のある方　　　定　員　80名（申込順）
申込・問合せ　12/６（火）までに、電話または窓口へ
　　　　　　　地域福祉担当

　ケアラーとは、家族などの身近な人に対して、
無償で介護、看護、日常生活上のお世話や援助を
している方です。
　ケアラーが孤立することのない社会を目指し、
県では11月を「ケアラー月間」と定め、集中的
な広報啓発に取り組んでいます。
※詳しくは県ＨＰをご覧ください。

ボランティア掲示板ボランティア掲示板
いっし

ょに活動しませんか？
いっし

ょに活動しませんか？

「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
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「誰かを支える
あなたも支える。」

11月11月はは
ケアラー月間ケアラー月間

です。です。



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 
春日部ライオンズクラブ 10,000 
ダイセーロジスティクス株式会社
春日部ＴＣ・春日部ＤＣ・流山ＨＣ 50,000 
埼玉土建春日部支部庄和南分会 10,000 
春日部商工会議所 104,000 
いきがい大学春日部学園ボランティア13期 5,000 
北社交ダンスクラブ 6,518 
大和建設工業株式会社 300,000 
刃物研 5,676 
熊田常雄 30,000 
春日部市ターゲットバードゴルフ協会 68,000 
ケアプランひなた 10,000 
匿名（８件） 35,666 

物品寄贈（敬称略・順不同）
田尻恵美子 紙おむつ・尿とりパッド10袋
武里公隣防災対策連絡協議会 アルファ米非常用保存食13箱
國井義夫 毛糸55玉
武里団地東地区自治会 アルファ米　50食分×5箱
西島純子 タオル213枚
井上喜代子 布35枚・手作りマスク30枚 

・雑巾30枚

匿名（４件）
米 50㎏・もち米 10㎏・素麺１箱・
フェイスシールド９枚・卓球台・
紙おむつ 4 袋・日用品８点

ココつな便（敬称略・順不同）
春日部西ロータリークラブ（３件）米5㎏×93袋・パイナップル46個
三本木自治会百楽会 じゃがいも40㎏
会田建具センター（３件） サンダル89足

指定管理者庄和商工会
道の駅庄和

カボチャ１箱・じゃがいも１箱・
キュウリ２箱・ナス１箱・モロヘ
イヤ１箱・長ネギ１箱・ピーマン
１袋・えだ豆１袋・オクラ３袋・
にんじん１袋・玉ねぎ１袋

特別養護老人ホーム豊潤館
（４件）

ミニトマト４袋・ナス８袋・キュウ
リ３袋・ゴーヤ２袋・オクラ２袋

リフォームのシンミ 文房具443点
松岡龍也 ナス１袋・キュウリ１袋・えだ豆１袋
戸田雄一 食品13点
小川純一 じゃがいも13㎏
内山厚一 じゃがいも５㎏
藤田茉音 食品11点・飲料１点

匿名(16件)
食品792点・日用品98点・飲料
133点・衛生用品10点・文房具
21点・米10kg・現金1,735円

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６月１日～令和４年９月30日）（令和４年６月１日～令和４年９月30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。

〈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。

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。

※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】
① 令和４年８月大雨災害義援金
　 受付期間：令和４年12月28日（水）まで
② 令和４年台風第15号災害静岡県義援金
　 受付期間：令和４年12月28日（水）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。

免疫力がアップするメニューをご紹介します。おすすめ
レシピ

①�鶏ささみは観音開きにして筋を切り取り、一口
大のそぎ切りにし、片栗粉をまぶしておく。
②�フライパンにごま油を熱し、①を炒める。
③�肉の色がしっかり変わったら手でちぎったレタ
ス、塩昆布を加えてしんなりとするまで炒め、
醤油で味を調える。

寒い冬にも負けない！免疫力アップの簡単ヘルシーメニュー !!
豆腐を足すと栄養価がさらにアップ！

鶏ささみとレタスの塩昆布炒め 1人前
118kcal 　作り方

　材料（4人分）
鶏ささみ�������� 8本
片栗粉��������� 少々
レタス��300ｇ（市販約 1玉）

塩昆布��������� 20g
しょうゆ������ 小さじ 2
ごま油������� 大さじ 2

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。
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