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主な内容
令和４年度共同募金運動報告
埼玉県社会福祉大会、「畑作業で介護いらず！勉強会」
特集　地域包括支援センターにご相談ください
お知らせ広場
寄付・寄贈報告

2
3
４・5
6・7
8

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５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

53No.

「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

地域包括支援センターに地域包括支援センターに
ご相談くださいご相談ください

スマホ教室スマホ教室（八木崎町婦人会）（八木崎町婦人会）

まちかど健康相談まちかど健康相談
（イトーヨーカ堂春日部店）（イトーヨーカ堂春日部店）
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共同募金運動報告共同募金運動報告令和４年度令和４年度
　　　　令和 5 年1月31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 15,050,919 4,440,905 
街頭募金 309,288 0 
学校募金 394,251 0 

職域（カード）募金 401,076 0 
法人募金 1,219,967 77,786 

大口個人募金 220,747 0 
計 17,596,248 4,518,691 

 （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

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

募金協力者・団体募金協力者・団体

　昨年10月１日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 ボーイスカウト春日部第７団カブ隊 （特非）藤の森福祉会

春日部市ふれあい大学校友会 家族葬儀場小さな森の家 

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 藤塚幼稚園

真由美幼稚園 桃園幼稚園 一の割幼稚園 武里幼稚園 ひかり第二幼稚園 うらら保育園

春日部保育園 小島保育園 三愛保育園 あおぞら保育園 緑の森保育園 森のひろば保育園

一の割自然保育園 八木崎保育所 第 9 保育所 認定こども園ふたば 豊春中央保育園 小渕保育園

内牧小学校 桜川小学校 幸松小学校 豊春小学校 緑小学校 上沖小学校

南桜井小学校 立野小学校 正善小学校 武里西小学校 武里南小学校 八木崎小学校

豊春中学校 豊野中学校 春日部南中学校 春日部高等学校 JRC 部 春日部共栄高等学校 春日部女子高等学校

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（株） 東亜道路工業（株）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） 泉工医科工業（株）

（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 （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済生会彩光苑 子供の町 武里まきば園

埼玉りそな銀行春日部西口住宅ローンご相談プラザ 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

武蔵野銀行藤ヶ丘支店 武蔵野銀行春日部支店 武蔵野銀行武里支店 武蔵野銀行庄和支店

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

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

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 春日部小売酒販組合 東武電気商会

春日部市ガールスカウト連絡会 春日部地区保護司会春日部支部 武里団地自治会協議会 春日部税務署

春日部警察署 春日部市佛教会 キッコーマン労働組合野田工場支部 児童発達支援・放課後等デイサービスたけのこ

一の割自然保育園 三愛保育園 小島保育園 すずらん幼稚園

緑の森保育園 ゆうゆう 上原十九三・幸恵 内山晴美

佐藤篤子 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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　令和４年 11 月 2 日（水）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4 年度令和4 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

● 田嶌  襄　● グローバルファミリー　● フレンドリーTBG
● 春日部シニアふれあいPCサークル

● 佐々木 輝夫　● 青柳 孝男　● 木村 　浩
● 石田 慎一　　● 新井 義昭　● 髙橋 一男
● 関根 金次郎　● 伊澤 秀雄

● 山口 　潤
● 金重 一夫

● パネルっこの会
● 春日太鼓

　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たことにより、孤立する方が増
えている状況です。
　そこで、屋外でのつながりづくりのため、社協だより11月号にて畑を提供していただける方を募集したとこ
ろ、畑を所有する方が協力くださることになりました。
　地域の皆さまで、畑作業を通してできることを一緒に考えてみませんか？
　当日は畑を所有する方や、草加市社会福祉協議会から「野菜で子どもを育て隊」についてZoomでお話いた
だいた後、今後の進め方について、参加者の皆さまでグループワークを行います。

日　時　令和５年３月22日（水）13:30〜15:30
場　所　あしすと春日部 ３階　研修室
対　象　市内在住で畑作業を通したつながりづくりに興味のある方
定　員　15名（申込順）
申込・問合せ　地域福祉担当または右記QRコードより

赤い羽根共同募金は、赤い羽根共同募金は、
社協のさまざまな事業に社協のさまざまな事業に

役立てられています。役立てられています。
● 市内福祉団体への活動支援　　　　　● 支部社協への活動支援　　　● ボランティアグループへの活動支援
● ボランティア交流会　　　　　　　　● 福祉機器の貸出　　　　　　● 紙おむつ配付事業
● 災害ボランティアセンター整備事業　● 障がい児ふれあいバス旅行　● ひとり親家庭バス旅行
● かすかべココつな便　　　　　　　　● 歳末援護金配付事業　　　　● ひとり親家庭受験生応援事業　など

この他、市内にある民間の福祉施設への配分やこの他、市内にある民間の福祉施設への配分や
被災者支援等に役立てられています。被災者支援等に役立てられています。

「畑作業で介護いらず！
勉強会」



第 1 地域

　　包括支援センター

所 在 地　中央 2-24-1 

　　　　　あしすと春日部

　　　　　春日部市社会福祉協議会内

T　E　L　０４８－７５４－３７７５

担当地区　粕壁・粕壁１～４丁目

　　　　　 中央１～８丁目

　　　　　浜川戸１～２丁目

　　　　　粕壁東１～６丁目

　　　　　南１～３丁目

営 業 日　月曜日〜金曜日（祝日を除く）

営業時間　午前８時30分〜午後５時15分

第 2 地域
　　包括支援センター

所 在 地　内牧 2072 清寿園内T　E　L　０４８－７５３－２０２０担当地区　梅田・梅田１～３丁目　　　　　 梅田本町１～２丁目・内牧　　　　　南栄町・栄町１～３丁目　　　　　八丁目・小渕・不動院野　　　　　樋籠・樋堀営 業 日　月曜日〜土曜日営業時間　午前８時30分〜午後５時30分

第４地域
　　包括支援センター

所 在 地　上大増新田 109-2 
　　　　　春日部勝彩園内
T　E　L　０４８－７３８－５７６４
担当地区　 備後西１～５丁目・武里中野
　　　　　薄谷・大場・増田新田
　　　　　谷原新田・上大増新田
　　　　　下大増新田・谷原１～３丁目
　　　　　大沼１～７丁目
営 業 日　月曜日〜金曜日
営業時間　午前９時〜午後６時

地域包括支援センターにご相談ください地域包括支援センターにご相談ください特 集特 集

介護保険の
手続きは

どうしたらいいの？
最近物忘れが

気になる

第３地域
　　包括支援センター所 在 地　花積 267-7 豊潤館内 T　E　L　０４８－７５３－１１３６担当地区　 八木崎町　　　　　西八木崎１～３丁目・ 増富　　　　　増戸・下蛭田・花積　　　　　道口蛭田・上蛭田・道順川戸　　　　　南中曽根・新方袋　　　　　豊町１～６丁目営 業 日　月曜日〜土曜日（祝日を除く）営業時間　午前９時〜午後５時

第 6 地域
　　包括支援センター

所 在 地　大枝 89 武里団地 3-23-101 T　E　L　０４８－７３８－００２１担当地区　 備後東 5 ～ 8 丁目　　　　　武里団地 1 ～ 9 街区　　　　　大枝（武里団地以外）・大畑　　　　　千間１丁目営 業 日　月曜日〜土曜日（祝日を除く）営業時間　午前９時〜午後５時　　　　　（土曜日のみ午前９時〜正午）

第５地域

　　包括支援センター

所 在 地　一ノ割 948-1 フラワーヒル内

T　E　L　０４８－７３４－７６３１

担当地区　 緑町１～６丁目

　　　　　南４～５丁目　

　　　　　備後東１～４丁目

　　　　　一ノ割・一ノ割１～４丁目

営 業 日　月曜日〜日曜日

営業時間　午前９時〜午後６時

　あしすと春日部 1階エントランスに福祉機器
を展示しています。また、福祉関係を中心とす
る各種事業所のパンフレットが置いてあります
のでご利用ください。

※展示品の貸出しや販売は行っていません。

福祉機器展示場福祉機器展示場

第１地域包括支援センター第１地域包括支援センター
あしすと内あしすと内

地域包括支援センターの

主な役割

第８地域

　　包括支援センター

所 在 地　米崎 389 しょうぶ苑内

T　E　L　０４８－７４６－５１９０

担当地区　 飯沼・米崎・米島・東中野・新宿新田

　　　　　上金崎・金崎・木崎・西金野井・大衾

　　　　　神間・榎・立野・椚・小平・下吉妻

　　　　　上吉妻・西宝珠花・西親野井・塚崎

　　　　　倉常・芦橋

営 業 日　月曜日〜金曜日（祝日を除く）

営業時間　午前９時〜午後５時

介護保険・各種福祉
サービスに関する相談
成年後見制度の案内や
虐待防止に関する相談
高齢者を地域で支える
ネットワークづくりの推進
認知症の高齢者や家族を
支える支援

※ 生活支援コーディネーター
　地域の皆さまと一緒に支え合い活動を広める
推進役です。
　地域活動が広がるように地域の皆さまと専門
職、法人、企業などをつなぎ、ネットワークづ
くりを進めます。

　このほか、第２層生活支援
コーディネーター（※）として、
地域の困りごとについて、皆
さまと支え合い活動を考えて
いきます。

介護の
相談は誰に

したらいいの

第７地域
　　包括支援センター

所 在 地　 藤塚 2622-2 
　　　　　ロイヤルケアセンター内
T　E　L　０４８－７３３－７７７１
担当地区　 牛島・新川・赤沼・銚子口
　　　　　藤塚・六軒町・本田町１～２丁目
　　　　　水角・赤崎・永沼
　　　　　豊野町１～３丁目・下柳・上柳
営 業 日　月曜日〜土曜日（祝日を除く）
営業時間　午前９時〜午後５時30分

4 5

　高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を営むために、高齢者の生活を総合的に支援していくための拠点として市内
８生活圏域に「地域包括支援センター」が設置されています。各センターに保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャー
等の専門職が配置され、介護予防事業の実施や高齢者とその家族に対する総合的な相談等の支援を行っています。



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

お知らせ広場

専任職員Ⅱ種(パート)
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。

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
支援施設職員

【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

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。

おねがい

ふれあい・いきいきサロン研修
　ご近所付き合いが少なくなってきている今、地域の
皆さまが気軽に集い、交流出来る場が求められていま
す。これからサロンを立ち上げたい方はもちろん、す
でに活動している方も、より良い活動のために是非ご
参加ください！ 
日時　３/16 日（木）13:30 ～ 15:00
会場　あしすと春日部講習室
内容　�「地域活動に参加していない人を誘い出す方法」
　　　「With コロナのつながりづくり」
定員　70 名（申込順・既存団体は各団体２名まで）
申込　３/10（金）までに電話または窓口へ
問合せ　地域福祉担当

講　座

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。
　※ 電気代の負担はありません。
　※ 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
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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

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！

●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。

　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５年
３月31日（金）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５年４月１日～令和６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

ボランティア活動保険の更新を忘れずに！

　身近な家族の介護・ケア・身の回りの世話などを日常的に担う子どもがいま
す。相談相手もなく孤立している場合があります。その困難さを理解し、困り
ごとの相談を受け、居場所づくりをするためには何が必要なのか一緒に考えま
せんか？ ぜひ、皆さまの参加をお待ちしています。
日　時　４/21（金）10:30～12:00　※ 予約不要
場　所　牛島ボランティアセンター
内　容　 ヤングケアラーの居場所づくり、本人及び家族を視野に入れた困り事

等への相談の場づくり
問合せ　金子鉄男（080-6720-0211）

交流サロンでヤングケアラー
について一緒に考えませんか？

● 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？

「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

地域デビュー体験会を
開催します！

　幅広い世代の方にボランティアへの意識・関心
を持ってもらい、地域活動へ参加していただくこ
とを目的に、地域で福祉活動を行っているボラン
ティア団体の紹介や活動体験を行います！
　どなたでも参加できますので、お気軽にお越し
ください♪
日　時　３/29（水）14:00～16:00
内　容　 癒しのボディケア（セラピューティック・ケア）、消費者被害防止に

役立つクイズ（春日部188の会）、科学教室（おもしろ彩エンスクラ
ブ）、ボランティア相談・地域デビュー相談

会　場　ララガーデン春日部　１階ステージ前
参加費　無料
問合せ　地域福祉担当

※ 写真は平成30年開催時

ボランティアボランティア
掲  示  板掲  示  板

いっしょに
活動しませんか？

専任職員Ⅰ種募集
業務内容　 ファミリー・サポート・セン

ター事業関連業務 その他地域
福祉事業

※  詳細は HP 又はお問い合わせください。
問合せ　地域福祉担当

職員募集
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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 
明治安田生命保険相互会社　越谷支社 19,000 

「われ弱ければ-矢島楫子伝」を観る会 10,000 
ケアプランひなた 10,000 
いきがい大学春日部連絡協議会 4,855 
米島第一区自治会 6,300 
G-CANS 216,029 
ふれあい大学25期会 9,293 
丘の上チャリティ茶会 10,000 
ダイセーロジスティクス㈱春日部HC 30,000 
埼玉みずほ農業協同組合共済友の会 10,000 
豊春舞踊同好会 100,000 
藤味会 7,029 
春日部市建築十日会 50,000 
埼玉土建一般労働組合春日部支部 32,000 
春日部豊野簡易郵便局 10,000 
安達 隆 10,000 
刃物研 5,841 
匿名（13件） 59,654 

物品寄贈（敬称略・順不同）
小川 優（２件） 米600㎏
藤田桃々子 文房具７点
オルタナティヴ株式会社 食品200点
小保方 敏美 柿７㎏
いきがい大学春日部連絡協議会 切手122枚
埼玉みずほ農業協同組合 米100㎏
便利屋はーと24 日用品45点・タオル10点
G-CANS タオルセット８点
春日部市ガールスカウト連絡会 雑巾120枚・ふきん46枚
満留 健二 紙おむつ４袋
佐藤 大介 アルコール消毒液320本

安達 隆 タオル30枚・雑巾６枚・バスタオ
ル２枚

匿名（８件）
洗剤７個・紙おむつ21袋・布７袋・
玄米30㎏・歩行器１台・タオル112
枚・日用品32点

ココつな便（敬称略・順不同）
鈴木 浩子 50,000円
春日部西ロータリークラブ（４件）米５㎏×189袋
藤田 茉音（２件） 衛生用品６点・食品８点
藤田 千絵（２件） 日用品18点・食品３点

指定管理者庄和商工会　
道の駅庄和（２件）

柿30㎏・オクラ１㎏・さつまいも
６㎏・ナス５㎏・じゃがいも34
㎏・里芋850ｇ・うり47個・かぼち
ゃ２個・さつまいも１箱

リフォームのシンミ パックご飯31個
田﨑 雅也 米30㎏
染谷 淑子 さといも2.8㎏・さつまいも10.25㎏

特別養護老人ホーム豊潤館（２件）さつまいも10.1㎏・かぶ1.5㎏・か
き菜450ｇ

立沼町会 菓子140個
大塚 浩司 米10㎏

更生保護女性会 雑巾30枚・コップ入れ２枚・体操
着入れ１枚

熊田 常雄 みかん１箱・紙おむつ３袋・ケア
シーツ１袋

(株)エス・ディ・エス のし餅48枚

匿名(34件)
食品954点・日用品51点・飲料44
点・衛生用品17点・文房具292
点・500,000円

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４年10月1日～令和５年1月31日）（令和４年10月1日～令和５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

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】
　令和４年８月３日からの大雨災害義援金
　受付期間：令和５年３月31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。

簡単ヘルシーメニューをご紹介します。おすすめ
レシピ

①  春雨はぬるま湯につけて戻し、ザク切りにする。
②  小松菜は４㎝の長さのザク切りにする。
③  フライパンにごま油を入れ、お好み量の赤唐辛子も入れ、

火を点ける。焦がさないようにサッと炒めたらひき肉を入
れ、火の通ったところで小松菜も入れて炒め合わせる。

④  鶏ガラスープと調味料を加えて煮立て、春雨を入れて混ぜ
ながら汁気を吸わせる。春雨に火が通り、うまみの汁を吸
ったら完成です。

※  ご飯がすすむしっかりとした味のため、唐辛子や醤油は加
減して入れてください。

小松菜に含まれているカルシウムの
含有量は、野菜の中でトップクラス！　

栄養価が高い旬の食材を食べて、健康になろう！！

　作り方

ごま油…………………大さじ 2
鶏ガラスープ…200ml（1カップ）
醤油……………………大さじ 2
酒………………………大さじ 2 

豚 ひ き肉…………………120g
春 雨 ………………………150g
小松菜…200g（1 袋）４㎝ザク切り
赤唐辛子………2 本　小口切り

　材料（4人分）

1人前
252kcal

小松菜とひき肉のうまうま春雨炒め煮

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。
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