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　新型コロナウイルスの感染予防に伴い、市内においてもマスク
不足が続いている中、ボランティアの皆さんが、マスク600 枚以
上を手作りし、寄付してくれました。はじめは、数人から始まったマ
スク作り。口コミが広がって30 名程の仲間が増え、毎日コツコツ
と心を込めて仕上げてくれました。この活動は、自粛生活をして
いるボランティアさん達の生きがい、楽しみにも繋がっているとの
こと。お預かりしたマスクは、子ども達やお年寄りが利用する施
設にお届け。マスクの材料には、本会に寄せられた福祉の寄付を
活用。一枚一枚に皆さんの真心がたくさん詰まっています。

令和２年度事業計画及び収入支出予算 …………… P2

この指と〜まれ （福祉のお知らせ）………… P2 〜 P5

まごころの橋渡し 〜善意銀行報告〜 ……………… P6

ボランティアコーナー ……………………………… P7

美野里ともいきプラザ営業中 ……………………… P8

手作りマスク
募集しています !!
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◆支出の部・総額　490,507,000円

◆収入の部・総額　490,507,000円

141,000

11,089,000

154,754,000 119,693,000 92,974,0001,120,000574,000 19,481,000
公益事業

101,770,000

43,757,0001,120,000 106,159,000 108,852,000
障がい福祉収入

84,987,000 30,129,000104,414,000
受託金

令和２年度 　事  業  計  画

令和２年度 　収 入 支 出 予 算

①小地域での見守りあい・支え合い活動の推進
②ボランティア・市民活動の活性化
③地域・学校での福祉学習の推進
④住み慣れた場所で暮らし続けるためのサービスの推進
⑤自然災害へ備えて～災害ボランティアセンターの運営訓練～

重点目標

新コーナー こんにちは！福祉員です！！
Vol１　～福祉員の必要性「地域のアンテナ役」～

　2025 年問題をご存じですか？ 2025 年問題とは、団塊の世代が 75歳以上の後期高齢者となり、医療や介護な
どの社会保障費の増大が懸念される問題です。2025 年には、国民の 4人に 1人が 75歳以上という、超高齢社
会に突入します。単身世帯や高齢者のみの世帯も増えることが予想されて
います。
　このような背景から、孤立死や虐待といった問題も起こってきています。
また、身近な問題として、ゴミ出しや買い物などもできなくなっている方
も増えてきています。
　そこで、身近な地域での見守り活動を行いながら関係機関と連携して、
地域で困っている人、ちょっと気になる人を早く発見し対応する方、すな
わち地域のアンテナ役の方が必要になってきます。
　その必要な役割をしていただく方が『福祉員』です。

　次回は、「Vol ２　〜福祉員の役割〜」を掲載します (^^)/
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お買い物バスツアー （生きがい外出サポート事業）　　
～来て・観て・食べて・健康づくり～

　買い物ツアーは日頃、買い物に不便を感じているご高齢の方々がご利用いただけます。参加者同士の交流や閉じこもり
防止、介護予防や認知症予防のため毎月地域ごとに食料品や生活用品の買い物に出かけています。

昼 食 代 1,000 円

対 象 者 外出可能な市内在住の高齢者等

募集人員 20 名

お 問 い 合 わ せ
お 申 し 込 み

本所（玉里）
小川支所
美野里支所

☎ 37-1551
☎ 58-5102
☎ 36-7330

このツアーでココロはずむ楽しいお買い物をしてみませんか?

6 月
開催日 6/11（木） 6/18（木） 6/25（木）

電話予約 6/1㈪午前9時～ 6/8㈪午前9時～ 6/15㈪午前9時～

地　区 玉里 小川 美野里

7 月
開催日 7/2（木） 7/9（木） 7/16（木）

電話予約 6/22㈪午前9時～ 6/29㈪午前9時～ 7/6㈪午前9時～

地　区 玉里 小川 美野里

　市民の皆さまの心配ごとに対し、心配ごと相談所を開設しています。秘密厳守で、問題解決のためのお力添えをいたします。

相談内容 相 談 日

相 談 料

一般相談／☆法律相談
☆法律相談は、事前予約制です。
無　料

原則水曜日　午後 1 時 30 分〜 4 時 30 分

☆印…法律相談

お問い合わせ
予 約・ 相 談

本所（玉里）
小川支所
美野里支所

☎ 37-1551（玉里保健福祉センター内）
☎ 58-5102（小川保健相談センター内）
☎ 36-7330（四季健康館内）

※予約は相談場所以外の本支所でも承ります。

6月
3 日 17 日☆ 24 日☆

玉里（本所） 小川支所 美野里支所

7月
1日 8 日☆ 22 日☆

美野里支所 玉里（本所） 小川支所

　

90歳になったらサロンドへ サロン・ド・おがわたまり
サロン・ド・みのり　　

場　　所　四季健康館
開催時間　午前11時〜午後１時
参 加 費　300 円

〈運営協力〉　サンヘルともいき・食生活改善推進協議会・
　　　　　　市老ク連女性委員会  美野里支部・
　　　　　　美野里生活学校・送迎ボランティア・
　　　　　　個人ボランティア

　市内在住で外出可能な 90 歳以上の高齢者の方々に、月１回お昼をはさんでおしゃべりやアトラクションを
楽しんでいただいています。参加してみたい方は、お問い合わせください。

サロン・ド・おがわたまり年間予定 サロン・ド・みのり年間予定

新型コロナウイルスの感染状況により中止する場合があります。開催状況は電話予約日にお問い合わせください。

新型コロナウイルスの感染状況により中止する場合があります。詳細はお問い合わせください。

※６月８日（月）
は中止となり
ました。

※６月８日（月）
は中止となり
ました。

６月 ８日（月） ７月13日（月） ８月 ３日（月）
９月 ７日（月） 10月12日（月） 11月30日（月）
12月21日（月） １月18日（月） ２月 ８日（月）
３月 ８日（月）

美野里支所 ☎36-7330お問い合わせ
お申し込み本所（小川・玉里） ☎37-1551お問い合わせ

お申し込み

場　　所　玉里保健福祉センター
開催時間　午前11時〜午後１時
参 加 費　300 円

〈運営協力〉　つくしんぼ・食生活改善推進協議会・
　　　　　　送迎ボランティア

６月 ８日（月） ７月 ６日（月） ８月 ３日（月）
９月 ７日（月） 10月 ５日（月） 11月 ２日（月）
12月14日（月） １月18日（月） ２月 ８日（月）
３月 ８日（月）
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地域づくり

人づくり

生活支援体制整備事業（いい輪ネットおみたま）

　高齢者が孤立することなく、生きがいや役
割を持って、自分らしく暮らし続けられるよ
う、様々な介護予防・社会参加の機会がある。

　高齢者が、自分でできることは自分で行い住民同士で
助け合いながら住み慣れた地域で暮らし続けられるよう
に、多様な主体による重層的な生活支援の機会がある。

《支え合いづくり》
★元気な高齢者等の参加
★地域の企業・NPO の協力
★地域包括支援センター等
　との連携
★若い世代の参加
★住民一人ひとりの関心

《生活の困りごと》
★足腰が弱ってきて、掃除を自分

ですることが難しい
★スーパーが遠く、重いものを持

てず買い物に行くことが難しい
　など

⇒将来の住みよいまちづくり
　のため知恵と力を合わせます。

⇒今後、このような困りごと
　が増える可能性が…

〈生活支援体制整備事業の目的〉
　住民一人ひとりが自分にできることを大切にしながら暮らし続けるために専門家だけでなく多様な主体が連
携・協力し“いい輪”が広がる地域づくりを行っています。

支え上手・支えられ上手を増やします

つながりづくり

地域の皆さんと一緒に解決方法を考えます

高齢者の社会参加による介護予防へ

〈生活支援コーディネーターの活動内容〉
　一人暮らしや夫婦のみの高齢者世帯が増えている中、「住み慣れた地域で安心して暮らすことができる」よ
うに地域の支え合いについての話し合いが始まっています。
　小美玉市でも簡単な生活支援（ゴミ出し、電球の交換、見守り活動）や通いの場（ふれあい・いきいきサロ
ン）など、地域住民同士で助け合える仕組みが広がっています。
　生活支援コーディネーターは住民の方と一緒に地域の支え合いを広げる活動を行っています。

住み慣れた地域で暮らし続けることが
できるように支え合いの地域づくりを
サポートします。

地域の皆さんの活動や困りごとを
お知らせください。

紹介

地域にあるサービスやキラッと光る活動などを把握したり周知します みる・広める

つなげる元気な高齢者やボランティア活動をやってみたい方などへ活動を紹介します

聞く・知る地域の困りごとや「あったらいいね」という生活支援ニーズを把握していきます

つなげる地域のニーズとサービス、地域の福祉活動をマッチングします

つなげる関係者のネットワークづくりを行います

感染リスクを避けつつできるフレイル（虚弱）予防　おうちでかいごの知恵袋教室

小美玉市社会福祉協議会 検索扌社協だより　第 74号
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今回ご紹介するサロンはこちら！

吹き矢・輪投げサロン

※新型コロナウイルス感染予防のため、
　開催日時を、変更しているサロンがあります。

サロンの効果
☆楽しさ、社会参加、孤独感
　をなくす
☆閉じこもりの予防
☆無理なく体を動かせる
☆身近な地域で楽しくボラン
　ティア活動
☆地域の福祉力向上

　吹き矢・輪投げを通して脳を活性化することで、認知症の予防や
症状の進行を遅らせる効果が期待できます。無理なく体を動かした
り、みんなで楽しい時間を共有することで日々の生活に刺激を与え、
心を明るくする効果もあります。興味のある方はお気軽にいらして
ください。
日　時　毎月第 1・３木曜日　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
場　所　玉里保健福祉センター　　　参加費　無料　　　連絡先　清水　英子　☎ 090-2156-3572

横町サロン
　地区サロンでスタートして４年目になりました。
幅広い年齢層で活動しています。参加している皆
さんからの希望を沢山取り入れ、外出や食事会を
中心に、体操、物作りなどで、毎月が和気あいあ
いと楽しい時間になるよう過ごしてます。
日　時　基本毎月第２火曜日　午前 10 時～ 11 時 30 分
場　所　横町公民館　　　参加費　100 円／回　　　連絡先　久田　敦子　☎ 58-7112

お問い合わせ
本所（小川・玉里）
美野里支所

☎37-1551
☎36-7330

お問い合わせ 小美玉市老人クラブ連合会事務局（小美玉市社会福祉協議会） ☎37-1551

気軽に集える地域の居場所「ふれあい・いきいきサロン」

通いの場がお休みの時にするといいこと 
新型コロナウイルス感染予防のために、サロンが中止になって人とお話
をしなくなったり、運動不足になっていませんか？
そんな時はこのようなことをやってみてはいかがでしょうか？ 

・ 家族や友達と電話で会話をする
・ 家の中で運動をする 
・ 裁縫や庭の手入れなどをする 
・ まちがい探しやクロスワード、塗り絵等をする 

ご希望があれば体操や脳トレ等のプリントをお届けします。
お気軽にご連絡ください。

小美玉市老人クラブ会員募集!!

活動内容　・市内美化清掃
　　　　　・スポーツ大会　（輪投げ、グラウンドゴルフ、吹き矢等）
　　　　　・盆栽　　・合唱　　・研修会などなど
対　　象　市内在住で 60 歳以上の方（各単位クラブにおいて対象年齢

が異なる場合がございます）
　　　　　入会申し込み・お問い合わせは、各地域の老人クラブか、

小美玉市老人クラブ連合会事務局まで

　小美玉市が元気を持ち続けていくためには、シニアの皆さんが元気に活躍していただくことが必要です！！
　老人クラブは、シニアの皆さんが、街のため、地域のため、仲間のため、そして何より自分自身のためにス
ポーツや文化活動などしていただくライフステージです。
　各地区単位クラブ・小川玉里支部・美野里支部それぞれの地域によって活動していて、連合体としての活動
も行っています。

小美玉市社会福祉協議会 検索扌 社協だより　第 74号
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善意銀行報告
　善意銀行事業は、善意をもって寄せられる金品及び技能の預託並びにその「橋渡し」を行うことで、福祉事業やボランティア活動
等の振興を図ることを目的としています。
　寄付金品は、皆さまからのお気持ちに沿って活用させていただいおります。ご協力ありがとうございました。 ★印　写真あり

まごころの橋渡し

　　　　

●合計3件　155,334円
　戸大建設工業㈱ 50,000円
　小塙東組膳腕組合 92,334円
　三島　昌晴 10,000円
　匿名　1件 3,000円

寄 付 金

●アルミ缶
　三笠産業㈱
　田口　君子
　仲田宿区
　中根老人会　　　　　　2回
　橋向老人クラブ
　藤本　芳正
　倉数火の吠地区
　長谷川　和子
　田中　利光
　㈲大形屋商店　　　　　2回
　小美玉市役所玉里総合支所　3回
　小美玉市生涯学習センター
　　コスモス　　　　　　2回
　東平老人会
　東平女性会
　菅谷　昭次
　前原区　　　　　　　　4回
　川戸老人会
　長谷川　恵喜　　　　　2回
　小仁所　美江
　赤津書店
　小美玉市小川公民館　　2回
　修善院　　　　　　　　2回
　猪野　泰司
　植田　仲子
　小美玉市老人クラブ連合会
　　女性委員会　　　　　2回
　㈱石崎製作所　　　　　2回
　橋本旅館
　飯田　勝夫
　狩谷　等
　駅前ゆーわ
　羽木上老人会
　津田瓦店
　㈱柳川採種研究会
　西郷地ミセス5
　中田宿
　匿名　　　　　　　　　2件
●切手（未使用、使用済み）
　やまぐち医院
　戸塚　晃一
　昭和鶏卵㈱
　偵察航空隊
　折笠　玲子
　話し方教室　大貫春恵
　フォルム㈱
　㈱内田化工　　　　　　2回
　㈱柳川採種研究会　　　2回
　JA新ひたち野農機センター
　　玉里営業所
　修善院　　　　　　　　2回
　㈱小路新聞
　JA新ひたち野　美野里支店
　美野里ライオンズクラブ
　小美玉市小川公民館
●古紙
　小美玉市役所小川総合支所　2回
　藤本　静江　　　　　　2回
　佐川　文子
　手話サークル　ストケシア

寄 付 物 品

　橋向老人クラブ　　　　2回
　中根老人会　　　　　　2回
　近藤　隆
　小川南病院　　　　　　9回
　恵泉キリスト教会
　　小美玉チャペル　　　3回
　小美玉市役所玉里総合支所　3回
　小美玉市生涯学習センター
　　コスモス　　　　　　2回
　納場保育園　　　　　　2回
　ミーム保育園　　　　　2回
　JA新ひたち野　美野里支店  2回
　JA新ひたち野
　　美野里農機センター　2回
　㈱柳川採種研究会　　　2回
　長谷川　恵喜　　　　　2回
　JA新ひたち野農機センター
　　玉里営業所　　　　　2回
　小仁所　美江　　　　　2回
　赤津書店　　　　　　　2回
　小美玉市小川図書館　　2回
　修善院　　　　　　　　2回
　小美玉市老人クラブ連合会
　　女性委員会　　　　　2回
　菅谷　昭次
　羽木上老人会
　お茶飲み会
　小美玉市小川公民館
　匿名　　　　　　　　　1件
●ペットボトルキャップ
　ルンビニー学園幼稚園
　さくら保育園
　たまりメリーホーム
　やまぐち医院
　三笠産業㈱
　パールショップともえ石岡店
　戸塚　晃一
　ハートフルハンド　玉里
　中村　仁樹
　千葉　歩美
　飯野　のぶ江
　昭和鶏卵㈱
　下吉影南原区
　下吉影古新田区
　すずらん保育園…★
　小美玉市立野田小学校
　久保
　おはなしの会　夢ぽけっと
　矢口　怜汰
　堀米　あき
　堀米　せつ子
　ひばり保育園…★
　川崎　たま子
　小美玉市役所小川総合支所
　藤本　葵・彩希
　石井　清文　　　　　　2回
　フォルム㈱
　手話サークル　ストケシア
　話し方教室　大貫　春恵
　稲川　次男
　話し方教室
　田中　利光
　江戸笑遊会　　　　　　2回
　恵泉キリスト教会
　　小美玉チャペル　　　2回
　酒井　理志
　駅前　長谷川　英男
　小美玉市母子寡婦福祉会

　セブンイレブン茨城町小幡店
　㈲大形屋商店　　　　　2回
　江戸住宅いきいきクラブ「燦々」
　納場保育園　　　　　　2回
　ミーム保育園
　東平老人会
　東平女性会
　菅谷　昭次　　　　　　2回
　長谷川　みち子
　理容かとうぎ
　川戸老人会
　川俣　小夜
　JA新ひたち野農機センター
　　玉里営業所
　山崎　誠也、千愛
　修善院
　立木けんた・ゆうた
　猪野　泰司
　植田　仲子
　優建社
　小美玉市老人クラブ連合会
　　女性委員会　　　　　2回
　㈱石崎製作所　　　　　2回
　希望ヶ丘サロン
　小美玉市役所玉里総合支所
　　　　　　　　　　　　2回
　小美玉市立竹原小学校
　　子どもプラン
　十二所体操クラブ
　川島　とし江
　小川南病院
　小美玉市四季文化館みの〜れ
　JA新ひたち野　美野里支店
　小倉　孝芳
　駅前ゆーわ
　羽木上老人会
　津田瓦店
　お茶飲み会
　㈱柳川採種研究会
　西郷地ミセス5
　修善院
　前野　眞悟
　㈲鬼澤商事
　美野里ライオンズクラブ
　小美玉市小川公民館
　池上　陽太郎
　池上　空太
　匿名　　　　　　　　　5件
●アルミプルトップ
　たまりメリーホーム
　堀米　せつ子
　ミニバンド日本の歌
　立木けんた・ゆうた
　希望ヶ丘サロン
　石井　亨
　㈲鬼澤商事
●テレフォンカード等（未使用、使用済み）
　セブンイレブン茨城町小幡店
●葉書（未使用、書き損じ）
　話し方教室　大貫　春恵
●ベルマーク
　酒井　理志
●衣類
　小松﨑　由美子
　偵察航空隊
　河口　富美子
　岡島　禮子　　　　　　2回
　匿名　　　　　　　　　2件

●ポータブルトイレ、衣類ラック、
布団シーツ，食器，タオル

　小松﨑　由美子　　　　4回
●手作りマスク
　マスクボランティア
　後藤　正子　　　　　　3回
　小美玉市女性会玉里支部
　荻原　玉子
　三上　好江
　中根　良子・重藤　栄子
　安達建具㈱…★　　　　3回
　美野里ライオンズクラブ
●菓子
　パールショップともえ石岡店
●未使用タオル
　常陽ボランティア倶楽部
●手作りマスク材料
　荻原　玉子
　匿名　　　　　　　　　1件
●スクールバッグ
　後藤　正子
●たけのこ
　石井　久
●マスク
　話し方教室　大貫　春恵
　池田　よね子
●さらし・てぬぐい
　話し方教室
●牛乳パック
　四季の杜保育園
●紙おむつ、マッサージチェア、

座布団、ポータブルトイレ、米、
マスク材料、野菜・食料品、チャ
イルドシート

　各匿名

（順不同、敬称略）
令和２年３月１日から令和２年４月30日までに善意の金品をお寄せいただいた方々をご紹介いたします。

ひばり保育園様

すずらん保育園様

安達建具㈱様

小美玉市社会福祉協議会 検索扌社協だより　第 74号
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ボランティアに関する
お 問 い 合 わ せ
本所（小川・玉里）
美野里支所

☎37-1551
☎36-7330ボランティアコーナー

家でもできるボランティア
　できる人ができることを！

手作りマスク募集

ボランティア活動保険
「新型コロナウィルス感染症」に関するお知らせ

絵手紙で応援

本所（玉里）　☎37-1551
本所（玉里）・小川支所・美野里支所

お問い合わせ
受 付

　新型コロナウイルス感染予防のため、
マスクが不足している中、地域の皆さま
の力をお借りして手作りマスクを募集し
ています。
　材料のみの寄付でも
助かります。
　ぜひ、ご協力をお願
いします。

（6月30日（火）締切）

【ボランティア活動保険の補償の範囲】
　「ボランティア活動保険」では、「新型コロナウィルス感染症」は

補償されません。
　・ボランティアご自身の食中毒 (O-157) や、「特定感染症」は、

補償となります。
　・「特定感染症」とは、国で決められている第 1 類〜第 3 類のも

のが対象です。
　・「新型コロナウィルス」は、これに該当しない為、「ボランティ

ア活動保険」では、補償されません。

　読み聞かせボランティア「話し方教室」
の皆さんが、新型コロナウィルス感染予防
のために、本会ホームページを通して、お
出かけできない子どもたちへ紙芝居や絵本
の読み聞かせ等を期間限定で動画でお届け
してくれました。

　新型コロナウイルス感染症が拡大する中、閉じこもりがちになっ
ているお年寄りや、病院などで頑張ってくれている方、私たちの生
活のために働いてくれている方などへ、メッセージを書いて元気を
届けてみませんか。

　新型コロナウイルスが流行り、
閉じこもりがちになっている皆さ
んや医療従事者の皆さんが、少し
でも元気にな
りますように
と絵手紙同好
会の久保田紀
子様から素敵
な絵手紙が届
きました。

新型コロナウイルス感染予防で
おうちにいる子ども達へ

読み聞かせ動画をお届け

大人用・子ども用　1枚からでもＯＫ

《お願い》
＊作成時は衛生面に配慮をお願いします。
＊未使用の材料で作成をお願いします。
（数に限りはありますが、本会において
用意することも可能ですので、事前に
ご連絡ください）

＊作り方は自由です。
  型紙や作り方は、本会にもございます
  HPからもダウンロードできます( )

おうちでボランティア～今私たちに出来ること～

皆さんからのメッセージ募集！

対 象 者　小学生から一般の方までどなたでも
作品のきまり　はがき又は、はがきサイズの厚紙に絵とメッセージをかく
応募方法　作品の裏面（宛先面）に、住所、氏名、ふりがな、学年（年齢）

を記入し、郵送又は直接お持ちください。
　　　　　※6月30日（火）締切（※状況によって、延長する場合もあります）
受付場所　本所（玉里）・小川支所・美野里支所

山
田
た
ろ
う

応募者には、参加賞
プレゼント☆
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簡単でおいしくて免疫力まで上げる期待大のお料理を紹介します♪
（このメニューは、美野里地区の配食サービスのお弁当のおかずにも入ります‼）

美野里ともいきプラザ ☎ 28-7721（担当：長谷川）お問い合わせ

☎28-7721

～あなたも、おみたまの福祉を支える一員に～

世帯会員会費 年額  1,000円
個人会員会費 年額  1,000円以上
法人団体会員会費 年額  10,000円以上

お問い合わせ
本所（玉里）
小川支所
美野里支所

☎ 37-1551
☎ 58-5102
☎ 36-7330

年間を通じて募集しております。
ご理解とご協力をお願いいたします。

年会費　☆福祉のまちづくりのための財源となる定額の協力金です。
会員になっていただくことで、小美玉市の福祉を支え、活動に参加することにつながります。

✿ランチ＆カフェ木もれ陽から皆さまへ ････ お料理案内✿

オレンジカフェ通信
開催日　６月 11 日（木）、７月８日（水）
時　間　午後 2 時〜４時（出入り自由）
場　所　美野里ともいきプラザ
　　　　　ランチ＆カフェ木もれ陽

認知症の人とその家族のためのカフェです。専門職が常駐しております
ので、認知症について知りたい方、相談したい方の参加も歓迎します。
　＊毎月１回開催しています。

強化月間

免疫力をあげてコロナに負けるな‼

◎えのきとスナップえんどうの桜エビ煮
材　　料：えのき　　　　　　　  ２袋

（４人分）　スナップえんどう　  １０個
　　　　　桜エビ（乾燥）　　大さじ２
　　　　　だし汁　　　　　　 400ＣＣ
　　　　　薄口しょうゆ　　小さじ 2.5

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、状況に応じて
中止となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

作
り
方

栄
養
ポ
イ
ン
ト

１　えのきは根元を除き、長さを半分にする
２　スナップえんどうはスジを取り、半分にする
３　鍋にだし汁を煮立たせ、１と２を入れ、桜エビ

を加え、中火で３分ほど煮る
４　薄口しょうゆを加え､ 最後にひと煮立ちさせ、

火をとめ味をなじませれば出来上がり♪

・スナップえんどうはβカロテン豊富、皮膚や粘膜の細胞を正常にたもつ働きがあります。
・エノキはβグルカン（免疫力を活性化し、がんを抑制、アレルギーを抑える効果もあり）が豊富で、生活習慣病

の予防にもつながる優秀素材です♡
・桜えび、実はたんぱく質、ビタミンＢ・C・Ｅ、鉄、亜鉛などの他たくさんの栄養素が含まれていて、カルシウム

も豊富。ぜひ食卓に取り入れて欲しい食材です。

①
A
② ③ ④

⑥
D

⑨

⑦ ⑤

⑧
C B

A B C D

タテのカギ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　①お正月定番の食べ物と言えば？
　②小美玉市が合併したのは、美野里町・玉里村・○○○○○
　③じゃあいつやるの？○○でしょ！
　④リスが好きな食べ物といえば？
　⑤小美玉市農家のお手伝いブルーベリー○○取りサポーター。
　⑥ストーブの上に乗せましょう。
ヨコのカギ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　①玉里地区霞ヶ浦沿いにある公園は、○○○○湖岸公園
　⑥本当は苦しいのに平気な顔をして耐えています。
　⑦毎年 8 月に希望ヶ丘公園で開催します。ふるさとふれあい○○○
　⑧福祉にっこりまつりの観客席では○○○の方もいるほど大盛況です。
　⑨甲子園名物でもあります。夏の飲み物に入れたい○○○り氷

余儀なくされる自粛生活
　　　　　　　 で声を出しながら　　　　　  しましょう！

答え

脳 トレク ロ ス ワ ー ド

※答えは、次号の社協だよりに掲載されます。
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