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社会福祉法人　島田市社会福祉協議会

あなたのお悩み解決のお手伝いをします
相談日のお知らせ

　「福祉のまちづくりセンター」では、地域におけるさまざまな相
談を受け止め、地域の皆さまと連携・協働しながら、誰もが安心
して暮らせる福祉のまちづくりを推進しています。

  ★こんな相談を受けています
・居場所を作りたい ・ボランティアをしたい
・介護のことで相談したい ・無職のため生活が苦しい
・困っている人のためにお米を寄付したい　など

この広報や島田市社協についてご意見をお聞かせください。お名前、ご連絡先をいただいたものについては個別にお答えさせていただきます。
※点字版『みんなのふくしだより』があります。下記までお問合せください。

自立相談支援事業
◎生活や仕事などの問題によって経済的にお困りの方の相談を

お聞きし、関係機関と連携しながら問題解決の方法を共に考
えてサポートをしていきます。

◎あなたのまわりで困っている方やご心配な方がいましたら、
お知らせください。

《ひとりで悩まず　まずは　ご相談ください。》

６月１日～８月 31 日までの相談日
内容

○福祉総合相談
　午前８時30分～午後５時

○司法書士による
　権利擁護相談【要予約】
　午後１時30分～午後４時30分

会場

社協事務所

相談日
月～金曜日

※土日祝日を除く

【寄 附 金】 明るい社会づくり運動島田地区協議会　様
 匿名２件

【寄附物品】 ユニー㈱アピタ島田店　様
 原田みつゑ　様
 ㈱山関園製茶　様
 明るい社会づくり運動島田地区協議会　様
 匿名３件

あたたかい善意をありがとうございました。
ご寄附の報告（令和３年４月１日～５月31日）

 ◎Facebook ◎LINE ◎Instagram ◎Youtube
↓島田市社協のSNS・動画配信 は、こちらから！↓

だより

市内の高校生特集！
委員会としてボランティア活動をしている島田
商業高等学校と赤い羽根募金の募金箱を作成し
ている島田工業高等学校の２校を取材しました！
各校の取り組みや、生徒さんへのインタビュー
を掲載しています。
詳しくは P２、P３をご覧ください！

６月 25 日（金）
７月 26 日（月）
８月 25 日（水）

熱中症対策
・外出時はなるべく日陰を歩く（帽子や日傘を使う）
・家の中ではすだれやブラインドで直射日光を避け、扇風機や

エアコンを使い、湿度・温度を調整する
・こまめな水分補給をする
熱中症セルフチェック（水分不足かも…）
・手の甲を軽くつねって元に戻るまで3秒以上かかる
・親指の爪の表面をぐっと押した後、白くなった状態が3秒以

上持続する
・唇のかさつきが目立つ
食べ物・飲み物 
・スイカやきゅうりなどのウリ科は水分補給と排熱の効果があ

る優れた野菜
・ビールで水分補給はアルコールには利尿作用があるためNG

簡単手作り経口補水
ドリンクレシピ
（500ml）

介護の豆知識

精霊盆棚供養
ボランティアふれ愛では、毎年標記供養を実施しています。
【開 催 日】 令和3年8月16日（月）
【時 　 間】 午前6時30分～午前10時
【場 　 所】 大井川河川敷　旧国１鉄橋下
【注意事項】 島田市指定のゴミ袋に格納してお持ちください。
 金物・ガラス類は不可。塔婆は対象外です。
【問合せ先】 ボランティアふれ愛（☎46-0240）

「しまだ夏休み子ども食糧支援事業」を
実施します

給食のない夏休み期間において支援を必要とする子育て
世帯を対象とし、フードドライブ（食品回収運動）を活
用して食糧をお渡しします。
【申込期間】 令和３年６月１日（火）～６月30日（水）
【対象家庭】 子ども（高校生まで）のいる家庭
【利用料等】 無料
【提供食糧】 １か月以上の賞味期限のある食糧

※「米」「レトルトカレー」「お菓子」などをお渡しします。
※家族の人数、年齢から量や内容を決定します。

【申込方法】 ＱＲコードから申し込みできます。
ま た N P O 法 人 P O P O L O（ 電 話
39-5324）へ連絡し、申請について必
要書類を確認して申し込みください。

【受渡期間】 令和３年７月20日（火）～８月22日（日）
 ※申請書の内容を確認後、郵便等により食糧の受渡

日時を連絡します。
【問合せ先】 ＮＰＯ法人POPOLO　電話　３９－５３２４
 島田市社会福祉協議会　電話　３５－６２４４

砂糖　　　20g
塩　　　　1.5g
水　　　　500ml
レモン汁　25ml



島田市社協では市内の高校生と協力し、島田市の福祉を盛り上げていくため、
今年度から新たな取り組みを企画しています。今回ご紹介するのは、島田工業
高等学校情報電子科、島田商業高等学校ボランティア委員会の生徒さんの取り
組みです。高校生だからこそできること、授業や部活動で学んだこと、得意な
事を活かしていただきたいです。今後の展開に注目です !!

島田市社協の福祉 教育
島田商業高等学校　ボランティア委員会

ボランティア委員会が、１年間の活動としてベルマーク・ペットボトルキャップの回収や、その他にも夏休
みのボランティア紹介、赤い羽根募金などの活動を行っています !!

＜今後の予定＞
ベルマーク活動を行います。全校生徒からベルマークを集め、仕分けを行います。集めたベルマー
クで体育館用具の購入や、ボランティア委員に所属する生徒の母校（小学校・中学校）に送る活
動もしていきたいと考えています。

＜ボランティア委員会  中村成宏教諭から一言＞
　授業や部活で学んだこと、得意なことを活かして地域に貢献していってもらいたいと思います。小・中学校
とは違った、より社会人に近いボランティアや仕組みを知ることができたらなと思っております。
　自分がやることも大事ですが、まわりに発信していくことも大切なので、文化祭等で様々な人々に伝えていっ
てほしいです。

Q1 ボランティア委員になった理由はなんですか？

Q2 ボランティア委員会の活動で大変なことは何ですか？

Q3 今後、ボランティア委員として取り組みたいことはありますか？

　１年生からボランティア委員会に所属していま
す。ベルマーク集めなどが中学校の時から好きで、
人の役に立つことをしたいと思いボランティア委
員になりました。
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　１、２年は安全委員会に所属していました。３
年で委員会を変えようと思っていて、委員長に誘
われたことと、ボランティア委員会に興味があり
ボランティア委員になりました。

　作業自体は大変なことはないです。地域に出向
いて活動を行うので、移動や活動が大変だなと感
じることがあります。

　地域に出る活動が多く、色々な人とコミュニ
ケーションをとらなくてはいけないので、そのあ
たりは大変だなと感じます。

　地域のつながりを大切にし、自分自身が学んだ
ことを活かしたボランティア活動をしていきたい
です。部活は情報処理部なので、そちらの知識も
活かしていきたいです。

　文化祭の福祉体験で、車いすの使用方法や体験、
簡単なスポーツ（ニュースポーツなど）の体験を
行ってみたいです。

※�ニュースポーツとは、子どもから高齢者までを対象とした
だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも気軽に楽しめ
るスポーツです。
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島田市社協の福祉 教育
島田工業高等学校　情報電子科

令和３年度から「赤い羽根共同募金」の募金運動で使用させていただく募金箱の
作成を情報電子科の生徒８名が、課題授業の一環で取り組んでくれています !!

＜募金箱作成に向けて
　赤い羽根共同募金をテーマに出前講座を実施しました＞
5月11日、情報電子科８人の生徒を対象に、島田市社協職員が「赤
い羽根共同募金」の使い道などを知っていただくための出前講座
を実施しました！！！

Q １　募金箱を作成すると聞いたとき、どう思いましたか？

Q ２　作成を進めるうえで大変なことはなんですか？

Q ３　今後、作成した募金箱をどのように活用してほしいですか？

Q4　募金箱作成に対する思いを聞かせてください

　高校生が募金箱を作成するということが全く想
像できず、作成できるのか不安が大きかったです。
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　情報電子科と募金箱の繋がりが全く想像できな
かったです。

　電光掲示板を作成していくうえで、LEDが点灯
せず、その原因が小さなミスの重なりだったので、
そのミスを修正するのが大変です。

　ジオラマの考えが思うように浮かばず、ジオラマ
を考えるのが大変でした。今はいくつかイメージが
浮かんできたので、作成に向けて頑張っています！

　人目の多くつくところに設置してほしいです！
募金に興味を持ってもらい、工業の高校生がここ
までの物を作成できるというところまで知っても
らいたいです !!

　募金をしてもらうことも募金箱を作成したこと
も知ってもらいたいです！人目のつくところに設
置し、多くの方に募金をしてもらいたいです !!

　高校生活３年間で、ここまでの物を作成できる
というところを見せたいです。プログラミングに
ついて無知だったところからのスタートですが、
勉強を重ねながら、見た人がびっくりする物を作
成したいです !!

　プログラミングもジオラマも専門的な知識が全
くないところからのスタートでした。日々勉強を
重ねて、作成に取り組んでいます。高校生だから
この程度か！と思われないようなすごいものを作
成したいです !!

令和 3年度

3 島田市 社 会福祉 協 議会は、地域のみなさまと一緒に地域福祉を推進する社会福祉法人です



入浴の準備をする細田。いつも優しい笑顔と声掛けで利用者
様に接しています。

訪問介護員：細田怜生
しまだ事業所 (令和２年入職 )

A1.�介護を必要とする方のお宅を訪問して身体介護をし
たり、目の不自由な方の通院や散歩に同行援護をしたり、
障害のある方の社会参加のための外出支援をしたりと、利
用者様に合わせた様々なケアを行います。

A2.�小さな頃から祖父母と暮らしていたので、いつか祖
父母の役に立ちたいという思いで福祉の仕事を目指しまし
た。この仕事に就いた時、祖母はありがとうと喜んでくれ
ました。

A3.�大変な時や忙しい時でも、利用者様の笑顔を見ると
自分も笑顔になれます。また、その方が見ている世界を知
ることで、危険な所や物などいろいろな気づきがあります。
同じ目線になることで利用者様との信頼関係を築くことが
できると思います。

　島田市社協には本所、支所、事業所等で総勢 125
名の職員がいます。ベテランから若手まで、幅広い
年齢層の職員が様々な仕事をしています。
　今回は「地域の介護を支える」入職して 4年未満
の若手、ニューフェイスの 3名の方にインタビュー
をしました。
　介護の現場で働くヘルパーや看護師、介護サービ
スの相談窓口となる社会福祉士として働く彼らが、
どのようなきっかけでこの仕事に就き、どのような
仕事をしているのか？このインタビューをきっかけ
に在宅介護や地域福祉の仕事について知っていただ
ければ幸いです。
　これからの地域の介護を担う職員の仕事に対する
思いをお聞きください。

Q1.�どのような仕事をしていますか？
Q2.�福祉の仕事を目指したきっかけは何ですか？
Q3.�仕事のやりがいや大切にしていることを教え
てください。

先輩職員から一言　大石貴子 

年配の女性が多い介護の職場で頑張ってく
れています。小言が多いですが、この仕事
は報告・連絡・相談が大切なので沢山話し
かけます。細田さんの柔らかな癒し系の笑顔
を待っている利用者様がたくさんいるので、
これからも笑顔を忘れず頑張ってください。

利用者様に合わせた
様々なケアをします

質問内容　Question

地域の介護を支える島田市社協
の若き担い手へインタビュー !!

域地
護介
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訪問入浴車から専用浴槽を出す佐塚と職員。利用者様からい
ただいた笑顔を皆さんにも届けます。

コロナ感染対策の講話の後に地域の方と脳トレをしている本
田。地域に寄り添ったサポートをしています。

看護師：佐塚由明
かわね事業所 (令和３年入職 )

社会福祉士：本田真未�
金谷・川根中学校区地域包括支援センター (平成 30年入職 )

A1.�川根で訪問入浴の看護師業務、入浴介助業務を主に
行っています。昨年は川根デイサービスセンターにいたた
め、時々そちらに看護師として勤務することもあります。
利用者様のバイタルチェック、全身観察、入浴後の処置な
どをしています。

A2.� �10 代の頃に祖父が亡くなったことが強く記憶に
残っています。祖父は最期の数週間を病院で過ごし、その
間私は何もできなかったため、この仕事に興味を持ちまし
た。

A3.�利用者様の安全を第一に考えていますが、同時にご
本人やご家族の要望も尊重して入浴の判断などをしてい
ます。入浴をされた利用者様が「気持ちいいよ」と笑顔に
なってくださった時にとてもやりがいを感じます。

A1.�主に高齢者の方を対象に、介護保険やサービスに関
すること、生活の困りごとなどについて様々な相談に応じ
ています。

A2.�元々祖母のことが好きで、高齢者に関わることに興
味がありました。そこで、高齢分野や福祉について学べる
学校への進学を決めました。資格取得に向けて実習をする
中で、「地域福祉」の重要性を感じ、地域福祉を推進する
社協の仕事に就きました。

A3.�現在は地域包括支援センターという新しい職場で働
くこととなり、まだまだ分からないことばかりですが、個
人を尊重する姿勢を忘れずに、その方がその地域でより良
く暮らしていくことができるように少しでもサポートす
ることができればと思っています。

先輩職員から一言　森上大輔 

デイサービスで一番若く、勤務して１年
程ですが、落ち着いていて、利用者様の
ことを良く考えて業務に当たっていて頼
りになります。これからも利用者様や職
員の皆に笑顔を届けてもらえればと思い
ます。

先輩職員から一言　杉山葉子 

最初は覚えることが多々あり大変かと思
いますが、元気と笑顔があれば大丈夫で
す。金谷地域の強みを活かし、高齢者が
住み慣れた地域で安心して生活ができる
ように、高齢者や地域に寄り添いながら
一緒に頑張っていきましょう。

利用者様やご家族を尊重した
訪問入浴をします

地域の方がより良く暮らす
サポートをします

5 島田市 社 会福祉 協 議会は、地域のみなさまと一緒に地域福祉を推進する社会福祉法人です



　島田市社会福祉協議会では、地域で支援が必要な方への助け合い活動を推進し、誰もが安心して暮らせ
るまちづくり進めています。
　新しい生活様式に基づきながら、本年度も地域のつながり、生活のしづらさを抱えている方を支えていく
事業を実施していきます。
　会費は強制ではありませんが、地域福祉推進の主体である住民の皆様及び市内で活動されている皆様に
社協会員となっていただき、社協活動へのご理解・ご支援をよろしくお願いいたします。

社協会費を
活用した
事業の一部を
紹介します！

社協会費を
活用した
事業の一部を
紹介します！

新型コロナウイルス感染症の影響により生活に
困っている人の相談対応や日常生活の困りごと等
の相談、生活費の貸付を行います。

コロナ禍を乗り切る取り組み！

おうちdeちょこボラセット
自宅にいながらできるボランティア活
動を企画・実施しています。
★使用済み切手の整理・仕分けセット
★ウエスづくりボランティア

自宅で、自分のペースで、好きな時間に
ボランティア活動始めてみませんか？

コロナ禍を乗り切る取り組み！

小学生による
アイマスクアイガイド体験

小学生と高齢者との
手紙による交流

気軽に参加できる
地域の居場所

自治会と連携した

災害ボランティア
センター運営訓

練

子育てサロン活
動

高齢者ふれあいサロン活動

令和 3年度島田市社会福祉協議会会費のお願い

島田市社会福祉協議会　総務班／☎３５-６２４７
お問い合わせ先

〈賛助会費〉　確定申告により所得税法第78条の「寄附金控除」を受けることができます。
〈特別会費〉　確定申告により法人税法第37条により一定の限度内で「損金算入」することができます。

●社協会費には税制の優遇措置があります●

社協や地域の活動の様子を
SNSで情報発信しています。
ぜひご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載している事業の開催や募集に変更
が生じる場合があります。最新の情報はホームページをご確認くださるようお願い
いたします。 問い合わせ先：35-6244

定期セミナー「島田市社協のSNS講座」
　「今」だからこそやってみよう！SNS 活用術講座。
SNS を使って市内の地域情報、ボランティア情報を発
信してみよう！
開催日：令和３年７月７日（水）
時　間：午後１時 30 分～午後３時 30 分
場　所：島田市社協　本所 3 階多目的室
内　容：SNS を使った活動情報の発信について
　　　　　（SNS はインスタグラムを予定）
対象者：・市内の地域活動やボランティア活動に SNS

を活用した広報を考えている方
　　　　 ・SNS を活用して広報活動をサポートしてい

ただける方（SNS 発信が得意な方大歓迎 !!）
持ち物：お使いのスマートフォン、タブレット、パソコン
定　員：10 名（先着順）

介護者のつどい
日ごろ介護をする中で感じたことや困ったことなど何で
も気軽に話し合いませんか。
介護教室：介護者の健康づくり等について学びます。

対象者：市内在住で65歳以上の要支援・要介護認定を
受けられている方を在宅で介護されている方

時　間：午前10時から午前11時30分まで
会　場：島田市社会福祉協議会　本所３階　多目的室

介護者のつどい：おしゃべりやレクリエーションを通し
てリフレッシュしましょう。

ボランティア活動資機材助成事業
　市内で地域福祉活動を主に行っているボランティア団
体や地域福祉活動団体の事業拡大を図るため、必要な
資機材購入の一部助成を行います。
対象団体：市内で地域福祉活動を行っているボランティ

ア団体や地域福祉団体
※令和２年度に助成を受けた団体や今年度、他の制度に
より資機材購入に係る補助金・助成金の交付を受けた
団体は対象外となります。
助 成 額：上限　150,000円
※ただし、購入費の３割は団体の自己負担
対象資機材：レク用品、子ども用玩具、楽器類、血圧計

等の医療器具など
受付申請：令和３年７月１日（木）～12月24日（金）
申請方法：申請書を記入し、必要書類を添付して社協へ

提出してださい。

福祉のつどい
～地域のいろいろな人と繋がろう～
開催日：令和３年８月６日（金）
時　間：午後１時30分～午後３時30分
場　所：島田市金谷生きがいセンター
 夢づくり会館（健康づくりの部屋）
内　容：ニュースポーツ「ラダーゲッター」
対象者：ふくし体験学習の参加者、親子、一般市民

7月12日（月）
7月26日（月）

お薬と上手な付き合い方
認知症予防と薬について

8月26日（木）
9月24日（金）

体を動かすレクリエーション
レクリエーション

【受付窓口】 島田地区
金谷地区

川根地区

【本所】島田市大津通2‐1
【金谷支所】島田市竹下470‐2（金谷北地域交流センター内）
【川根支所】島田市川根町身成3100
（川根デイサービスセンター内）
【ふれあい健康プラザ】島田市川根町家山131‐15

夏休み「ふくし」体験学習
～夏休みの思い出作りを～
　ニュースポーツ・パラリンピック種目を通してみんな
で一緒に楽しく交流しましょう！
開催日：令和３年７月28日（水）
時　間：午後１時30分～午後３時30分
場　所：島田市金谷生きがいセンター
 夢づくり会館（健康づくりの部屋）
内　容：ニュースポーツ「ラダーゲッター」
対象者：小学４年生～高校生
※小学生は親子での参加可

令和2年度収集ボランティア活動実績
　たくさんのご協力をありがとうございました。

　本年度も皆様のご協力をお待ちしております。

使用済み切手

ベルマーク

書き損じ葉書

ペットボトルキャップ

入れ歯

17,870円

79,874円

切手に交換

19,945円

25,746円

25.46㎏

79,874.4点

1,359枚

1,681,300個

23個

収集物品 収益金実績
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紹介します！
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紹介します！
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7 島田市 社 会福祉 協 議会は、地域のみなさまと一緒に地域福祉を推進する社会福祉法人です



社会福祉法人　島田市社会福祉協議会

令和３年６月

発行部数：34,718部

№118 みんなで架けよう幸福の橋

み ふな しくのん

はーとちゃん

各戸配布

おしらせひろば

〒427-0056　島田市大津通2番の1（市役所駐車場南側）

〇地域福祉活動推進班、広報育成班、権利擁護推進班、生活支援班
　℡0547‐35-6244／Fax0547-34-3261
◎メールアドレス　代表　fureai@shimada-shakyo.jp　
◎福祉のまちづくりセンター　
　ｆukushi-machizukuri@shimada-shakyo.jp　
◎ホームページ　http://www.shimada-shakyo.jp

〇総務班
　℡0547-35-6247

島田市社協 検索

社会福祉法人　島田市社会福祉協議会

あなたのお悩み解決のお手伝いをします
相談日のお知らせ

　「福祉のまちづくりセンター」では、地域におけるさまざまな相
談を受け止め、地域の皆さまと連携・協働しながら、誰もが安心
して暮らせる福祉のまちづくりを推進しています。

  ★こんな相談を受けています
・居場所を作りたい ・ボランティアをしたい
・介護のことで相談したい ・無職のため生活が苦しい
・困っている人のためにお米を寄付したい　など

この広報や島田市社協についてご意見をお聞かせください。お名前、ご連絡先をいただいたものについては個別にお答えさせていただきます。
※点字版『みんなのふくしだより』があります。下記までお問合せください。

自立相談支援事業
◎生活や仕事などの問題によって経済的にお困りの方の相談を

お聞きし、関係機関と連携しながら問題解決の方法を共に考
えてサポートをしていきます。

◎あなたのまわりで困っている方やご心配な方がいましたら、
お知らせください。

《ひとりで悩まず　まずは　ご相談ください。》

６月１日～８月 31 日までの相談日
内容

○福祉総合相談
　午前８時30分～午後５時

○司法書士による
　権利擁護相談【要予約】
　午後１時30分～午後４時30分

会場

社協事務所

相談日
月～金曜日

※土日祝日を除く

【寄 附 金】 明るい社会づくり運動島田地区協議会　様
 匿名２件

【寄附物品】 ユニー㈱アピタ島田店　様
 原田みつゑ　様
 ㈱山関園製茶　様
 明るい社会づくり運動島田地区協議会　様
 匿名３件

あたたかい善意をありがとうございました。
ご寄附の報告（令和３年４月１日～５月31日）

 ◎Facebook ◎LINE ◎Instagram ◎Youtube
↓島田市社協のSNS・動画配信 は、こちらから！↓

だより

市内の高校生特集！
委員会としてボランティア活動をしている島田
商業高等学校と赤い羽根募金の募金箱を作成し
ている島田工業高等学校の２校を取材しました！
各校の取り組みや、生徒さんへのインタビュー
を掲載しています。
詳しくは P２、P３をご覧ください！

６月 25 日（金）
７月 26 日（月）
８月 25 日（水）

熱中症対策
・外出時はなるべく日陰を歩く（帽子や日傘を使う）
・家の中ではすだれやブラインドで直射日光を避け、扇風機や

エアコンを使い、湿度・温度を調整する
・こまめな水分補給をする
熱中症セルフチェック（水分不足かも…）
・手の甲を軽くつねって元に戻るまで3秒以上かかる
・親指の爪の表面をぐっと押した後、白くなった状態が3秒以

上持続する
・唇のかさつきが目立つ
食べ物・飲み物 
・スイカやきゅうりなどのウリ科は水分補給と排熱の効果があ

る優れた野菜
・ビールで水分補給はアルコールには利尿作用があるためNG

簡単手作り経口補水
ドリンクレシピ
（500ml）

介護の豆知識

精霊盆棚供養
ボランティアふれ愛では、毎年標記供養を実施しています。
【開 催 日】 令和3年8月16日（月）
【時 　 間】 午前6時30分～午前10時
【場 　 所】 大井川河川敷　旧国１鉄橋下
【注意事項】 島田市指定のゴミ袋に格納してお持ちください。
 金物・ガラス類は不可。塔婆は対象外です。
【問合せ先】 ボランティアふれ愛（☎46-0240）

「しまだ夏休み子ども食糧支援事業」を
実施します

給食のない夏休み期間において支援を必要とする子育て
世帯を対象とし、フードドライブ（食品回収運動）を活
用して食糧をお渡しします。
【申込期間】 令和３年６月１日（火）～６月30日（水）
【対象家庭】 子ども（高校生まで）のいる家庭
【利用料等】 無料
【提供食糧】 １か月以上の賞味期限のある食糧

※「米」「レトルトカレー」「お菓子」などをお渡しします。
※家族の人数、年齢から量や内容を決定します。

【申込方法】 ＱＲコードから申し込みできます。
ま た N P O 法 人 P O P O L O（ 電 話
39-5324）へ連絡し、申請について必
要書類を確認して申し込みください。

【受渡期間】 令和３年７月20日（火）～８月22日（日）
 ※申請書の内容を確認後、郵便等により食糧の受渡

日時を連絡します。
【問合せ先】 ＮＰＯ法人POPOLO　電話　３９－５３２４
 島田市社会福祉協議会　電話　３５－６２４４

砂糖　　　20g
塩　　　　1.5g
水　　　　500ml
レモン汁　25ml
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