
ともづな富岡（富岡地域包括支援センター）

4月3日オープン！
　浦安市では、第6次介護保険制度の改正で皆さんがお住まいの地域を元町、中町南地区、中町北地区、
新町の4つの日常生活圏域に分け、それぞれの圏域に地域包括支援センターを開設することにしてい
ます。そして、平成29年4月に中町南地区に新たに開設する「富岡地域包括支援センター」の指定管理
者として社協が選定されました。
　地域包括支援センターは、2005年（平成17年）の介護保険法の改正により、小規模で多様かつ柔軟
なサービスを展開し、一人ひとりが、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、地域包括
ケアの体制を支える地域の中核機関として開設されるものです。業務内容として、（1）総合相談支援、

（2）虐待の早期発見・防止など権利擁護、（3）包括的・継続的ケアマネジメント支援、（4）介護予防ケ
アマネジメントの4つの機能を担います。
　社協が運営する地域包括支援センターとして、これまで社協が積み重ねてきた地域とのつながりを
生かし、民生委員児童委員や支部社協などとの協力体制のもと、支援を必要としている方が、住み慣
れた地域との関係を保ちながら、必要な福祉サービスが受けられるよう、きめ細やかな運営を行います。

富岡地域包括支援センターの運営

私たちスタッフにお気軽にご相談ください

①重点取り組み
社協の
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③重点取り組み
社協の

　介護保険制度の改正による「介護予防・日常生活支援総合事業」に伴い、浦安市からの受
託事業として、平成28年度に「生活支援コーディネーター」を設置し、生活支援・介護予
防サービスの把握、関係者間のネットワークづくり、地域における資源等の聞き取り調査
などを実施しました。また、地域資源とサービスを結びつける役割として、猫実地域包括
支援センター（元町）圏域に、浦安市の施策である「協議体」を立ち上げる準備を行いました。
　平成29年度は「協議体」の設置・運営を進めるとともに、他3箇所の地域包括支援セン
ター圏域（新浦安：中町北部、富岡：中町南部、高洲：新町）でも「協議体」が設置できるよ
う、調整を行います。

生活支援・介護予防体制整備事業

　地域の高齢の方などが集える場とし
て、地域の方々や関係団体等の協力を
得て、市内に3箇所の「ぽっかぽか」を
運営しています。
　「堀江ぽっかぽか」は堀江フラワー通り
の空き店舗に、「富岡ぽっかぽか」と「高
洲ぽっかぽか」は公民館内に設置してい
ます。それぞれの地域特性や設置場所
に合った交流・居場所づくりを、支部社
協推進委員や関係機関等と連携し行うこ
とで、地域拠点活動の充実を図ります。

地域拠点「ぽっかぽか」の運営

　成年後見制度は高齢化などに伴い年々ニーズが増大しています。現在では、親族以外
の第三者が成年後見人等に選任されたものが、全体の70.1％と親族による後見を上回っ
てきています（平成27年1月〜12月　最高裁判所事務総局家庭局）。
　成年後見事業として、平成28年度は弁護士や司法書士などの専門職で構成する「権利
擁護サポート会議」や「後見支援委員会」を立ち上げ、介護保険事業所や障がい福祉事業所
等が抱えている後見人が必要な場合に対する支援を行いました。平成29年度も引き続き、
後見人が必要な案件に対し適切な対応がとれるように努めます。
　また、市民後見人の養成については、平成26年度の養成研修修了者で、現在成年後
見生活支援専門員をサポートしている後見支援員が、「市民後見人」としての受任ができる
よう候補者の選任に努め、社協が後見人を支援する機能を果たす機関としての体制づくり
を進めます。さらに、市民後見人養成のための研修（第2期）を実施します。

成年後見事業・市民後見人の養成

●堀江ぽっかぽか
　堀江3-9-22（フラワー通り）　電話721-3737
・弾き語りサロン　毎月第2木曜日 13時〜15時
・手芸サロン　毎月第2金曜日 13時〜15時
・ぽっかぽかランチ　毎月第3か第4木曜日 12時〜13時
・在宅介護サロン　不定期開催
●高洲ぽっかぽか
　高洲5-3-2（エスレ高洲内）　電話721-1294
・囲碁サロン　第1〜第4土曜日 10時〜11時半
・将棋サロン　第1・第3土曜日 10時〜11時半
・うらちゃんカフェ高洲　第2・4火曜日 10時〜11時半
●富岡ぽっかぽか
　富岡3-1-7（富岡公民館内）　電話380-1294
・ぽっかぽかサロンin富岡　第3金曜日 13時半〜15時半

各ぽっかぽかのサロン

支部社協推進委員による地域資源等聞き取り調査 堀江ぽっかぽかでのぽっかぽかランチ 市民後見人養成フォローアップ研修 後見支援委員会

住み続けたいと思える
地域をつくるために

平成29年度 浦安市社会福祉協議会事業計画1
特集

④重点取り組み
社協の

⑤重点取り組み
社協の

　既存の制度だけで解決することが難し
い地域社会のさまざまな課題に対し、地
域の力によって援助するしくみが必要とさ
れています。支部社協の活動は、福祉ニー
ズが多様化するなかで、日頃からきめ細
やかに身近な地域を支える福祉の担い手
としての期待がますます広がっています。
　今年度、支部社協推進委員の任期満了
による一斉改選を実施します。今後の活動
を充実させるために、各支部社協と調整し
活動費としての配分金を増額することによ
り、地域福祉活動を積極的に推進します。

支部社協活動の推進

西２支部 第14回健康教室

②重点取り組み
社協の
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社協が重点を
置いて取り組む
事業です。



　育児の不安を解消することを目的に、子育て中の親子が集える
場として、古民家を活用した「堀江つどいの広場」、団地の集会所
で実施している「うらちゃんサロン望海」、保育園との協働による「う
らちゃんサロン北栄・猫実」を運営しています。これらの取り組みは、
UR都市機構や市内の社会福祉法人と連携し、子育てを支援する母
子保健推進員によるグループの協力を得ながら、公益的な取り組
みとして実施しています。
　主催事業の中で、父親と子どもが参加するイベント「パパとベビー
のサロン」や子育て中の母親の視点での災害時対応を想定した親子
防災教室「防災ママカフェ」を実施しています。いずれも子育て家庭
に好評を得ています。今年度も引き続き実施するとともに、千葉
県助産師会浦安支部と連携し、相談などさらに内容を充実させま
す。また、安心して子育てができる環境づくりを推進します。

子育て支援事業

　認知症の方とその家族が、地域で安心して生活ができるように
設置している認知症カフェは、社協を含め市内5カ所で運営されて
います。平成28年度に「認知症カフェ連絡会」が発足し、市高齢者
福祉課、地域包括支援センター、介護保険事業所などの関係機関
と連携を図りながら、認知症の早期発見や医療・福祉・介護につ
ながる場として活動しています。
　社協では、引き続き、老人福祉センターにあるコミュニティキッ
チンを活用した取り組みを進めるとともに、より身近な場所で展開
できるよう「高洲ぽっかぽか」での運営を検討しています。支援が必
要な高齢者などが安心して生活できる地域づくりを支援します。

認知症カフェ事業

　高齢者の生きがいや健康づくり、仲間づくりの場として、主催教
室や講座への参加、地域との交流などの各種事業の充実を図り、
健康寿命の延伸に努めます。併せて、交流を通じて、利用者同士
が地域社会の一員としてつながりを持ち、お互いに助け合える気
運の醸成ができるよう努めます。
　また、利用者の増加に伴い、安全の確保に十分に努めます。さ
らに、日々の行動から心配な方々については、看護師等専門職の
体制を強化し、地域包括支援センターと連携しながら見守りや支援
を進めます。

老人福祉センターの運営

　社協が運営する児童育成クラブでは、日頃から民生委員児童
委員や支部社協推進委員の皆さんと連携し、地域の団体や関係
施設等の協力を得て、運営に取り組んでいます。
　東野小学校地区児童育成クラブは、市内17の児童育成クラ
ブの中でも最大規模のクラブです。担当児童支援員制によりき
め細やかな支援を行い、児童が安心・安全に過ごせる環境をつ
くります。
　平成28年度に新たに受託した富岡小学校地区児童育成クラブ
は、東野小学校地区児童育成クラブと隣接したクラブであり、そ
の立地特性を生かし、積極的に合同・交流イベントを実施します。

児童育成クラブの運営⑥重点取り組み
社協の ⑨重点取り組み

社協の

⑦重点取り組み
社協の

⑧重点取り組み
社協の

災害ボランティアセンター運営訓練

　平成28年度に浦安市と浦安青年会議所と社協で協定を締結し
た「災害時における協力に関する協定書」に基づき、それぞれに
連携調整を密にし、災害時の支援体制の充実を図ります。
　災害ボランティアセンター運営検討委員会を発展的に運営連
携会議（仮称）に移行し、日頃から地域とのつながりを深め、関係
機関・団体との連携を強化します。
　災害発生後の初期的な対応と併せて、生活弱者への中・長期
的な支援へとつなげられるよう、市との連携のもと、体制の充実
に努めます。
　災害ボランティアセンターを開設する若潮交通公園内に設置さ
れた災害ボランティアセンター専用倉庫に、センター運営に必要
な備品を整備します。
　また、災害発生時に社協の重要な機能が中断しないよう、事
業継続について円滑に進められることを定めた社協事業継続計画

（BCP）の定期的なチェック、見直しを進めます。

常設型災害ボランティア
センターの運営⑩重点取り組み

社協の

堀江つどいの広場・パパとベビーのサロン

富岡小学校地区児童育成クラブ・お茶会

うらちゃんカフェ（音楽ケア）
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　東2支部では、推進委員も地域の方々と共に生き共に支えあうとい
う考えのもと、高齢者や小さな子どもが安心して暮らしていけるよう
地域の方々と協力し活動しています。高齢者を対象とした事業として、
地域ごとのサロン、日帰りバスツアー、桜の開花時期に合わせたお花
見サロンを開催しています。日帰りバスツアーは普段外出を控えてい
る方にも参加していただけるよう行程に工夫をして行っています。子
育てサロンは海楽菜の花クラブ（老人クラブ）と猫実東自治会の協力に
より開催しています。広い畳の部屋で子どもたちが元気いっぱいに遊
び、そして親子の交流の場になって欲しいと思っています。

　東1支部では、毎年11月に美浜中学校で福祉体験型の文化祭を開
催しています。
　中学生がさまざまな体験を通じて地域の人々、ＰＴＡ、保護者の方々
と交流し、ふれあいと支えあいの心や、自らの社会性を育てる場となっ
ています。
　新しい体験をしている生徒たちの興味津々の姿をみるにつけ、大人
たちも元気をもらっています。
　他にも美浜北小学校、美浜南小学校での昔あそび、サツマイモ栽培
や花いっぱい運動への協力など小中学校と連携した異世代間の交流を
盛んに行っています。

　西１支部では、富士見と堀江を対象とした活動をしています。毎月
の老人クラブ活動や隔月の子育てサロンのほかに年に一度、地域のお
年寄りの方々との交流・親睦を深めるために「ふれあいまつり」を開催
しています。昨年はウクレレバンドを招き、生のバンド演奏を聴きま
した。また、老人クラブによる歌や踊りを行っており、毎年満席にな
るほどの好評なイベントになっています。
　そして日帰りバスツアーも年1回行っており、醤油工場を見学した
り、ちょっと豪華な
お弁当を食べたり
と、笑顔あふれる活
動を展開していま
す。
　これからも地域に
根差した活動を続け
ていきますので、よ
ろしくお願いしま
す。

　南2支部では、2年に一度、「お楽しみのつどい」を開催しています。
参加者は、地域の自治会や老人クラブを通じて募集しています。平成
28年度は、約150人の参加でとても盛況でした。
　毎回、参加者の方々に笑って喜んでいただけるような催しを行って
います。今回は、浪速のおばちゃんエリザベスさんの「漫談」、山本泉
さんの「民謡」、洋一郎さんの「ライブ」のほか、みんなで合唱を行い、
参加者の皆さんに楽しんでいただけました。
　南2支部では、いつでも気
軽に立ち寄り、お茶を飲みな
がら会話を楽しめる場所とし
て各地域でそれぞれに特色の
あるサロンを行っています。
サロン活動を通して、地域の
中での顔見知りを増やすこ
とでの見守りと助け合いにつ
ながることを目指していきま
す。

　西2支部では、2年に一度、高齢者を対象として「ふれあいまつり」
を開催しています。参加者は、地域の自治会や老人クラブを通じて募
集しています。平成28年度は、約90人の参加でとても盛況でした。
　毎回、高齢者の方々が楽しんでいただけるような催しを用意してい
ます。今回は、春風亭昇

しょう

羊
よ う

さんの「落語」、青空麒
き

麟
り ん

児
じ

さんの「紙切り
漫談」、藤嶋拓

た く

未
み

さんの「なつめろ弾き語り」を行い、笑いあり感動あ
りで参加者の皆さんには満足してもらえたと思っています。
　また、舞浜レインボーく
らぶ会館で毎月第1・3金
曜日 14〜16 時に行って
いる「健康サロン」、富士見
和貴会館で毎月第3月曜日
10時〜11時30分に行っ
ている「子育てサロン」、毎
年 2 月には「健康教室」を
行っています。ぜひご参加
ください。

　南1支部では、2年に一回、「笑って楽しくいきいきと」をテーマに「ふ
れあい広場」を開催しています。普段行っている支部社協の活動紹介
をはじめ、高齢者サロンで行っている健康体操や合唱のほか、古今亭
菊
き く

乃
の

丞
じょう

さんの落語など普段開催していない催しで楽しんでいただき、
地域で行っている高齢者サロンに参加していただくきっかけづくりを
行っています。
　開催後のアンケートでは、「楽しい時間をもつことができた」、「ま
た参加したい」などの感想をいただいています。推進委員として開催

することは大変ですが、
このような感想をいただ
けることが日ごろの活動
のモチベーションにもつ
ながります。また、日ご
ろはそれぞれの地区で高
齢者サロンを開催してい
ますので、お近くのサロ
ンにご参加ください。

あなたのまちの支部 社協2
特集

南2支部

西2支部

東2支部

南1支部

西1支部

東1支部

お花見サロンはまかぜ祭手話体験はまかぜ祭車椅子体験

青空麒麟児さんからプレゼント！

山本泉さんの「民謡」に拍手喝采！「笑って楽しくいきいきと」がテーマ

日帰りバスツアー

ウクレレバンドの演奏
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　北２支部では、北栄1〜3丁目、猫実３丁目を対象とした活動をし
ています。猫実３丁目自治会館では、年２回、「猫３サロン」という名
称で高齢者を対象とした手芸や演芸・講義などを行っています。
　他にも、十区自治会集会所では、毎月子育てサロンを実施していま
す。毎回、大変多くの方に来ていただき、日々の成長を感じられる手
形・足形取りや保育士による手遊びなどを実施しています。皆様も機
会がございましたら是非ご参加してください。

　海浜2支部では、日の出・明海地区の住民同士の仲間づくりや健康
づくりを大切に、様々な活動を行っています。
　シニアの方を対象に、シニアサロンや日の出公民館と共催の「ひの
でcafé」、健康づくりの一環としてパークゴルフ体験会や太極拳体験
会を開催しています。体験会では講師の方や推進委員が一緒に活動し
ますので、初心者の方でも安心してご参加いただけます。
　その他にも子育てサ
ロンや、講演会、バス
ツアー等も行っていま
す。「転居したばかりで
近くに顔見知りがいな
い」「普段遠出の機会が
ない」等お悩みを抱え
ている方もぜひご参加
ください。

　南3支部では、昨年から高洲地区のすべての自治会が主催となって
開催している「高洲フェスティバル」に参加しています。
　開催までには自治会の方々と協議を重ね、地域住民の方たちに楽し
んでもらえるような催しにするために知恵を出し合いました。
　各自治会は、焼きそばやおしるこなど、美味しい食べ物のブースと
して、南3支部はバルーンアートのブースとして出店しました。
　バルーンアートが得意な地域のボランティアの方々にもご協力いた
だきながら、ドラえもんやふなっしーといった人気キャラクターを形
作り、ブースに立ち寄っ
た方々にプレゼントし、
支部社協のPRも行いま
した。社協のマスコット
キャラクター“うらちゃ
ん”も登場し、大人も子
どもも笑顔満点の1日と
なりました。

　北1支部では、毎年、「ふれあいスポーツのつどい」でボッチャ競技
を行っています。平成28年度は、100人以上の参加がありました。
地域の方はもちろん、地区内の高齢者施設や障がい者施設の利用者の
皆さんも参加しています。
　昨年、南米リオデジャネイロで開催された、パラリンピックのボッチャ
競技団体戦で日本が銀メダルに輝きました。ボッチャはヨーロッパで生ま
れた障がい者のために考案されたスポーツで、パラリンピックの正式種目
です。競技内容は2チームに分かれて、ジャンクボール（目標球）と呼ばれ
る白いボールに向けて、赤・青のそれぞれ6球ずつのボールを投げたり、
転がしたり、相手のボールに当てたりして、いかにしてジャンクボールに
自球を近づけるかを競います。障がいによりボールを投げることができな
くても勾配具（ランプ）を使い、自分の意思を介助者に伝えることができれ
ば、参加できます。
　競技は男女の区別はなく障がいの程
度でクラスに分かれて行われます。競
技以外でもボッチャでは障がい者のあ
る人もない人も初めての人もベテラン
も皆さんが楽しめるスポーツです。

　海浜1支部では、活動地域である入船1〜6丁目の住民を対象
に、毎年行っている「健康フェスタ」を、今年も 3 月 11 日（土）に
Wave101で開催しました。
　今回は、NPO法人シニア大楽（だいがく）理事長であり日本笑い学
会講師の藤井敬三氏を講師に迎え「笑ってもっと元気に！」をテーマの
講演会でした。
　笑える講演会とあって、会場の中ホールは、ほぼ満席。“笑顔の作り
方”、“笑いが脳に与える好影響”、“楽しかった情報はいつまでも記憶
に残る”など、盛り沢山の内容でした。社会人落語家としても活躍さ
れている講師からのユーモアあふれる語り口で、2時間の講演会は終
始笑いが絶えませんでした。

東1 美浜
東2 北栄4、海楽、猫実1・2
西1 堀江3〜5、富士見2・3
西2 堀江1・2・6、富士見1・4・5、

舞浜
南1 東野1・2、東野3-1〜9、

富岡、今川

あなたの身近にある支部社協、ご自分の地域
の支部活動にぜひ注目してください！
地域の皆さんのご参加をお待ちしています！あなたのまちの支部 社協

北２支部
北１支部 東１

支部

南１支部

南３支部

西１支部

西２支部
南２支部

海浜１
支部

海浜２
支部

東２支部

東西線

JR京葉線

舞浜駅

新
浦
安
駅

浦安
駅

南2 東野3-10〜41、
弁天、鉄鋼通り、港、千鳥

南3 高洲
北1 猫実4・5、当代島
北2 北栄1〜3、猫実3
海浜1 入船
海浜2 日の出、明海

北1支部

海浜1支部北2支部

海浜2支部

南3支部（高洲）

初心者でも安心！ パークゴルフ体験会！

バルーンアートに子どもたちも大喜び！

マイナンバーの講義 みんなが集まる子育てサロン 「笑ってもっと元気に！」日本笑い学会　講師　藤井敬三氏

皆さんでワイワイ…
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浦安市社会福祉協議会 

広告募集中

TEL047-355-5271
お問い合わせ

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金への
ご協力ありがとうございました。

平成28年度は赤い羽根共同募金が4,180,751円
歳末たすけあい募金は5,062,444円のご協力をいただきました。

平成28年度

募金額について

赤い羽根募金活用の報告
赤い羽根共同募金は、募金額の7割は浦安市内の地域福祉に活用し、
3割が県内の民間福祉団体の施設整備等に使われます。
浦安市では、
◦ひとり暮らし高齢者等の食事サービス事業
◦障がい福祉団体・母子福祉団体への活動助成事
◦子どもたこあげ大会への活動助成事業
◦ 老人クラブのねたきり友愛訪問事業活動助成事業
◦ 広報・啓発事業（赤い羽根バッジ募金〜うらやす限定ピンバッジ〜

の実施など）
◦ 支部社協活動拠点整備事業等に活用しています。

募金方法 赤い羽根共同募金
戸別募金 4,913件 2,403,934円
街頭募金 15件 422,443円
法人募金 165件 673,080円
学校募金 23件 250,191円
団体募金 43件 173,407円

イベント募金 42件 167,038円
その他募金 11件 90,658円

合計 5,212件 4,180,751円

歳末たすけあい募金は、すべて浦安市内の地域福祉へ活用されます。
浦安市では、
◦ 在宅障がい児、施設に入所されている方（児童・成人）交通遺児世帯

への歳末援護金
◦ 地域福祉活動として、地域で活動する支部社協への活動助成
◦地域福祉事業として、福祉車両（リース）や備品を整備
　1.軽貨物車両の貸出
　　　 地域で行う活動や事業に使用するため、

荷物運搬用軽貨物車両を貸出します
　2.スロープ付き軽車両の貸出
　　　 車いす利用者の方

の 外 出 支 援 の た
め、軽車両を貸出
します

◦ その他、学習支援事業
ひとり暮らし高齢者へ
の年賀状・カレンダー
配布、地域福祉活動拠
点の整備等に活用して
います。

歳末たすけあい募金活用の報告

募金方法 歳末たすけあい募金
戸別募金 6,651件 3,411,800円
街頭募金 12件 450,237円
法人募金 146件 616,000円

イベント募金 3件 34,478円
１円玉募金
老人クラブ 34件 158,270円

その他募金 33件 391,659円
合計 6,879件 5,062,444円

あすか21
浦安囃子保存会
金子秀雄
全国友の会浦安方面
ビーナスプラザ
ビジネスキッズ隊
山一興産株式会社
高洲・日の出公民館共催事業

共栄石油株式会社浦安駅前給油所
株式会社ワイズマート本社
当代島公民館
すたじお真三
文化会館
浦安商工会議所
みのり保育園
青木
公益社団法人浦安市シルバー人材センター
有限会社ブルックス
中央公民館
ママショップ加納クリーニング
マイパティオ美浜
美浜公民館
共栄石油株式会社浦安入船給油所
日の出公民館

日本生命保険相互会社
浦安富岡郵便局
明治通商株式会社
ビーナスプラザ
浦安市社会福祉協議会
ぽっかぽか （堀江・高洲・富岡）
老人福祉センター
株式会社一光湾岸浦安フリート給油所
堀江公民館
浦 安オイルサービス株式会社浦安イン

ター給油所
健康センター
ふたば保育園 
青少年館
ふたば保育園給食試食会

レッツダンスサークル
今川オートサイクル
サイクルプラザ秋山
横川自転車店
ふたば保育園
ラ ウンドダンスサークルピポッ

ト
匿名　2件

19件　1,715,587円一般寄付 32件　44,566円社協募金箱寄付

明治安田生命労働組合船橋支部
入船自治会
匿名

3件物品寄付

　社会福祉協議会（社協）は、「みんなでつくる、だれもが安
心して、いきいき暮らせるまち」を目指して活動している福
祉団体で、地域の皆さんのさまざまな支援を得て、住民主
体の地域福祉活動を推進しています。身近な地域の福祉活
動にご賛同・ご理解をいただける企業・事業所等の皆さん
に社協の会員として会費という形でご参加・ご支援をいただ
いています。社協会員へのご協力をよろしくお願いします。

平成 29 年度
浦安市社会福祉協議会 会員・会費のお願い

会員の種類 会費（年額）
一般
会員 一般世帯の方 １口 300円

特別
会員

社協の地域福祉活
動に特にご協力い
ただける方

１口 1,000円

賛助
会員 法人・事業所等 １口 2,000円

平成29年1月1日〜
　　　　　　　　　  3月31日（敬称略・順不同）善意のご寄付ありがとうございます。
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アート美容室
株式会社 ikk
NPO 法人 i－net
アヴァンセ浦安管理組合
青木てんぷら店
有限会社赤馬商店
有限会社秋山商事　秋山サイクル
阿久津耳鼻咽喉科医院
麻布成形株式会社
株式会社アップス
株式会社アドバンス
医療法人社団あべメンタルクリニック
株式会社アミル
飯田歯科医院
飯田耳鼻咽喉科クリニック
株式会社飯塚土地管理
泉沢歯科医院
泉沢社会保険労務士事務所
有限会社泉正商店
市川恵子社会福祉士事務所
市川市農業協同組合浦安市支店
一般社団法人浦安市歯科医師会
有限会社伊藤青果店
有限会社伊藤洋品店
医療法人社団寛麗会デンタルオフィス・

ソレイユ
株式会社岩崎商会
有限会社岩田屋
有限会社岩田屋商店
上田クリニック
植野雅子音楽教室
有限会社牛山海苔店
株式会社宇田川清掃
株式会社ウチダ・ファミリー・コーポレー

ション
有限会社内田商店
浦安魚市場協同組合
浦安駅前クリニック
浦安オイルサービス株式会社浦安イン

ターステーション
株式会社浦安架設
浦安外科胃腸科医院
浦安市浦安駅前高齢者デイサービスセン

ター
浦安市商店会連合会
浦安市立浦安駅前保育園
株式会社浦安清運
株式会社浦安設備管工
有限会社浦安タイヤ商会
株式会社浦安田代水産
浦安中央動物病院
浦安鐵鋼団地協同組合
有限会社浦安花輪
浦安皮膚科
浦安ふじみクリニック
浦安ブライトンホテル
株式会社エコ・クリアランス
有限会社越後屋焼蛤店
エメラルドサポート株式会社
エンゼルマミー
おあしすケアマネセンター
大川水産ホールディングス株式会社
有限会社大滝事務所
株式会社大塚興産
オオツカ歯科クリニック
大和田オフィス株式会社
株式会社岡崎金物
おかべ会計
小沢興業株式会社
オザワ産業株式会社
オリエンタルホテル東京ベイ
株式会社オリエンタルランド
折笠商店
オリックスリビング株式会社
樫原建設株式会社
有限会社鹿島防水
雅心堂歯科医院
有限会社勝花
金子小児科クリニック

金子製作株式会社
カフェ・ド・オフリス
株式会社 ONE－TO－ONE
株式会社グリード
株式会社ケイユ―
株式会社こどもの木
株式会社スペースワン
株式会社ダイワ
カリン
有限会社川崎製作所
学校法人川見学園　吹上幼稚園
関東宇部コンクリート工業株式会社浦安

工場
株式会社北栄機工
株式会社久兵衛
有限会社金三郎
株式会社近代
有限会社熊川自動車
クリーンエース株式会社
クリニック米澤
黒崎インターナショナル株式会社
有限会社クワバラ
医療法人社団恵仁会牧野クリニック
けいとや
株式会社ケイハウス
京葉ガーデン株式会社
京葉銀行浦安支店
医療法人社団康栄会　浦安病院
公益社団法人浦安市シルバー人材セン

ター
有限会社廣進
有限会社功徳林
興和印刷株式会社
コガ薬局
コスモ調剤薬局新浦安店
ごとう薬局
小徳管理株式会社
小ばなし
コミュニケア24癒しの浦安ふじみ館
コミュニケア24浦安いまがわ館
有限会社今野畳店
サイクルショップかんべ
在宅リハビリ研究センター
栄商事株式会社
有限会社さかえや浦安駅北口
有限会社佐久間商事
さくら
有限会社佐々木モータース
さち子レディースクリニック
有限会社さつまや
有限会社サニー
株式会社サマヨ
三栄メンテナンス株式会社千葉営業所
株式会社三康建設
サンデン工事株式会社
山宝株式会社
株式会社サンライズ企画
三和株式会社
株式会社ジェイコム千葉浦安局
医療法人社団司誠会イナガキ眼科
下長海苔店
有限会社しなのや商店
株式会社渋井鋼材店
有限会社シブヤ事務機
司法書士法人ベイエリア春本・笠井事務所
清水鋼鐵株式会社
社会福祉法人宏仁会
社会福祉法人東京栄和会うらやす和楽苑
写真館テディベア
株式会社ジャパンビバレッジ東京
順天堂大学医学部付属浦安病院
順天堂大学医療看護学部
順風会小林クリニック　
有限会社ショウシン
正福寺
株式会社昭和土地
有限会社ショッピング剱持
有限会社しらふじ
新浦安虎の門クリニック

株式会社新都市グリーン開発
新日本税理士法人
有限会社ジンノエクスプレス
須賀たばこ店
鈴木医院
有限会社鈴木工務店
スズキ歯科
株式会社鈴木設備工業
スターツホテル開発株式会社ホテルエミ

オン東京ベイ
有限会社ステーキハウスリブ
すてんぱれ今川
スパ＆ホテル舞浜ユーラシア
スマイルキッズ浦安園
駿河機工株式会社
聖教新聞　浦安販売店
株式会社清五郎運送
税理士法人桜瀬パートナーズ会計　氏原

事務所
社会福祉法人聖隷福祉事業団浦安市特別

養護老人ホーム
社会福祉法人　誠和会　しおかぜ保育園
有限会社関口塗料店
株式会社セブンサービス
株式会社装栄
株式会社総合印刷新報社　
有限会社総合福祉サービス
有限会社惣七商事
総武工業株式会社
相馬のり店
有限会社ソーマ
ソフィア心理相談室
大栄ホーム株式会社
株式会社ダイゴ
株式会社醍醐商店
医療法人社団泰山会山本医院
株式会社大樹園
株式会社大長
株式会社太平金属工業所
大蓮寺
有限会社高橋商店
タカハシ薬局
有限会社高山書店
株式会社多喜運輸
滝口耳鼻咽喉科
匠ホールディングス株式会社
田中経営法務事務所
有限会社田中屋海苔店
玉井珠算学院
千葉興業銀行浦安支店
チューナスカノウ
ツチヤ印房
医療法人社団禎心会浦安サンクリニック
株式会社テスコム
有限会社伝次郎商店
東栄信用金庫浦安支店
有限会社東栄堂
東海大学付属浦安高等学校
東京シティ信用金庫浦安支店
東京ベイシティ交通株式会社
東京ベイ信用金庫浦安支店
東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
東松メンテナンス株式会社
東部重工業株式会社
東基工業株式会社
東洋酵素化学株式会社
徳永家族問題相談室
有限会社徳兵衛商店
有限会社トップス・ビー・エムズ
長野印刷株式会社
株式会社長福
有限会社ナリタ
株式会社西金
有限会社西益商事
西松建設株式会社浦安社宅
有限会社西保企画
株式会社日昇
株式会社ニホンケミカル
ニュー上田クリニック

布川社会保険労務士事務所
野島電機工業所
株式会社野田屋水道部
株式会社ハウスリペア
NPO 法人発達わんぱく会
引野造園株式会社
株式会社彦田
彦田ハウジング株式会社
日田運輸株式会社
ヒノデ第一交通浦安営業所
ぴゅあ株式会社
株式会社ヒライメンテナンス
ヒラキバレエスクール
平乃家
双葉商事株式会社
株式会社プラザサンルート
Bran 樹
NPO 法人フレンズ
ベイサイド歯科クリニック
ベイシティクリニック
有限会社平四郎商店
平和ライフケアサービス
株式会社ベール松喜屋
有限会社ベンテンクリーニング
有限会社弁天グリーンセンター
株式会社宝珠造園土木
宝城院
北部珠算学院
細山熱器株式会社第一工場
ポニークリーニングパークシティ新浦安店
堀江長寿クラブ
有限会社堀常
舞浜倶楽部
有限会社増田屋商店
町田清英税理士事務所
町山工業
株式会社ママショップ加納
有限会社守る
マモル保険
有限会社丸参鋼材
丸正商事株式会社
株式会社丸政建材
株式会社丸茂海苔店
有限会社丸喜
株式会社丸和浦安工場
有限会社丸和ペイント
三井ガーデンホテルブラナ東京ベイ
有限会社美津屋商店
みのり保育園
宮崎税務会計事務所
有限会社御代川商事
村岡規夫事務所
メイカイ株式会社
明海大学
株式会社明光企画
明治安田生命保険相互浦安営業所
株式会社明和地所
株式会社もとゆき
株式会社モビック
株式会社森製作所
株式会社森田質店
ヤマト特殊鋼株式会社
株式会社山治
有限会社宇田川ビル
有限会社トモス工房
有限会社メディケアネット
夢のみずうみ村デイサービスセンター
有限会社ヨイム
吉野クリニック
有限会社吉野商店
有限会社吉野製作所
株式会社ラサ化工
株式会社陸王運輸
リバーサル浦安
リリーフケア24
レクセルアベニュー浦安管理組合
ロイヤル防災株式会社
有限会社六本木三井ハウジング

（五十音順・敬称略）

平成28年度　社会福祉協議会賛助会員・赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金

ご協力法人・事業所一覧 ご理解・ご協力ありがとうございました。
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　2月26日、災害ボランティアセンター運営訓練を
交通公園若潮公園で行いました。今回は、浦安市災害
ボランティアネットワークのコーディネーター会員と
ともに、昨年11月に災害時の協定を締結した浦安青
年会議所の皆さんにも、災害ボランティアセンターの
運営に携わっていただきました。
　また、ボランティア役として社会福祉協議会支部推
進委員、民生委員児童委員、当センター災害ボランティ
ア登録者、有志協力者など総勢100人を超える皆さ
んが参加した訓練になりました。
　今回の訓練は昨年度同様に職員のスキルアップを目
的として、要所で対応困難事例を入れた訓練を行いま
した。また、先日開催した、足湯ボランティア講座の
受講者による足湯体験ブース、水害支援スタッフ研修
で学んだ土のう作り体験を行いました。さらに、同日
開催となった旧入船北小学校での避難所運営訓練へ救
援物資運搬を想定した訓練を行いました。
　ご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。
　今回の訓練で出た反省点や問題点を1つずつ解決し、充実した運営を行っていきます。
※災害ボランティアセンターでは養成講座などの各種イベントを開催しています。
　 詳しくは災害ボランティアセンターホームページhttp://urayasusvc.jp/を
　ご覧ください。

　3月16日、防災ママカフェ＠うらちゃんサロン望海をUR望海集会所で開催しました。この防災ママカ
フェは、昨年度災害ボランティアセンター事業として初めて開催されたもので、今回はその第2弾。今年
度子育て支援課が新設されたことから、災害ボランティアセンター・子育て支援課共催での開催となりま
した。
　講師の掃

か も ん
部氏は、実際の震災の現場写真や動画を用いながら、自分ならいかにこの災害を生き抜くかと

いう視点で話をしてくださいました。他人ごとになりがちな防災について、自分と家族の命は自分が守る
覚悟を持つことが重要であることを伝えてく
ださいました。平素から防災をタブー視しな
いで、「こんなときはどうする」とシミュレー
ションを重ねること、子どもと話をすること
を心掛けてほしいとおっしゃっていました。
　参加したママたちからは、「家族の命を守
る覚悟ができた。」「今日の話を家族や友人に
も伝えたい」といったご意見をいただき、今
後も継続して開催してほしいという要望をた
くさんいただきました。
　日頃から防災・備災の意識を高め、発災後
まずは10日間を自力で生き延びるための準
備をしておきましょう。

社協カレンダー
［平成29年4月〜7月］

○ 3日（月）ともづな富岡（富岡地域包括支援センター）オープン
○16日（日）福祉交流レクリエーション　（主催：浦安市ボランティア連絡協議会）

April4
月

○12〜18日 民生委員児童委員活動強化週間

○20日（土）パパとベビーのサロン
　（堀江つどいの広場）

May5
月

○第67回社会を明るくする運動月間（保護司）

July7
月

○成年後見制度・相続相談（弁護士）
　5月9日（火）・6月13日（火）・7月11日（火）
○ 相続・遺言・成年後見相談（司法書士）※富岡公民館
　4月19日（水）・5月17日（水）・6月21日（水）
○ 心配ごと相談
　毎週木曜日　※5月4日は祝日のため休み
○助産師相談（堀江つどいの広場）
　5月11日（木）・6月1日（木）・7月6日（木）

※最新情報はホームページをご覧ください。

【 相 談 】

災害ボランティアセンター運営訓練を実施しました

「防災ママカフェ＠うらちゃんサロン望海」を開催しました

名称 開催場所 対象地域 対象年齢 開催日等 特記事項

堀江つどいの広場 堀江つどいの広場
（堀江3-1-8） どなたでも 0〜3歳、妊婦 月曜〜金曜　9：00〜17：00

（11：30〜13：00ランチ可）
月1回土曜オープン
祝祭日・年末年始を除く

うらちゃんサロン望海 UR望海の街集会所 どなたでも 0〜2歳、妊婦
第1・3月曜　0歳児・妊婦
第2・4木曜　1・2歳児
10：00〜15：00（12：00〜13：30ランチ可）

祝祭日と重なる場合、日程の変更あり
※HPをご確認ください

うらちゃんサロン北栄 ふたば保育園 どなたでも 0〜3歳、妊婦 毎月第3金曜日　10：00〜12：00 祝祭日と重なる場合、中止となりますうらちゃんサロン猫実 みのり保育園 どなたでも 0〜3歳、妊婦 毎月第1火曜日　10：00〜11：15

支部 名称 開催場所 対象地域 対象年齢 開催日等 特記事項
東1 東1・子育てサロン 美浜東エステート自治会館 美浜 0〜3歳 6月5日（月）10：00〜11：30

東2 東2・子育てさろん 海楽菜の花クラブ 海楽、猫実1・2丁目、
北栄4丁目 0〜3歳 4月12日（水）・5月10日（水）10：00〜12：00

6月14日（水）・7月12日（水）　　　〃
東2・子育てさろん 猫実東自治会集会所 猫実1・2丁目 0〜3歳 5月9日（火）・7月11日（火）10：00〜11：30

西1 西1・にこにこ子育てサロン 堀江公民館 堀江、富士見 0〜1歳 5月24日（水）10：00〜11：30

西2 西2・子育てサロン 富士見和貴会館 富士見，舞浜 0歳 4月17日（月）・5月15日（月）10：00〜11：30
6月19日（月）・7月10日（月）　　　〃

南1
南1ふれあい親子広場今川 今川記念館 今川、富岡 どなたでも 5月17日（水）・6月21日（水）10：30〜12：00
南1ふれあい親子広場富岡 富岡公民館 今川、富岡 0歳〜入園前 7月開催予定 10：30〜12：00 ※お問合せください
南1東野子育てサロン 東野クラブ会館 東野 0歳 5月19日（金）10：00〜11：30

南2 南2支部子育てサロン 富岡公民館 弁天 0〜3歳 4月17日（水）10：00〜11：30
北1 北1ふれあい子育てサロン 当代島公民館 当代島、猫実4・5丁目 0歳〜2歳 4月25日（火）10：00〜11：30

北2 子育てわいわい広場 第10区自治会集会所 北栄1〜3丁目、猫実3
丁目 0歳〜2歳 5月12日（金）・6月2日（金）10：00〜12：00

7月7日（金）　　　　　　　　　　〃

海浜1
入船1・2・3丁目合同子育てサロン エアレジデンス3階キッズルーム 入船1・2・3丁目 0〜3歳 5月12日（金）・7月14日（金）10：00〜12：00

入船6丁目ふれあい子育てサロン 入船東エステート合同集会所 入船6丁目 どなたでも 5月12日（金）・6月9日（金）10：00〜12：00
7月14日（金）　　　　　　　 　　〃

海浜2
子育てサロン 海園の街保育園

子育て支援センターハミング内 日の出、明海 0〜3歳 5月8日（月）・7月10日（月）10：00〜12：00

子育てサロン アールフォーラム
新浦安キッズルーム 日の出、明海 0〜3歳 6月開催予定　10：00〜12：00 ※日程未定　お問合せください

支部社協の子育てサロン

ご利用ください子育てサロン

足湯体験ブース

防災食の試食では、その美味しさに子どもたちもパクパク 掃
か も ん

部氏による実体験に基づいた講演

災害ボランティアセンター
ホームページ
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環境にやさしい
植物油インキを
使用しています。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

〒 279-0042 浦安市東野 1-7-1 総合福祉センター内
電話 047-355-5271  FAX 047-355-5277　 fukushi@urayasushi-shakyo.jp●社会福祉法人浦安市社会福祉協議会


