住み続けたいと思える地域をつくるために
うらやす社協のキャラクター
「うらちゃん」
です。
「うらやす
社協だより」
は4 月・7 月・10
月・1月と年4回お届けします。
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「みんなでつくる、だれもが安心して
いきいきと暮らせるまち」
を目指して

「東2お花見さろ

ん」での地域交流

入れ
よる花壇の手
レットクラブに
見明川マーガ

堀江・さくら広場花苗の植付

撮影場所：舞浜地区の桜並木

Front News & Topics

〜笑顔満開、サクラも満開！
「東2お花見さろん」〜
た皆さんの笑顔いっぱいのサロンとなりました。
地域の交流の場として開催している各支部のサロン活動。皆さんもぜひ足を
運んでみてください。
（開催の予定は、各支部の広報や社協ホームページでご案
内しています。）

スマホでも見やすくなりました！

ホームページリニューアル
http://urayasushi-shakyo.jp
4 月4 日
（月）
、毎年恒例の
「お花見さろん」
が満開の桜のもとに行われました。
これは、北栄4 丁目と猫実1〜2 丁目、海楽で活動している支部社会福祉協
議会
「東2 支部」が支部推進委員
（熊川正明さん）の庭をお借りして行っている、

特集 1

平成 28 年度
浦安市社会福祉協議会事業計画………P2・3

特集 2

Voice あなたのまちの支部社協………P4・5

毎年大好評の催しです。
今年も近くのみのり保育園の園児たちがお遊戯を披露しに来るなど、参加し
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平成28年度 浦安市社会福祉協議会事業計画

地域の力を未来へつなぐ
架け橋となる社協に…

今年度、社協が
新たに取り組む
事業を紹介します。

ン

康サロ

西２健

うらちゃんサロン望海（子育サロン）

東野小学校地区児童育成クラブ

1

2

介護予防・日常生活支援総合事業に伴う
体制整備
介護保険制度の改正に伴い、予防給付の中の訪

富岡公民館との連携による
地域拠点の運営
既存の制度だけで解決することが難しい地域社

問介護及び通所介護が「日常生活支援総合事業」

会における様々な課題に対し、地域の力によって

に移行され、地域の実情に応じて効果的に実施で

援助するしくみが必要とされています。

きることになります。

富岡公民館に新たに設置されるスペースを活用

これにより、地域の福祉力の形成や介護保険利

し、公民館事業として進めている「交流・居場所

用者への支援、サービスの質の向上など、多様

づくり」
「地域づくり」と連携し、相談窓口や高齢

な機関と連携しながら一体的に介護保険事業の推

者等が集う場として、地域の方々と共に新たな地

進を図っていく役割として「生活支援コーディネー

域拠点の運営を行ってまいります。

ター」を配置します。
併せて、地域の様々な福祉資源とサービスを結
びつける役割として、浦安市の施策である「協議体」
の設置に向け、市と共に介護保険制度を軸とした
地域のネットワーク構築を進めます。

エスレ高洲での脳トレ

3

富岡小学校地区児童育成クラブ
本年４月から富岡小学校地区児童育成クラブの運

4

日常生活圏域の設定に伴う
新しい支部の設置と支部社協区割り再編
浦安市が策定した「浦安市高齢者保健福祉計画」

5

「
（仮称）後見支援委員会」の設置
高齢化に伴い、認知症高齢者が増加して成年後

営を行うことになりました。児童育成クラブの運営

では、４つの日常生活圏域が設定され、４月から新

は東野小学校地区児童育成クラブに次いで２つ目と

町地域（日の出・明海・高洲）を管轄する地域包括

親族や専門職だけでなく、成年後見の担い手と

なります。東野小学校地区児童育成クラブで培った

支援センターが高洲地区に設置されます。これに伴

して市民の役割が強まると考えられており、市民

ノウハウ等や社協の最大の財産である地域力、コ

い、東野１〜２丁目・東野3丁目（1 〜 9）
・富岡・今

後見養成事業を実施しています。

ミュニティを活かし、
「一人ひとりが主役となれる場」

川・高洲で活動している南１支部から高洲地区を分

今年に入り、千葉県家庭裁判所管内でも市民後

「異年齢による遊びを通じ、社会性・自主性を育て

区し、新たに「南３支部」を設置します。今後、中町

見人が初めて選任されたことから、弁護士会、司

る場」
「安心して過ごせる場」の方針に基づき、き

地区に地域包括

法書士会、社会福祉士会と協議しながら、
「誰が支

支援センターが

援を行うのか」
「どのような機関が担うのか」といっ

増設されていく

た点を具体的に検討・判断していくための「
（仮称）

ことから、これら

後見支援委

を踏まえ支部社

員会」の設置

協の地区割り再

に取り組みま

編について検討

す。

元町圏域

め細やかな運営をしてまいります。

中町（北部）
圏域

中町（南部）
圏域

新町圏域

を進めます。

見制度のニーズが高まっています。

関係団体ミーティング
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うらやす社協だより

ンター）

老人福祉セ

! 」（
Let's Sing
で楽しく「

災害ボランテ

ィアセンター

みんな

社協が重点を
置いて取り組む
事業です。

1

子育て支援事業の充実
子育て中の親と子が気軽に集い、

http://urayasushi-shakyo.jp
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スタディバス

視察研修

2

支部社協活動の拡充と
活動計画の推進
支部社協は、住民同士のつながり

かぜ祭

美浜☆はま

東１支部・

3

広報・啓発活動の充実
社協の事業や活動内容を市民に

相談、情報交換ができる子育てサロン

や地域性を生かした相互の助け合い

知っていただくことは、支援を必要と

として、旧医院を活用した「堀江つど

に日頃から取り組んでいますが、こ

している人はもとより、地域活動者

いの広場」や UR 都市機構やふたば

のような地域の結びつきは、有事の

を増やすきっかけともなります。 社

保育園の協力による「うらちゃんサロ

際の支援にもつながっていきます。

協が実施している事業の説明や PR

ン望海・北栄」は、開設以来、多くの

今後も支部社協の活動を拡充してい

活動を積極的に行うための小冊子等

親子に利用されています。今後も地

くために、平成27年度に各支部で策

の作成を行うとともに、今後も出前

域のニーズに応じた様々な企画を進

定した支部社協活動計画を推進して

講座の実施や広報誌の配布方法の検

め、新たなサロンの拡充を目指します。

いきます。

討を行い、より多くの市民に社協を

また、会員相互によるたすけあい

また、支部社協を支える新たな推

理解していただく方策を検討します。

のファミリー・サポート・センターに

進委員を増やすための取り組みとし

また、幅広い世代に社協を知って

ついても、安心して子育てができる

て、市民を対象とした地域活動講座

いただくために、平成28年２月にリ

よう地域の強みを活かした運営に取

を開催し、活動に参加しやすくする

ニューアルしたホームページで常に

り組みます。

ためのしくみづくりを進めます。

新しい情報を発信していくとともに、
ツイッター・フェイスブック等の SNS
（ソーシャルネットワーキングサービ
ス）機能を活用し、広報・啓発活動
の充実に努めます。

「堀江つどいの広場」お楽しみ会

4

認知症カフェ事業の推進

5

市民後見人養成と
終活セミナー事業

北2支部・猫3サロン

6

災害ボランティアセンターの
運営

7

老人福祉センターの運営

（浦安市からの指定管理事業）

認知症の方とその家族が地域で安

平成26年度に実施した養成講座

災害の発生時に大きな力となる専

認知症の方の意思が尊重され、で

心して生活ができるよう、地域包括

の修了者20人が後見支援員として登

門職ボランティアを引き続き育成す

きる限り住み慣れた地域で、自分ら

支援センターなどの関係機関と連携

録し、現在研修を重ねています。

るほか、災害時のつながりづくりや、

しく暮らし続けることができる地域の

を図りながら、
「より処ぽっかぽか」

今後、事例の検討や後見人として

災害ボランティアセンターの運営な

実現を目指して、市や社協では様々

など地 域 拠 点を活 用した認 知 症カ

の手続き・申立書類、報告書の作成、

ど各種事業を、市と調整しながら取

な事業を展開していますが、老人福

フェ事業に取り組みます。

福祉制度などの研修を実施し、近い

り組みます。

祉センターでも、認知症や介護につ

住み慣れた地域で安心して生活が
できるよう、認知症の早期発見や医
療、福祉、介護の支援の場としてい
きます。

将来「市民後見人」として受任でき
るよう養成事業に取り組みます。
また、人生の締めくくりを自ら演出
し充実した余生を送るため、相続や

また、発災時に災害ボランティア

いての相談を充実し、認知症初期

センターを設置する交通公園・若潮

集中支援チームや地域包括支援セン

公園に災害時に必要な備品を整備し

ターとの連携を密にしながら認知症

ていきます。

の早期発見に努めます。

遺言、任意後見制度などを学ぶ講座、
樹林墓地や合祀廟の見学などの「終
活セミナー」事業を実施します。

認知症語らい喫茶「うらちゃんカフェ」

3

釈迦寺見学

災害ボランティアセンター運営訓練

茶道初釜会

4

Voice

http://urayasushi-shakyo.jp
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あなたのまちの支部社協
今年 5 月、新たな支部が高洲に誕生します。
ますます身近になる支部社協、ご自分の地域の
支部活動にぜひ注目してください！

東 1 支部（美浜）

●美浜☆はまかぜ祭

東 1 支部では、中学生が様々な体験を通じて地域の人々とふれあうことに
より支え合いの心や社会性を育むこととを目的に福祉体験型文化祭を開催し
ています。
日 時：11 月第 3 金曜 ※変更の場合あり
午後 1 時 10 分〜 3 時 30 分
会 場：美浜中学校
（美浜 5-12-2）
申 込：不 要。直接会場に
（持ち物特にな
し）。
●推進委員の声
地域の方々と共に行う福祉体験は、人
と寄り添うことで胸に響きました。他に「地域での交流
が深まりとてもよい機会でした。」「他学年の保護者の方
と交流できてよかったです。
」などという意見がありま
した。
（藤田順子さん）
●参加者
（生徒）
の声
「地域の方々とたくさん交流できてすごく充実してい
た。
」
「福祉に興味がでた。
」
「点字の大切さがわかった。
」
「福祉体験を社会にでたときに生かしていきたい。」

西 1 支部（堀江 3・4・5 丁目、富士見 2・3 丁目）
●高齢者向けバスツアー

西 1 支部では、毎年地域の高齢者を対象と
したバスツアーを実施しています。今年は国
の重要文化財である旧岩﨑邸庭園を見学し、
また皇居の外苑で昼食をいただきました。
実施日：2 月 28 日
（日）
行き先：旧岩﨑邸庭園・皇居外苑
参加者：100 名
●推進委員の声
10 年以上前から続けている「ふれあい祭り」と共にこ
の高齢者向けバスツアーを行っていまして、支部としては
とても歴史のある事業です。毎回 100 名程度の参加者が
おり、今回は豪華なお弁当を食べていただきました。準備
は大変でしたが好評をいただくことができました。これか
らも楽しく安全にこのバスツアー事業を継続していきたい
と思います。
（富谷信夫さん）
●参加者の声
皇居外苑でお昼をいただきました。天候にも恵まれ、歴史ある場所を訪れ、
思い出深いバスツアーとなりました。また来年も参加したいです。

南 1 支部（東野 1・2 丁目、東野 3 丁目 1 〜 9、富岡、今川、高洲）
●東野子育てサロン

南 1 支部では 2 か月に 1 回、主に 0 歳児のお子さんとママ・パパの集える
場所として東野子育てサロンを行っています。※富岡と今川は 2 か月おきに
それぞれで開催。
日 時：奇数月第 3 金曜日 午前 10 時〜 11 時 30 分
会 場：東野クラブ会館
持ち物：外出に必要な物
申 込：不要。直接会場へ。
●推進委員の声
東野地区は堀江公民館まで行かないと子育てサロンがなかっ
た 5 年前に推進委員に声を掛け、場所を確保し東野地区で子
育てサロンを始めました。毎回 15・6 組の親子が参加してい
ます。自分の住んでいる近くで子育てサロンが開催されれば母
親同士が顔見知り・仲間づくりができ、細かい情報も教えることができます。
このサロンの出会いがきっかけとなって、みなさんがどんどんつながって
いってくれたらこんなにうれしいことはないです。これからも地域のみんな
で助けて見守ってあげたいと思います。
（軽部節子さん）
●参加者の声
「子育てサロンに来ると、こどもを自由に安全に遊ばせられるのがうれしい。
」
「同
「
」他の赤ちゃんも見ることができて楽しいです。
」
じような月齢の子と遊べてうれしい。
※平成 28 年度より高洲地区は、南 3 支部となります。

No.92

東 2 支部（北栄 4 丁目、猫実 1・2 丁目、海楽）
●東 2 さろん

東 2 支部では、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
齢者さろんを各地域ごとに、身近な場所で工夫を凝らし、年 3 回開催してい
ます。
●推進委員の声
ご近所の皆さんの地域の交流の場として自治会集会
所で開催しております。毎回楽しみにして頂いています。
昼食を食べながらも会話が弾み「交流の輪」が広がっ
ています。毎回お誘いする時は、新しい方が参加して
頂けるように心掛けていますので、ますます参加者が増
えています。これからも参加者からの感謝の言葉を励
みに協力し合い、活動を続けていきていと思っています。
（横山孝子さん）
●参加者の声
さろんへ参加することを楽しみにしています。
皆で美味しいご飯を食べながら懐かしい昔話しを
したり、お洒楽を観たり、歌をうたったり、ビン
ゴゲームをしたりと楽しい時間を過ごすことがで
きました。次回もまた参加したいです。

西 2 支部（堀江 1・2・6 丁目、富士見 1・4・5 丁目、舞浜）
●西 2 子育てサロン

西 2 支部では、主に富士見・舞浜地区にお住まいの 0 歳児のお子さんとお
母さん・お父さんのための憩いの場として、
「西 2 子育てサロン」を行っています。
日 時：毎月第 3 月曜日
午前 10 時〜11時 30 分
会 場：富士見和貴会館（富士見 5-8-34）
持ち物：バスタオル・外出に必要な物
申 込：不要。直接会場に。
●推進委員の声
西 2 支部のエリアの中で最も子育て世代の多く住んで
いる富士見地区で平成 19 年 10 月に子育てサロンを始め、
ずっと続けています。参加したママたちは楽しそうに話し
をして、ママ友を作って帰っていきます。ママたちが子育
てについて一人で悩んでしまわないよう、これからも活動
を続けていきたいと思います。
（市坪惠利子さん）

●参加者の声
これからどうやって子育てをしていくかいろんな人の話を聞きたかったので、
リラックスして、たくさんのママたちとおしゃべりができ良かったと思います。

南 2 支部（東野 3 丁目 10 〜 41、弁天、鉄鋼通り、港、千鳥）
●見明川中学校の地域活動清掃に豚汁を提供

3 月 23 日
（水）見明川中学校の生徒
による地域活動清掃が行われました。
当日は、周辺地域の清掃活動を中学
生と行うことで、弁天地区が美化清掃
で福祉コミュニティの形成につながるこ
とを期待して生徒達に協力しました。
清掃終了後、がんばった生徒達に推
進委員が手作りをした豚汁を提供しま
した。

●推進委員の声
南 2 支部は、平成 25 年から3 年間、千葉県より福祉
教育推進団体の指定を受けました。学校との繋がりを今
後とも継続し、福祉教育の推進を一過性のものとしない
ために各種団体などとネットワークでの取り組みが必要
であると考えています。
（安藤克子さん）
●参加者
（生徒）
の声
「豚汁がすごくはおいしかったです。また、
来年もやってほしいです。
」
「こ
ども達と交流するきっかけができて楽しかった。
」
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北 1 支部（当代島 1 〜 3 丁目、猫実 4・5 丁目）

5

北 2 支部（北栄 1 〜 3 丁目、猫実 3 丁目）

●ふれあいスポーツ大会

北 1 支部では、スポーツボッチャ大会を
毎年 11 〜 12 月頃に中央・当代島公民館で
交互に開催しています。昨年は 11 月 7 日に
当代島公民館で行いました。
●推進委員の声
ボッチャはパラリンピックの競技種目でもあり、老若男女、皆さんで楽し
むことができるスポーツです。
参加者の皆さんは 3 人 1 組のチームを作り、対戦します。普段は仲の良い
友人も組み合わせにより、敵にも味方にもなりますが、試合中は「キャーア」
「惜しい」
といろいろな声が聞こえてきて賑やかです。
また、
当代島公民館の喫茶店あいらんどさんのご厚意により、美味しいコー
ヒーをサービスしていただき、参加者の方は試
合の合間にホッとされていました。優勝決定戦
には参加者全員で大声援を送りました。皆さん
がお元気でうれしいです。
（写真：右より、岸美
栄子さん、越津和子さん、増田れい子さん）
●参加者の声
「ありがとうね‼楽しかった。
」
「来年も頑張るよ。
」
「優勝したわ‼うれしい。
」

●高齢者サロン

北 2 支部では各地区を対象とした高齢者サロ
ンを年 4 回行っております。
防犯講話、簡単な手芸サロンやオカリナ演奏
会と幅広くテーマを決めて開催しております。
●実施会場
・猫実 3 丁目サロン（年 2 回）
…猫実三丁目自治会集会所
（猫実 3-7-25）
・10 区サロン（年 1 回）…第 10 区自治会集会所
（北栄 1-3-25）
・北栄 3 丁目サロン（年 1 回）
…北栄三丁目自治会集会所
（北栄 3-19-17）
●推進委員の声
北 3 サロンをはじめ、各サロンとも参加者が増えて地
域に定着してきました。参加者が集まりやすいように防犯
講話や手芸などテーマを決めて開催しております。すこし
でも明るく楽しいひと時を過ごして頂けると幸いです。
比較的女性の参加が多いので男性の参加者が増えるような
サロン内容を考えてきたいと思っております。
（合力知江さん）

●参加者の声
近所で開催されるサロンは、参加しやすく、とてもありがたいです。外出
のきっかけとなるので今後も続けてほしいです。

海浜 1 支部（入船）

海浜 2 支部（日の出、明海）

●海浜 1 支部統一事業
「健康フェスタ 健康寿命を延ばそう」
を開催

●ひので Café

●推進委員の声
統一事業のほかにも各丁目でサロンやイベントをたくさ
ん開催しています。楽しく交流できますので、ぜひご参加
ください。
（橋本充子さん）
●参加者の声
「体操と音楽の組み合わせが最高でした！またぜひ企画
してほしいです。
「ラジオ体操の知識が増えました。ウォー
」
キングもやっているので、今日学んだことを生かしたいです。」

●推進委員の声
「遊んで 学んで ゆたかな人生を」のキャッチフレーズ
を掲げ、日の出公民館との協働で 27 年度より立ち上げた
新しいシニアサロンは、おかげさまでご好評です！生き生
きとイベントを楽しみ、その後のティータイムで和やかに
会話を楽しんでいただける空間をご用意し、参加者の皆様
の交流を大切にしています。これからも皆様の笑顔づくり
の場所をご提供できるように頑張っていきたいと思います。
（木田由香利さん）
●参加者の声
ひので Café で行われる講話やバスハイク等が気になって参加しました。
勉強にもなり、近くの知り合いも増えたので嬉しいです。

入船地区で活動している海浜 1 支部は、各丁目ごとに様々なサロンを行っ
ています。また年に 1 回、地区の統一事業も行っています。
今年の統一事業は
“健康寿命を延ばそう”
をテーマに「健康ラジオ体操教室」
とピアノ＆オカリナの演奏会を 3 月 11 日に
行いました。
当日は、92 名の参加者で大盛況！ラジオ
体操後の演奏会では、入船にお住まいの中村
玲子さんと倉地響子さん親子によるオカリナ
の音色が、体操で疲れた体に心地よく響いて
いました。

北２支部
北１支部
駅

浦安

西１支部

海浜 2 支部と日の出公民館との共催で、日の
出・明海地区にお住まいの 65 歳以上の方を対
象に、シニアサロンを行っています。
日 時：原則毎月第4月曜日 午前10時〜12時
会 場：日の出公民館
申 込：4 か月を1 期とし、公民館発行のルネサ
ンスや団地の掲示版等で募集します。

東西線

東１
東２支部 支部
南１支部
JR京葉線

新
浦
安
駅

〜
「南 3 支部」
が誕生します〜

海浜１
支部
海浜２
支部

野 3 丁目（1 〜 9 番）
、富岡、今川、高洲で活
動していますが、よりきめの細かな活動がで
きる支部社協を目指し、今年 5 月に高洲地区
が南 1 支部から分区し、新たに
「南 3 支部」と
して活動がスタートします。
支部社協の新設や地区再編は、サロン活動

南３支部

舞浜駅

などがより一層身近な地域で行われるなど、
地域の方々にたくさんメリットがあります。
社協では今後も支部社協の再編などに取り組
みます。

南２支部
西２支部

現在、
「南 1 支部」は、東野 1 〜 2 丁目、東
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平成 27 年度

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 27 年度は赤い羽根共同募金が 4,303,682 円
歳末たすけあい募金は 5,879,743 円のご協力をいただきました。

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

◦老人クラブのねたきり友愛

等に使われます。

◦広報・啓発事業

福祉に活用し、3 割が県内の民間福祉団体の施設整備
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

訪問事業活動助成事業

◦支部社協活動拠点整備事業
等に活用しています。

◦子どもたこあげ大会への活動助成事業

募金方法
地域歳末募金
戸別募金
6,905 件 3,564,706 円
街頭募金
11 件 444,133 円
法人募金
160 件 665,720 円
団体募金
50 件
50,000 円
イベント募金
14 件 802,356 円
１円玉募金
36 件 149,807 円
老人クラブ
その他募金
13 件 203,021 円
合計
7,189 件 5,879,743 円

ⓒ中央共同募金会

募金方法
赤い羽根共同募金
戸別募金
5,631 件 2,478,448 円
街頭募金
12 件 325,684 円
法人募金
171 件 680,374 円
学校募金
25 件 282,039 円
団体募金
34 件 164,646 円
イベント募金
39 件 180,518 円
その他募金
27 件 191,973 円
合計
5,939 件 4,303,682 円

歳末たすけあい募金活用の報告
歳末たすけあい募金は、すべて浦安市内の地域福祉へ
地域で行う活動や事業に使用するため、荷物運
活用されます。浦安市では
搬用軽貨物車両を貸出します
◦在宅障がい児、施設に入所されている方（児童・成人）
2. スロープ付き軽車両の貸出
交通遺児世帯への歳末援護金
車いす利用者の方の外出支援のため、軽車両を
◦地域福祉活動として、地域で活動する支部社協への
貸出します
活動助成
◦その他、
ひとり暮らし高齢者への年賀状・カレンダー
◦地域福祉事業として、福祉車両
（リース）
や備品を整備
配布、歳末チャリティー映画の開催、地域福祉活動
1. 軽貨物車両の貸出
拠点の整備等に活用しています。

善 意 の ご 寄 付 あ り が と う ご ざ い ま す
平成 28 年 1 月 1 日〜 3 月 31 日（敬称略・順不同）

一般寄付

10 件

260,771 円

社協募金箱寄付

32 件

44,110 円

【募金箱設置協力先】

今川オートサイクル
横川自転車

共栄石油株式会社浦安駅前給油所、株式会社ワイズ

サイクルプラザ秋山

マート本社、当代島公民館、すたじお真三、文化会館、

山一興産株式会社

浦安商工会議所、みのり保育園、青木、公益社団法人

浦安囃子保存会

浦安市シルバー人材センター、有限会社ブルックス、

ティスル・スコティッシュ・カントリーダンス

中央公民館、ママショップ加納クリーニング、マイパ

全国友の会浦安方面

ティオ美浜、美浜公民館、共栄石油㈱浦安入船給油所、

NPO 法人日本入れ歯リサイクル協会

日の出公民館、日本生命保険相互会社、富岡公民館、

あすか 21

浦安富岡郵便局、明治通商株式会社、ビーナスプラザ、

匿名1件

浦安郵便局、より処 ぽっかぽか 福祉の交番、浦安市
社会福祉協議会、老人福祉センター、株式会社一光湾

物品寄付

1件（平成 27 年 11月受領）

明治安田生命労働組合船橋支部

お仕事をご依頼ください！

会員募集中

（60才以上の方）

公益社団法人

浦安市シルバー人材センター
〒279-0004 浦安市猫実2-12-7

T E L 047-355-4001
FAX 047-355-4002
ご葬儀は
安心・信頼・誠実の

シルバー葬祭部

10120-384-680

平成 27 年度義援金について
◦台風 18 号義援金
◦ネパール地震災害福祉活動支
援募金
皆様よりいただきました義援金は
千葉県共同募金会を通じて被災し
た方々へ送られました。ご協力あ
りがとうございました。

平成 28 年度

浦安市社会福祉協議会
会員・会費のお願い

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、エスレ高洲、健康
センター、ふたば保育園、青少年館、匿名
平成28年度

やってみようよ福祉のおしごと

福祉の職場体験事業
参加者募集

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、地域の方々の
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
の方々に社協の会員として会費という

始める
今ここから

！
事！
福祉のお仕

生の
小・中・高校 。
迎
体験も大歓
社会福祉法人

千葉県社会福祉協議会
千葉県福祉人材センター

TEL:043-222-1294 FAX:043-222-0774

形でご参加・ご支援をいただいて
います。社協会費へのご協力をよろ
しくお願いします。
会員の種類

一般会員 一般世帯の方

会費
（年額）

１口

300円

社協の地域福祉
特別会員 活動に特にご協 １口 1,000円
力いただける方

賛助会員 法人・事業所等 １口 2,000円
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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
アートグレイス・ウエディングコースト（ベ
ストブライダル）
アート美容室
株式会社 ikk
有限会社アイシン
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
阿久津耳鼻咽喉科医院
アクス保育園
東建設株式会社
あたらしや
株式会社アップス
株式会社アドバンス
アベスチールパイプ株式会社
株式会社アミル
有限会社新井商店
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
有限会社泉正商店
市川浦安地区保護司会
市川市農業協同組合浦安市支店
市川恵子社会福祉士事務所
有限会社伊藤洋品店
株式会社伊藤モータース
有限会社伊藤青果店
医療法人社団あべメンタルクリニック
医療法人社団恵仁会牧野クリニック
医療法人社団健勝会浦安ふじみクリニック
医療法人社団康栄会浦安病院
医療法人社団頌栄会ベイシティクリニック
医療法人社団司誠会イナガキ眼科
医療法人社団泰山会山本医院
医療法人社団禎心会浦安サンクリニック
医療法人社団孚誠会浦安駅前クリニック
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
株式会社ウダガワ測量
有限会社内田商店
株式会社ウチダ・ファミリー・コーポレー
ション
浦安魚市場協同組合
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
浦安市商店会連合会
浦安商工会議所
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
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
浦安ブライトンホテル
有限会社浦安丸勝
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
大川水産株式会社
有限会社大滝事務所
オオツカ歯科クリニック
有限会社大塚商店
大塚興産
大村不動産鑑定事務所
株式会社岡崎金物
おかべ会計
置鮎工業
小沢興業株式会社

オザワ産業株式会社
有限会社小畑工務店
オリックスリビング株式会社
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
Kazu クラフト
有限会社鹿島防水
雅心堂歯科医院
片岡自動車工業株式会社
有限会社勝花
樫原建設株式会社
学校法人川見学園吹上幼稚園
株式会社カネコ
金子小児科クリニック
金子製作株式会社
金又商店
カリン
有限会社川崎製作所
かわばた眼科
関東宇部コンクリート工業株式会社浦安
工場
北日本石油株式会社
株式会社久兵衛
有限会社金三郎
株式会社近代
くさかり眼科
有限会社熊川自動車
クリーンエース株式会社
有限会社クリンズ
黒崎インターナショナル株式会社
有限会社クワバラ
けいとや
京葉ガーデン株式会社
京葉銀行浦安支店
劇団飛行船千葉事務所
建音楽教室
有限会社剱持電気商会
有限会社廣進
有限会社功徳林
有限会社コガ薬局
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
今野畳店
さかいクリニック
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
有限会社さつまや
佐藤鐵鋼株式会社
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
三歩木材有限会社
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
株式会社鹿野建設
有限会社シゲタ
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
司法書士村岡規夫事務所
清水鋼鐵株式会社
下長海苔店
写真館テディベア
社会福祉法人聖隷福祉事業団浦安エデンの園
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
株式会社ジャパンビバレッジ東京船橋支店
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
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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
新浦安こどもクリニック
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
須賀芳恵
鈴木医院
有限会社鈴木工務店
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
有限会社スタジオしんぞう
株式会社スチール東京支店
スパ＆ホテル舞浜ユーラシア
株式会社スペースワン
有限会社清管工営
有限会社関口塗料店
株式会社清五郎運送
株式会社セブンサービス
税理士法人桜頼パートナーズ会計 氏原
事務所
株式会社誠心堂薬局浦安店
聖心小児科医院
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
有限会社総合リハビリ研究所
総武工業株式会社
相馬のり店
袖浦設備工業株式会社
株式会社ダイゴ
株式会社醍醐商店
有限会社大貞
大衆割烹 丸正
株式会社大樹園
株式会社大長
株式会社ダイニチ
株式会社太平金属工業所
大蓮寺
有限会社高橋商店
株式会社宝珠造園土木
株式会社多喜運輸
滝口耳鼻咽喉科
田口建設株式会社
田口住宅工業
NPO 法人たすけあいはとぽっぽ
田所医院
田中経営法務事務所
田中鉄鋼販売株式会社
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
ツチヤ印房
株式会社テスコム
株式会社電機産業
出店鉄鋼株式会社
有限会社伝次郎商店
東栄経友会浦安支部
東栄信用金庫浦安支店
有限会社東栄堂
東学寺
東基工業株式会社
東京シティ信用金庫浦安支店
東京ベイ信用金庫浦安支店
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
トーヨーウレタン株式会社
東洋酵素化学株式会社
有限会社徳兵衛商店
ナガイ管工株式会社

（五十音順・敬称略）

長野印刷株式会社
株式会社長福
有限会社ナリタ
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
野嶋電機工業所
株式会社野田屋水道部
有限会社ノラ・ミュージック
バーバーサワダ
有限会社ハウスクラフト
株式会社ハウスリペア
株式会社光設備
引野造園株式会社
彦田ハウジング株式会社
日田運輸株式会社
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
有限会社ファルコンエンタープライズ
双葉商事株式会社
株式会社プラザサンルート
有限会社フラワーショップサトウ
NPO 法人フレンズ
有限会平四郎商店
株式会社ベール松喜屋
有限会社ベンテンクリーニング
北部珠算学院
宝城院
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・新浦安フォーラム
有限会社政丸水産
有限会社増田屋商店
町田清英税理士事務所
有限会社松井商店
有限会社町幸
町山工業
有限会社守る
有限会社丸喜
有限会社丸参鋼材
株式会社丸政建材
丸正商事株式会社
丸矢木材工業株式会社
有限会社丸和ペイント
三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ
有限会社美津屋商店
株式会社みな川
みのり保育園
宮崎税務会計事務所
有限会社御代川商事
明治安田生命保険相互浦安営業所
株式会社明和地所
メイカイ株式会社
明海大学
株式会社明光企画
株式会社もとゆき
株式会社モビック
株式会社森田質店
モンテヤマザキ
ヤマト特殊鋼株式会社
株式会社山治
吉野クリニック
株式会社吉野工務店
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
了徳寺大学
ロイヤル防災株式会社
有限会社六本木三井ハウジング
株式会社和協
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Information

うらやす社協だより

No.92

ファミリー・サポート・センター交流会の開催

［平成 28 年 4 月〜 7 月］

4

平成 27 年度に、朗読ボランティアはまゆうは「千葉県社会奉仕賞」を、手話サークル青べかは
「厚生労働大臣表彰」
を受賞されました。

朗読ボランティア
「はまゆう」活動紹介

手話サークル
「青べか」
活動紹介

主に視覚障がい者を対象とする音訳グループです。
●活動内容・活動日時

35 年を経て、さらにサークルの目的である
『聴覚
障がいのある方との交流・親睦を図る中で手話を学
び、お互いの問題を話し合い活動を共にする』
を方針
に活動を続けています。
●活動日時：毎週月曜日
（月の末日が月曜日の時は休
み）
午後 7 時〜 8 時 45 分
●場 所：中央公民館 3 階
●会員数：25 名
（H28.3 現在）

時

間

自主 CD「はまゆ
第 1 金曜日 午前 10 時〜午後 2 時
う」
作成
「声の広報」作成 広報発行日前 午前 9 時 30 分〜午後 3 時
定例会

第 4 金曜日 午前 10 時〜 12 時

May

6

June

強化 週間 キャ
○民 生委 員・ 児童 委員 の日 活動
ンペーン［15 日（日）］

○浦安三社例大祭参加［17 日（金

）〜 19 日（日）］

7

July
［3 日
○ファミリー・サポート・センター交流会
（日）］

※最新情報はホームページをご覧ください。

【相談】
○成年後見制度・相続相談

5 月 10 日
（火）
・6 月 14 日
（火）
・7 月 12 日
（火）

○心配ごと相談
毎週木曜日

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

（総合福祉センター内の施設）…………………………………
●うらやすファミリー・サポート・センター
TEL 047-700-6601

famisapo@jcom.home.ne.jp

TEL 047-355-5315

sodan-shakyo@jcom.home.ne.jp

TEL 047-380-8864

urayasuvc@jcom.home.ne.jp

TEL 047-355-5520

info@urayasusvc.jp

●うらやす成年後見・生活支援センター

●浦安市ボランティアセンター

●浦安市災害ボランティアセンター
FAX 050-3153-2421

（その他の施設）…………………………………………………
●浦安市老人福祉センター（U センター）※指定管理
〒 279-0042 浦安市東野 1-9-1

TEL 047-351-2096

FAX 047-351-7373

ucenter@urayasushi-shakyo.jp

●エスレ高洲支部社協事務所

〒 279-0023 浦安市高洲 5-3-2

TEL 047-721-1294

t-shibushakyo@jcom.home.ne.jp

●東野小学校地区児童育成クラブ
〒 279-0042 浦安市東野 1-7-3
●より処 ぽっかぽか

〒 279-0041 浦安市堀江 3-9-22

TEL 047-304-1880
TEL 047-721-3737

h-shibushakyo@jcom.home.ne.jp

●堀江つどいの広場（子育てサロン）
〒 279-0041 浦安市堀江 3-1-8

h-tsudoi@jcom.home.ne.jp

TEL 047-351-2646

●富岡小学校地区児童育成クラブ
〒 279-0021 浦安市富岡 1-1-1
線
東西 駅
安
浦
④⑧⑫
⑤

TEL 047-352-7400

船橋

湾
岸
線
路
（
国
道
357
号
）

至西

消防署●

●市役所

JR新浦安駅

●レストラン
●
市役所入口
郵便局
郵便局前
老人福祉センター
（Uセンター）

●東野小学校 順天堂
病院●

総合福祉センター

至東京

◇毎年恒例の
「もち鍋会」
で聴覚障がいのある方々と
会員等の交流を図りました。
【代表・秋山文恵さん】
母の影響でこの活動を始めました。3 歳から母に連
れられて、自然と手話は覚えました。聴覚障がいのあ
【会員・小沢伊通子さん】
る方は外見ではわかりませんが、手話をやっていると
視覚障がいのある方々のお役に立ちたいと思って
気づけて手助けができます。かつてディズニーランド
活動を続けています。30 年以上その気持ちを持っ
でキャストさんの代わりに手話をし、感謝されたとい
て会は続いてきました。
う出来事が印象に残っています。ドラマなどで聴覚障
私たちの会の雰囲気はとても自由でリベラル。楽
がいのある方が取り上げられると、会員は増えます。
しく活動できる場であると自負しています。とても
この場所が聴覚障がいのある方の憩いの場所になれ
やりがいのある活動ですので、会員を増やして後世
ばいいなといつも思っています。
につないでいきたいと思っています。
【会員・平野昌江さん】
【会員・成毛雪子さん】
昭和 54 年に社会福祉協議会で行った手話の講習
この会が発足した当時の会員の一人です。初めは
会の修了者 46 人で活動を始め、昭和 55 年 12 月 1
4 〜 5 人で立ち上がり、視覚障がいのある方に新聞
日に会を発足しました。毎週月曜日の活動を35 年間
などの気になる記事を集め月に 1 回録音し、聞いて
続けています。聴覚障がいのある方が講師となるの
もらっていました。
名称は
「朗読グループ」
でしたが、 が基本となっていて、とても楽しい雰囲気なので、ずっ
花の名前
「はまゆう」
を加えました。
途中会員が減り、 と続けてこられたのだと思います。聴覚障がいのある
毎月の録音が厳しくなりグループを解散しようとい
方々にもっと来ていただきたいです。
「手話は聴覚障が
う時期もありましたが、利用者からやめないでほし
い者にとって大切な言葉である」
を基本にこれからも
いとの声を受け、続けることにしました。会員を増
頑張っていきたいと思います。
やすためにはどうしたらよいかと考えた時に、当時 【会員・野坂秋美さん】
市の方で行っていた
「広報うらやす」
の録音をさせて
手話を教えるために20 年前からこの活動に参加し
もらいたいと頼みに行き、粘り強くお願いし任せて
ています。参加者のみなさんが手話を覚えてくれると
いただけることになりました。現在、会員は 22 名
とても嬉しいです。特に資料も用意せず、当日の参
と増え活動の幅も広がってきています。ずっと活動
加者の様子を見ながら教えています。都合のつくとき
を続けてきてよかったと実感しています。
に気軽に参加しています。
※年 1 回程度、視覚障がいの方々と交流会を実施
●場 所：総合福祉センター
●会員数：22 名
（H28.3 現在）

5

月

障がいのある方をサポートしているグループを紹介します！

○福祉交流レクリエー
ション［17 日（日）］
主催：浦安市ボランテ
ィア連絡協議会
○認 知症 語ら い喫 茶う
らち ゃん カフ ェ［26 日
（火）］

月

この法律は、障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつ
くることを目指しています。
社協では、2 月 25 日
（木）
、本会理事・評議員、民生委員児童委員、支部社協推進委員、後見支援員等を対象に、
「障害者差別解消法と成年後見制度」
にかかる研修会を実施しました。
はじめに、成年後見・生活支援センターから
「成年後見制度や市民後見人について」
説明した後、千葉市視覚
障害者協会副理事長の高梨憲司氏による
「障害者差別解消法と権利擁護」
の
講演を行いました。高梨氏からは、法施行までの経緯や法律の要点、その
人らしい人生を送れるユニバーサル社会
（共生社会）
の実現に向けて、地域
に期待すること、などの話がありました。
参加者からの感想として
「障がいのある方への関わりについて考える良
い機会となった。
」といった声が多く寄せられ、これまで以上に地域に住
むすべての人々が、人格と個性を尊重し合い、安心して暮らせる社会を
つくることが必要と感じる研修会でした。
高梨憲司氏による講演

活動日

April

月

大人も子どもも一緒に楽しめるステージ

平成 28 年 4 月1日から
「障害者差別解消法」
が施行されました

活動内容

社協カレンダー
月

【時】7 月 3 日（日）午後 1 時〜 2 時 45 分
【所】
老人福祉センター
（U センター）
東野 1-9-1
【対象】
市内在住・在勤の方、先着 100 名 ※会員は別途申し込み
【内容】
「ケチャップマヨネーズ？」による
「大きな絵があるファミリー
コンサート」
【申し込み】電話で住所・氏名・電話番号・参加人数
（子ども同伴の場
合は子どもの年齢）
をファミリー・サポート・センターへ（月〜土曜
日の 9 時〜 17 時）
【問】
うらやすファミリー・サポート・センター TEL047-700-6602

2016年（平成28年）4月15日号

●東西線浦安駅前、東京ベイシティ交通バス④⑧⑫番線で『市
役所入口郵便局前』下車、徒歩 3 分
●京葉線新浦安駅北口、東京ベイシティ交通バス⑤番線で『東
野保育園』下車徒歩 1 分
●京葉線新浦安駅南口、又は舞浜駅南口おさんぽバス「舞浜線」
で 26 番『総合福祉センター』下車すぐ
「広報うらやす」の原稿の読み合わせ 「広報うらやす」の原稿の録音

「もち鍋会」で会員同士が交流

手話で楽しく会話

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。

環境にやさしい
植物油インキを
使用しています。

