
〜新町地域の方々を浦安三社祭へ〜
　うらやす社協では、6月17日（金）〜19日（日）に行われた四年に一度の「浦安三社祭」
への参加を新町地域にお住まいの方々に呼びかけました。5月には高洲公民館（エスレ高
洲）内に神酒所風の休憩所を設置してPRを開始し、服装や心得などの「参加説明会」を開
催。これまで三社祭を楽しむ機会のなかった新町の24家族、57名の方々が参加しました。
　堀江ぽっかぽか（社協拠点）の隣に神酒所ができたご縁で、堀江の「なかよし会」の方々
が全面的に協力してくださり、新町の大人も子どもたちも神輿を担ぎ、三社祭に参加す
る貴重な体験を存分に楽しんでいました。

元町から新町へ 
大人から子どもへ
浦安の絆をつなぐ

Front News & Topics

　6月17日（金）にリニューアルオープンした富岡公民館
（富岡3-1-7）1階に「富岡ぽっかぽか」がオープンしました。
　市内で、3か所目となる「ぽっかぽか」※は、地域の交流スペー
スとして、様々なサロンの実施や、相談窓口を展開し、見守り
支援や情報発信ができる地域福祉活動の拠点です。
　ぜひお気軽にお立ち寄りください。

「富岡ぽっかぽか」オープン！

「なかよし会の方々が子どもの
相手をしてくれて、導いてくれ
たり面倒をよくみてくださり本
当にありがたかったです。こ
のような機会がないとなかな
か参加することはできないの
で、とても貴重な2日間でした。
ありがとうございました。」

「高洲ぽっかぽか」高洲5-3-2（エスレ高洲1階）　電話721-1294
「堀江ぽっかぽか」堀江3-9-22（フラワー通り）　電話721-3737
「富岡ぽっかぽか」富岡3-1-7（富岡公民館1階）　電話380-1294
※�7月1日より「エスレ高洲支部社会福祉協議会」を「高洲ぽっかぽか」に、「より処ぽっかぽか」を「堀江ぽっかぽか」
に名称変更しました。

富岡公民館施設見学会「折り紙サロン」

「みんな喜んでくれてよかった。
我々は、決して担がせてあげたと
は思っていません。担いでもらっ
たと思っています。また4年後も
待ってます。」

（なかよし会 会長 池田俊一さん）

「新浦安に引っ越してきて三社祭を
知ったのが12年前。新町には神社
がなく、どうしたら子どもにお神輿
を担がせられるのかと思っていたら、
今回の企画をみつけ参加しました。
ありがとうございました。」
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「うらちゃん」です。ただ今、
社協会員の募集中です。
ぜひご協力をお願いします。

住 み 続 け た い と 思 え る 地 域 を つ く る た め に

エスレ高洲に神酒所風休憩所を設置
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3つの「ぽっかぽか」※
ぜひお立ち寄りください



子育てサロン

支部社協の子育てサロン

　少子高齢化や核家族化により、子どもを産み育てることへの
負担が大きくなっています。そんな中、昔のように地域で協力
して子育て家庭を見守り、サポートしていくことができるよう、
社協としてこれまで積み重ねてきた関係団体等のネットワーク
や地域の力を活用し、子育て支援の拡充を進めていきます。
　子育て支援課が現在行っている事業は、子育てサロン「うら
ちゃんサロン」の実施、つどいの広場の開設、育児の援助を受
けたい人と行いたい人が会員になり、お互いに地域で子育てを
支え合う「うらやすファミリー・サポート・センター」、放課後
や夏休みなどに保育を行う東野小学校地区・富岡小学校地区の
児童育成クラブの運営などです。そし
てさらに各支部社協では、16か所で子
育てサロンを行っています。
　これからも社協ならではの、きめの
細やかな地域に根ざした子育てのしや
すい環境づくりに取り組みます。

　仲良し夫婦ユニット「ケチャップマヨネーズ？」の「大きな絵のあるファ
ミリーコンサート」。スクリーンいっぱいの手作りの大きな動く絵本と、
楽器の演奏と歌声のハーモニー
が参加したすべての方々を温か
い気持ちにさせてくれました。
　会場となった老人福祉セン
ター（Uセンター）は、参加した
ご家族や高齢者の笑顔であふれ
ていました。

　みのり保育園のご協力により、乳幼児と子育て中の親が気軽に交流でき
る場として、オープンしました。
　初日は、保育園から木のぬくもりあふれる色とりどりの玩具のご提供が
あり、また看護師さんによる手洗い講座も行われ、30組を超える親子が
参加。母子保健推進員もご協力くださり、会場は元気に遊ぶ子どもたちで

いっぱいになりました。今後も、みのり保育園で月に1
回開催します。

　支援計画に基づいて定期的に利
用者宅を訪問し、必要に応じた福
祉サービス利用の援助や預貯金の
出し入れや支払い代行などをおこ
なう方を「生活支援員」と呼びます。
詳細は、うらやす成年後見・生活
支援センター（社会福祉協議会内）
までご連絡ください。

（☎355-5315　担当：牧野、鈴木）

社協に「子育て支援課」を設置しました

名　称 開催場所 日　時 対　象 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）

月曜日から金曜日
9時〜17時

（月1回土曜オープン）
3歳以下の子どもとそ
の保護者・妊婦

祝祭日・年末年始
を除きます

うらちゃんサロン望海 UR望海の街集会所
（明海4-2）

第1・3月曜日
10時〜15時

0歳児とその保護者・
妊婦 祝祭日と重なる

場合、日程の変更が
あります第2・4木曜日

10時〜15時
1〜2歳以下の子ども
とその保護者

うらちゃんサロン北栄 ふたば保育園
（北栄4-1-16）

毎月第3金曜日
10時〜12時

3歳以下の子どもとそ
の保護者・妊婦 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
（猫実2-4-7）

毎月第1火曜日
10時〜11時30分

3歳以下の子どもとそ
の保護者・妊婦

支部 名　称 開催場所 対象地域 対象年齢 平成28年度の開催日等
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・9・12・3月の第1月曜日　10：00〜11：30

東2
東2・子育てサロン 海楽菜の花クラブ（海楽公園内） 海楽、猫実1・2丁目、

北栄4丁目 3歳以下 毎月第2水曜日（8・1月除く）　10：00〜12：00

東2・子育てサロン 猫実東自治集会所 猫実1・2丁目 3歳以下 5/24（火）、7/26（火）、10/25（火）、12/13（火）、3/21（火）
各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 奇数月　第4水曜日（11月のみ第3水曜日）　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 毎月第3月曜日（8月を除く）　10：00〜11：30

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・6・9・10・1・2月　第3水曜日　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、11/9（水）、3/8（水）　第3水曜日　10：30〜12：00
南1東野子育てサロン 東野クラブ会館 東野 0歳児 奇数月　第3金曜日　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・8・12・2月　第2水曜日　10：00〜12：00
南2支部子育てサロン 弁天ふれあいの森公園 弁天 0〜3歳 6・10月　第2水曜日　10：00〜12：00

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 2歳以下 4・7・10・1月　第4火曜日　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 3歳未満 毎月第1金曜日※6月は休止　10：00〜12：00

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 5/13（金）、9/9（金）、2/17（金）　10：00〜12：00
入船6丁目ふれあい子育てサロン 入船東エステート集会所 入船6丁目 どなたでも 毎月第2金曜日　10：00〜12：00

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 3歳以下 奇数月　原則第2月曜日　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 3歳以下 不定期開催　10：00〜12：00

日常生活自立支援事業の
生活支援員を募集しています

生活支援員とは？

うらやすファミリー・サポート・センター
全体交流会を開催！

「うらちゃんサロン猫実」オープン！

7月3日（日）

7月5日（火）
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社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会
TEL047-355-5271 担当

大塚・田中

東野小学校地区
富岡小学地区
児童育成クラブ
支援員・アルバイト
募集中!

こどもの成長を応援するお仕事です!
まずはお気軽にご連絡ください

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
TE 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



（会費のご協力のお願い）うらやす社協会員募集について

市民が行う地域福祉活動を支えるため、
皆さまのご協力をお願いします

皆さまからの会費は、身近な地域での福祉活動に活用しています。

　うらやす社協（浦安市社会福祉協議会）の事業は、県
社協や市からの委託金、補助金、または共同募金等に
より運営しておりますが、地域福祉を推進していくに
は、市民や法人、団体の皆さまからのご寄付と会員加
入による会費も貴重な財源となっています。
　毎年、自治会等の協力をいただいて会員の募集を
行っておりますが、直接、社協の窓口でも、いつで
も加入していただくことができます。うらやす社協
の取り組みに、多くの皆さまのご協力をお願いいた
します。

社会福祉協議会、高洲ぽっかぽか、堀江ぽっかぽか、富
岡ぽっかぽか、郵便振替（口座＝00100-0-537628、名
義＝社会福祉法人浦安市社会福祉協議会）でも受け付け
ています。
各自治会でも、会員申込みのご協力をいただいています。

対象 会員区分 会費（年額）

地域福祉活動に
ご賛同いただける方

一般会員 1口　 300円
特別会員 1口　1,000円

法人・事業所等の方 賛助会員 1口　2,000円

　子育て中のお母さんやお父さんが、
子どもと一緒に立ち寄り、交流を深め
たり、子育てについて相談ができる場
として、市内各地域で子育てサロンを
開催しています。

子育てサロンでの演奏会

子育てサロンでの離乳食教室

子育て支援のために

地域福祉活動
（11支部社協事業）

ボランティア活動
（ボランティアセンター）

一般会費

300円240円
（80%）

60円
（20%）

会費の
使いみち

一般寄付　16件　557,725円
今川オートサイクル
サイクルプラザ秋山
横川自転車
石川美富悧
ビーナスプラザ
MONA新浦安
山一興産株式会社
ぶらり浦安ガイド
浦安拡大写本るーぺ
株式会社マルエツ

善意のご寄付
ありがとうございます！

平成28年4月1日〜 6月30日（敬称略・順不同）

地域福祉活動に活用させていただき
ます。

株式会社三和製作所
西門昭子
吉浪文子

ボランティア体験

中学生への福祉教育

ボランティアセンターの運営のために
　ボランティアをしてみたい方へ、ボラン
ティア情報や活動の場の提供を行ってい
ます。また、ボランティアをお願いしたい
方にその内容にあったグループを紹介す
るなど、高齢者や障がいのある方への支
援に取り組んでいます。

●地域でのつながりづくり
　ふれあいいきいきサロン（高齢者サロ
ン）や外出支援バス事業、見守りや声か
け事業など高齢者の居場所づくりや仲間
づくりを行い、孤立を防ぐための活動を
しています。

健康ラジオ体操

認知症カフェ事業

高齢者支援のために

認知症予防脳トレサロン

外出支援バス事業

●健康教室や福祉講座の開催
　健康や介護、相続・遺言など、高齢者
の生活に身近な課題をテーマとした健康
教室や福祉講座などを地域で開催して
います。また、健康寿命延伸事業、認
知症カフェ事業にも取り組んでいます

収　入
科　目 27年度（決算） 28年度（予算）

社会福祉事業
�会費 4,188,748 4,700,000
�寄付金 1,368,557 2,000,000
�市補助金　 80,376,503 84,807,000
�共同募金 9,495,891 10,513,000
�助成金 272,000 126,000
�受託金 261,238,877 295,049,000
�貸付金償還金 895,100 800,000
�利用料等 3,234,287 3,522,000
�受取利息等 156,063 182,000
�雑収入等 1,425,483 3,251,000
�繰入金（その他活動収入） 15,606,762 39,392,000
�前期繰越金等 37,889,260 15,297,000

計 416,147,531 459,639,000
公益事業
�会費 291,000 276,000
�受託金 15,399,400 15,268,000
�前期繰越金等 1,204,113 190,000
収益事業
�福祉自販機手数料等 11,620,532 12,500,000

事業区分間繰入金収入 △12,532,352 △13,208,000
合　計 432,130,224 474,665,000

平成27年度決算及び平成28年度予算 （単位：円）

　街頭募金や市内に設置した募金箱へ合
計1,275,196円（平成28年6月30日現
在）の義援金が寄せられました。
　義援金（共同募金）は、総合福祉セン
ター、老人福祉センター、高洲ぽっかぽか、
堀江ぽっかぽか、富岡ぽっかぽかで平成
29年3月31日まで受け付けています。
また、舞浜倶楽部富士見サンヴァーロ、
舞浜倶楽部新
浦安フォーラ
ムにも募金箱
を設置してい
ます。
　 引 き 続 き、
ご協力をお願
いします。
街頭募金協力団体（順不同）
ボーイスカウト浦安第1団、災害ボラン
ティアネットワーク、浦安市民生委員・児
童委員、支部社会福祉協議会、社協職員
有志

（街頭募金は計9回実施しました。）

平成28年熊本地震災害義援金

支　出
経理区分 27年度（決算） 28年度（予算）

社会福祉事業会計
　法人運営事業 101,297,940 132,536,000
　地域福祉活性化事業 26,006,333 38,518,000
　ボランティアセンター 4,195,065 5,385,000
　共同募金配分 9,828,899 10,515,000
　福祉貸付運営基金 140,722 5,150,000
　交通遺児等援護基金 120,820 221,000
　福祉資金貸付 5,247,062 5,439,000
　大型バス貸出事業 11,049,510 11,524,000
　成年後見・生活支援センター事業 32,670,540 37,814,000
　福祉サービス利用援助事業 2,245,246 2,349,000
　災害ボランティア 4,452,113 7,679,000
　障がい福祉事業 5,203,470 5,392,000
　老人福祉センター 133,573,723 140,252,000
　放課後健全育成事業 60,525,463 94,961,000
サービス区分間繰入金支出 △25,069,590 △38,096,000

計 371,487,316 459,639,000
公益事業会計
　ファミリーサポートセンター 14,291,705 14,478,000
　地域福祉センター 1,138,000 1,256,000
収益事業会計
　福祉自販機手数料等 11,620,532 12,500,000
事業区分間繰入金支出 △12,532,352 △13,208,000

合　計 386,005,201 474,665,000
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■各開催日・場所

■時間（共通）：10時30分〜12時
■募集人数：各100名程度
　　　　　　 お近くに限らず、どの地区への参加もできます。（複数回参加

も可）
■ 持 ち 物：上履き、タオル　※運動しやすい服装でお越しください
■募集期間：新町地区：7月15日（金）〜8月22日（月）
　　　　　　元町・中町地区：9月15日（木）〜10月24日（月）
■申込方法： 希望地区名・住所・氏名・電話番号を電話・FAX・メールの

いずれかで社会福祉協議会まで。（参加は無料です）
■申込・問合先：浦安市社会福祉協議会 地域づくり課（担当：佐久間・石田）
　　　　　　電話 355-5271

　Uセンター夏祭りはどなたでもご参加いただけます。おじいちゃんもお
ばあちゃんも、お父さんもお母さんも、ぜひお孫さん・お子さまとご一緒
に、お楽しみください♪ご来場お待ちしています。

◆終活とは
　身の回りを整理して、今後をより豊かに生きていくための活動です。自分自身
のためだけでなく、大切な家族のために「ありがとう」を伝える活動です。
　老後準備、遺言書作成、相続手続き、お墓事情などについて学びます。

　1、2回 総合福祉センター　3回 現地見学
　市内在住18歳以上、先着80名（全3回出席できる方） ※バスツアー各日、40名
　3回目のバスツアー　昼食代実費
　電話で社会福祉協議会へ（氏名・住所・年齢・電話番号）を355-5271まで

　　　※FAX・メールの受付は行いません。

　本年3月から、毎月1回、認知症
の方やその家族、認知症について知
りたい方、また地域の方どなたでも
参加できるカフェを実施していま
す。専門職も参加し、相談に応じて
います。

●今後の予定
7月28日（木）・8月30日（火）
9月29日（木）・10月25日（火）
　時間：13時30分〜15時30分
　会場：老人福祉センター

「犯罪や非行を防止し、 
立ち直りを支える地域のチカラ」

　7月は「社会を明るくする運動」強調月間で
す。「社会を明るくする運動」は、すべての国民
が犯罪や非行の防止とあやまちを犯した人たち
の立ち直りについて理解を深め、それぞれの立
場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全・
安心な地域社会を築くこうとする全国的な運動
で、今回66回目を迎えます。

〜健康寿命講演会〜

「健康ラジオ体操教室」
〜今、終活を考える〜

終活セミナーの開催
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  総合福祉センター  
老人福祉センター
（Uセンター）  

●

●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
fukushi@urayasushi-shakyo.jp
※代表メールアドレスが変更になりました。

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

● 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

○赤い羽根共同募金運動
○うらちゃんカフェ［25日（火）］
○終活セミナー2日目［31日（月）］

October10
月○災害ボランティア養成講座（コーディネータ編）［4日（日）］

○終活セミナー1日目［28日（水）］
○うらちゃんカフェ［29日（木）］

September9
月

○夏休みボランティア体験学習月間
○健康ラジオ体操教室［26日（金）］
○災害ボランティア養成講座（入門編）［27日（土）］
○うらちゃんカフェ［30日（火）］

August8
月

○社会を明るくする運動強調月間
○Uセンター夏まつり［16日（土）］
○うらちゃんカフェ［28日（木）］

July7
月

○成年後見制度・相続相談　8月9日（火）・9月13日（火）・10月11日（火）
○心配ごと相談　毎週木曜日【 相 談 】

【1F　大広間】
10：30〜　開会式
10：45〜　フラダンスショー
　（ジェシカ平野 with Hula Hui Ohana）
12：00〜　ダンスパフォーマンス
　（東野児童センター チーム ハッピー）
12：40〜　漫才（ボストンクラブ）
12：55〜　寸劇（地域包括支援センター）
13：20〜　大道芸（ロマニー）
13：50〜　紙切り漫談（青空麒麟児）
14：15〜　ライブ（洋一郎）

【2F　多目的ホール】
10：45〜　うらやす体操
10：55〜　東野小学校吹奏楽部
11：30〜　 チアダンス（Cheer 

RAINBOWS）
12：15〜　ラジオ体操講座
13：30〜　ダンスパーティー
　（ルフランによる生演奏）

主　催：浦安市社会福祉協議会、浦安市
問合せ：浦安市老人福祉センター　電話 351-2096

7月16日（土） 10：30 〜 15：00

Uセンター 夏祭り 2016

※ 雨天の場合、スケジュール
や会場に変更あり。

目からウロコ

開催地区 開催日 場所
新町地区 8月26日（金） 高洲北小学校　体育館
元町地区 10月28日（金） 中央公民館　体育館
中町地区 10月29日（土） 見明川小学校　体育館

講師：当山 倫子氏
（1級ラジオ体操指導士）

日　　　時 内　　　容

1 9月28日（水）
10時〜12時

終活ってなに？
講師　終活カウンセラー　佐藤　陽　氏

2 10月31日（月）
10時〜12時

相続と遺言
講師　司法書士　酒井　伸明　氏

3
11月28日（月）・29日（火）
9時〜16時

※各日のいずれか

（バスツアー）
樹林墓地等見学
浦安市墓地公園、八千代ふれあいパーク等

人生の終わりをより豊かにするために

認知症語らい喫茶 うらちゃんカフェ

「社会を明るくする運動」
強調月間

〜浦安市保護司連絡協議会〜

場所
対象
費用
申込

縁日も
 あります！

※ただし、8月11日（木）→10日（水）、9月22（木）→21日（水）

社協カレンダー［平成28年7月〜10月］

4 http://urayasushi-shakyo.jp うらやす社協だより　No.93 　2016年（平成28年）7月15日号

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。


