
Front News & Topics

　市内のボランティア・福祉関係団体等が協力・連携し、地域を盛り上
げるイベントです。参加団体がお互いの活動に理解を深め、地域の福祉
を推進するとともに、それを市民に啓発すること、そして赤い羽根共同
募金運動を啓発することを目的として開催します。

○日　　時　平成28年11月20日（日）　10時～13時30分
○場　　所　浦安市総合福祉センター（浦安市東野1-7-1）
○参加団体　約33団体
○内　　容
・各団体によるバザー等の販売及び活動紹介展示
・よさこいソーラン（きぼうチームよさこい）
・ダンス・歌（東野児童センターチームハッピー・マシュマロクラブ、  
　Ｕセンターサークル　ほか）
・赤い羽根共同募金運動PR（赤い羽根バッジ募金）

　ご家族連れ・ご近所お誘い合わせの上、お気軽に遊びに来てください！

第14回ふれあい広場
東野児童センター秋まつり同時開催！

大人も子どもも、
　　　　笑顔のあふれる地域に!

うらやす社協は、地域の「ひと」と「ひと」との架け橋になりたい。
共同募金もその一環として多くの「ひと」と共に行う取り組みです。

舞浜駅前での街頭募金新浦安駅前での街頭募金

ボーイスカウトによる街頭募金
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赤い羽根共同募金が始まりました。
今回はその特集をはじめ、認知症へ
の取り組み、役員等の体制変更、新し
い事業の紹介など盛りだくさんです。

住 み 続 け た い と 思 え る 地 域 を つ く る た め に

老人福祉センター（Uセンター）屋上より
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　あなたのやさしさが、あなたの声かけが、あなたの行動が、きっと町を良くしていくはじめの一歩となる
はずです。
　赤い羽根共同募金は、民間の運動として第二次世界大戦直後の1947年（昭和22年）に、市民が主体の取
り組みとしてスタートしました。当初は戦後復興の一助として、戦争の打撃を受けた福祉施設を中心に資金
支援する活動としての機能を果たしてきました。
　そして、70年たった今、社会が大きく変化する中で、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む、民間
団体を支援する仕組みとして、また、市民のやさしさや思いやりを届ける運動として、共同募金は市民主体
の運動を進めています。
　共同募金運動は、年間200万人といわれるボランティアの皆さんにより支えられ、全国各地で、自治会・
町内会、民生委員・児童委員、企業や学校関係者などの皆様により、思い思いの募金運動が展開されています。
　集めた募金の７割が、集めた地域（市）で活用されます。残りの3割が集めた県全体で活用されます。赤い
羽根共同募金は、市民自らの行動を応援する「じぶんの町を良くするしくみ」です。本年度も、ご協力どうぞ
よろしくお願いします。

●赤い羽根バッジ募金（うらやす限定ピンバッジ）
　千葉県共同募金会浦安市支会では、バッジによる共同募金運動の啓発、ま
た、支援を必要とする人や地域への還元をさらに進めることを目的に、500
円以上の募金をいただいた方を対象に「赤い羽根バッジ募金」を実施します。
　オリジナルピンバッジ第１弾として、今年度は千葉県マスコットキャラク
ター「チーバくん」と浦安市社会福祉協議会マスコットキャラクターの「うら
ちゃん」のコラボピンバッジを浦安ライオンズクラブの協賛で製作しました。
　この募金は、赤い羽根募金期間中（10月1日～3月31日）に多くの方に赤
い羽根バッジをつけていただき、広く募金活動の啓発を進めるものです。
　また、窓口で500円以上の募金をしていただいた方や戸別募金で500円
以上の募金をしていただいた方で「バッジ募金引き換え連絡票」をお持ちの方
は右記窓口にてお渡しができます。

　平成28年4月18日より義援金の受付を行っていますが、9月7
日現在の全国の受付状況は、11,623件、1,430,692,149円となっ
ています。
　浦安市においては、市内3駅やイベントでの街頭募金や市内企業・
団体からの義援金が9月30日現在で、1,287,617円となっています。
　募金期間は延長となり、平成29年3月31日までとなっています。
皆さんからのあたたかいご支援を今後ともよろしくお願いします。

　今年の8月30日の台風10号等により、岩手県では家屋の倒壊をは
じめとする、大きな被害を受けました。現在、中央共同募金会では、
被災された方々の支援のために義援金を募集しています。
　期間は平成28年10月31日までとなります。
　詳しくは、浦安市社会福祉協議会または中央共同募金会（03-3581-
3846）までお問い合わせください。
※ 北海道も義援金募集をしていましたが、9 月30 日をもって終了

となりました。

窓　　口 住　　所 引き換え日時

社会福祉協議会 東野1-7-1総合福祉センター内 月～金曜日
9:00～17:00

堀江ぽっかぽか 堀江3-9-22 月～金曜日
10:00～16:30

富岡ぽっかぽか 富岡3-1-7　富岡公民館内 月～土曜日
10:00～17:00

高洲ぽっかぽか 高洲5-3-2　エスレ高洲内 月～土曜日
10:00～17:00

ふれあい広場会場 東野1-7-1総合福祉センター 11月20日（日）
10:00～13:30

浦安市では赤い羽根共同募金を活用して、
◦浦安市内のひとり暮らし高齢者等への食事サービス
◦浦安市における地域福祉活動の拠点づくり
◦浦安市内の福祉団体の活動助成
◦ 災害時における支援のための準備金として積立て　

（※全国での対応）

◦県内福祉施設の移動用福祉車両や器具の購入　など
を実施しております。

赤い羽根共同募金が始まりました!

平成28年
熊本地震災害義援金

平成28年台風大雨等災害
義援金募集について（岩手県）

うらちゃんとチーバ君が手を
つないでいるデザイン

【街頭募金】

【イベント募金】

【学校募金】

　「何もなければ、家の内に閉じこもりがちになってしまうが、ぽっかぽかは近くの人
たちが気軽に自分のタイミングで集まれるの
で、行くのが楽しみになっています。」
　「浦安駅から歩き、休憩したいと思うと辿
り着くので、ちょうどよい所にあります。」
　「これからも毎日、通おうと思います。い
つも、ありがとうございます。」

4,303,682円平成27年度実績（浦安市支会）

ありがとうメッセージ

〜赤い羽根の募金活動は、
町の人のやさしい気持ちを集める活動です〜

■うらやす限定ピンバッジお渡し窓口

堀江ぽっかぽかは、赤い羽根共同募金を活用し運営しています。
Voice赤い羽根共同募金の活用方法

今年で70周年
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1.　赤い羽根共同募金　　　　　　　円

2.　歳末たすけあい募金　　　　　　円

※お手数ですが「ゆうちょ銀行・郵便局」でお振込みくださいますようお願いします。

　この募金は、第二次世界大戦後復
興の時期に「明るい正月を迎えるため
のお餅代を」と始まりました。現在で
は、社会情勢の変化に伴い、地域福
祉の向上に視点が置かれています。
　共同募金運動の一環として地域住
民やボランティア、民生委員・児童委員、社会福祉施設等の関係機関・
団体の協力のもと、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人
たちが地域で安心して暮らすことができるよう、住民の参加や理解

12月は歳末たすけあい募金

5,879,743円平成27年度実績
（浦安市支会）

●�戸別募金…自治会を通じて戸別に封筒
が回ってお金を入れていただく方法
●�法人募金…市内のお店や会社に協力し

ていただく方法
●�学校募金…小学校や中学校・高等学校

などで協力していただく方法
●�職域募金…市役所や公共施設などの職

員に協力していただく方法
●�イベント募金…市民まつり、公民館文

化祭、福祉バザーなどのイベント会場
で協力していただく方法
●�街頭募金…駅前などで通行される方に

協力していただく方法
　また、市内48か所に募金箱も設置して
います。
　なお、以下の払込取扱票にてお振込み
いただくこともできます。（手数料無料）

共栄石油株式会社　浦安駅前給油所 当代島1 
株式会社ワイズマート浦安本店 当代島1 
うらやす和楽苑 当代島2 
スタジオしんぞう 北栄2 
コーヒーロースト 北栄2 
浦安商工会議所 猫実1 
共栄石油株式会社　ニュー浦安給油所 猫実1 
みのり保育園 猫実2 
浦安猫実二郵便局 猫実2 
青木 猫実2 
シルバー人材センター 猫実2 
有限会社　ブルックス 猫実2 
浦安猫実四郵便局 猫実4 
ママショップ加納クリーニング 美浜4 
マイパティオ美浜 美浜4 
共栄石油株式会社　浦安入船給油所 入船4 
浦安望海の街郵便局 明海4 
三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ 明海6 

富岡小学校地区児童育成クラブ 富岡1 
ニッセイ総合研修所 富岡2 
浦安富岡郵便局 富岡3 
明治通商株式会社 富岡3 
舞浜倶楽部 新浦安フォーラム 高洲1 
浦安市特別養護老人ホーム 高洲9 
ビーナスプラザ 千鳥15
堀江郵便局 堀江5 
浦安郵便局 東野1 
児童センター 東野1 
浦安市社会福祉協議会 東野1 
東野小学校地区児童育成クラブ 東野1 
老人福祉センター 東野1 
株式会社　一光湾岸浦安フリート給油所 東野2 
舞浜倶楽部 富士見サンヴァーロ 富士見3 
浦安オイルサービス株式会社 浦安インター給油所 富士見4 

※ その他、社会福祉協議会・ぽっかぽか各窓口、公民館、行
政サービスセンターでも受付しています。

募金箱設置場所
募 金 の 方 法

ありがとうメッセージ Voice

石川正純さん入船自治会会長

　自治会活動として、浦安市の資源回収
活動を行っています。
　新聞紙や段ボール、古着などを回収し
て自治会活動に役立てています。
　軽トラックは今後も活用していきたい
と思います。
　いつもありがとうございます。

歳末たすけあい募金を活用し、自治会等に軽トラックを貸し出しています。

◦ 障がい児や交通遺児世帯・障がいがあり施設に入所されている方々への歳末見舞金
◦ひとり暮らし高齢者に対しての市内小中学生からの年賀状送付事業
◦ 地域で支援が必要な方々への緊急連絡先等を記載できるカレンダー配布事業
◦地域での福祉活動として支部社会福祉協議会への
　活動助成
◦車いすで外出する方のための福祉車両貸出し事業
◦自治会等への軽貨物車両貸出し事業 など

歳末たすけあい募金の活用方法

街頭募金活動の様子

ハートフル号

を得てさまざまな福祉活動を重点的に展開するものです。
　毎年12月中を運動期間として実施しており、浦安市内
で集められた募金は全額、浦安市のために使われています。
たとえば、市内に住む障がいのある方や福祉施設で生活さ
れている方への歳末見舞金として、また、ひとり暮らしの
お年寄りの方へ市内の小・中学生から年賀状を送る事業な
どに活用されています。

対象：市内在住の車いすを
使う方、その家族
乗車可能人数：3名＋車い
す利用者1名
貸出期間：週3日以内

スロープ付き軽自動車
「ハートフル号」

　いずれも３日前までに予
約/申請書類等提出が必要
となります。
　詳しくは社会福祉協議会
まで電話にてお問い合わせ
ください。

電話047-355-5271

対象：自治会・市内福祉団
体（個人利用は不可）
貸出期間：１か月１回（２
日以内）

軽貨物車両

ご利用ください！

3うらやす社協だより　No.942016年（平成28年）10月15日号 http://urayasushi-shakyo.jp



5

●フィーカ
◦開催日　第４土曜日　13時～16時
◦場　所　舞浜倶楽部新浦安フォーラム(高洲1-2-1)
◦参加費　300円 (2人以上500円)
◦問合せ　舞浜倶楽部新浦安フォーラム　☎047-304-2400

●オムソーリ・カフェ
◦開催日　月１回 土曜日　12時～15時 (入退場自由)
◦場　所　Café Bran樹(猫実1-17-16)
◦参加費　無料（自身の飲食代のみ負担）
◦問合せ　オムソーリ・プロジェクト
　担当：斎藤 {omsorg.saito@gmail.com●CRAS（クラース）

◦開催日　月１回 日曜日か土曜日　11時～15時
◦場　所　当代島公民館内　カフェ･デ･あいらんど(当代島2-14-1)
◦参加費　無料（自身の飲食代のみ負担）
◦問合せ　小規模多機能きらら北栄　
　担当：吉田　☎047-350-8747

●カフェ☆キラキラ
◦開催日　第3金曜日　13時30分～15時30分
◦場　所　浦安市民プラザ　WAVE101サロン
◦参加費　100円
◦問合せ　NPOキラキラ応援隊　担当：藤木 ☎047-350-1840

支部 名称 開催場所 対象地域 対象年齢 開催日等

東1
高齢者サロン「ほっと」 美浜東エステート自治会館ほか 美浜5丁目 65歳以上 毎月第2木曜日 13：00～15：30
高齢者サロン「万寿会」 美浜西エステート自治会館ほか 美浜2丁目 65歳以上 6・9・12・3月
美浜サロン 美浜北小学校 美浜4-5丁目 65歳以上 1月下旬
みはまサロン エルセンター 美浜1-3丁目 65歳以上 3月

東2 東2さろん

猫実東自治会集会所 猫実1・2丁目

70歳以上の一人暮らし、
高齢者世帯、

日中一人暮らしの方

11月15日（火） 11：00～14：00
海楽南自治会集会所 海楽1丁目 11月14日（月）・3月14日（火）

11：00～14：00
海楽中央自治会集会所 海楽2丁目 11月8日（火）・1月19日（木）

11：00～14：00
北栄4丁目自治会集会所 北栄4丁目 11月16日（水）・2月22日（水）

11：00～14：00 
西1 ほりえいきいきサロン 堀江公民館 堀江・富士見 65歳以上 第3火曜日 14：00～16：00
西2 西2・健康サロン 舞浜レインボーくらぶ会館 舞浜2・3丁目 中高年 第1・3金曜日 ※8月を除く

14：00～16：00

南1

東野サロン 東野クラブ会館 東野 全年齢 第2・4日曜日 13：00～
みんなのカフェ 京成サンコーポ自治会集会所 富岡 全年齢 第2月曜日・第4木曜日 14：00～16：00
シニアおしゃべりサロン サンコーポ浦安合同自治会集会所 富岡 全年齢 毎月4回 10：00～12：00
シニアのランチサロン サンコーポ浦安合同自治会集会所 富岡 全年齢 毎月4回 11：00～14：00
シニアおしゃべり広場 サンコーポ浦安合同自治会集会所 富岡 全年齢 毎月4回 10：00～14：30
ふれあいカフェ サンコーポ浦安合同自治会集会所 富岡 全年齢 第1・3水曜日 13：00～16：00
ふれあい広場いまがわ 今川記念館/今川団地集会所（都度変更） 今川 全年齢 不定期（毎月1回程度）
富岡1・4丁目サロン 富岡自治会集会所（第1～4のいずれか） 富岡 全年齢 第２水曜日 13：00～17：00

第４木曜日 11：00～17：00

南2
縁側サロン 東野竹寿会館 東野3丁目

コモンシティ 60歳以上 毎週火・金曜日 13：30～
弁天お気楽サロン 弁天喜楽会館 弁天1・4丁目 60歳以上 毎週水曜日 13：00～
アートサロン 弁天喜楽会館 弁天1・4丁目 60歳以上 毎月第1・3月曜日 13：00～

◯地域での認知症理解の促進、地域の見守りや支えあいによる認知症になってもその人らしく過ごせる地域づくりの推進
◯認知症の方とその家族の居場所となる認知症カフェの整備の支援
◯認知症ケアパスの作成、浦安市の実態にあった連携体制の強化
◯認知症の早期発見・早期対応のための認知症初期集中支援チームの設置、個々のケースに合わせた支援体制の整備
◯ 医療機関、介護サービス及び地域の支援機関をつなぐコーディネーターとしての役割を担う認知症地域支援推進員の
　地域包括支援センターへの配置

　（「浦安市高齢者保健福祉計画及び第６期浦安市介護保険事業計画・重点施策４」浦安市）

◆浦安市の対策 【認知症支援策の充実】

　うらやす社協では、浦安市の認知症支援策にもうたわれている認知症カフェとして、「認知症語らい喫茶 うらちゃんカフェ」を毎月１回、
老人福祉センター（Ｕセンター）で開催しています。うらちゃんカフェの特徴は、認知症のことや予防のことについて１つでも学んで帰って
もらいたいとの思いから、市内介護事業所等の協力により毎回催し物（イベント）を行っていることです。また、現在、うらちゃんカフェの
ほかに市内には下記の４つのカフェがありますが、それぞれのカフェには特徴がありますので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

◆うらやす社協の取り組み
①認知症カフェを開催しています

平
成
28
年
度
各
支
部
高
齢
者
サ
ロ
ン
一
覧 （
平
成
28
年
７
月
現
在
）

●認知症語らい喫茶�うらちゃんカフェ
　喫茶を楽しみながら、認知症に関する介護・医療・福祉などについて
語りあえるカフェです。
○日　時　平成28年10月25日（火）、11月28日（月）、12月26日（月）、
　　　　　平成29年1月31日（火）、2月24日（金）、3月29日（水）
　　　　　13時30分～15時30分
○場　所　老人福祉センター（浦安市東野1-9-1）２階コミュニティキッチン
○参加費　100円

市内には、ほかにも4つのカフェがあり、どなたでもお気軽にご利用できます。

「とっても明るいキッチンで、毎月１回美
味しいコーヒーとお菓子を用意して待って
います。認知症の方やその家族、認知症に
ついて知りたい方など…どなたでもお気軽
にご来店ください。」

認知症への取り組み特集
◆国の対策 【新オレンジプランの具体的な施策】
Ⅰ　認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進
Ⅱ　認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
Ⅲ　若年性認知症施策の強化
Ⅳ　認知症の人の介護者への支援
Ⅴ　認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

Ⅵ　 認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモ
デル、介護モデル等の研究開発及びその成果の普及の推進

Ⅶ　認知症の人とその家族の視点の重視

　　 （「認知症施策推進総合戦略〈新オレンジプラン〉～認知症高齢者等に
やさしい地域づくりに向けて～」厚生労働省）

（カフェスタッフより）
Voice
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●成年後見事業
　認知症や障がい等で十分な判断の能力のない方が悪徳商法などの被害にあわないよう「お金の管理」「契約の手続き」などの財産管理や契約行
為等を支援していく制度です。利用にあたっては家庭裁判所での手続きとなります。

 「法定後見制度」では、下表のように本人の判断能力によって利用内容が異なり、また、将来に備えた制度として「任意後見制度」があります。
利用区分 本人の判断能力 法定後見人

補助（ほじょ） 不十分 補助人
保佐（ほさ） いちじるしく不十分 保佐人
後見（こうけん） 欠けているのが通常 成年後見人

○成年後見制度に関する相談・啓発
　成年後見制度って何？どのように利用するの？などの疑問にお答えして、
　制度利用を支援しています。また、制度の啓発のための活動も行っています。
○法人後見の受任に関する事業
　社会福祉協議会が法人として後見等を受任するものです。
　※対象者は市長申し立てをした方または日常生活自立支援事業の利用者など
○成年後見制度・相続・遺言の相談（予約制・相談無料）
　▪弁護士による相談
　　総合福祉センターで毎月第２火曜日に実施しています。
　▪司法書士による相談
　　富岡公民館内「ぽっかぽか」で本年９月から始めました。毎月第３水曜日に実施しています。

●日常生活自立支援事業
　定期的な訪問等により、日常的な金銭管理のお手伝いや福祉サービスを利用するお手伝い
をすることで、高齢者や障がい者の方々が住み慣れた地域で生活できるように支援する事業
です。
○サービスを利用できる方
　 浦安市で在宅生活をされている一人暮らしや夫婦世帯などで、認知症状がある高齢の方や

知的障がいや精神障がいのある方です。ご本人が利用を希望され、契約に際してサービス
の内容が理解できる方となります。

○サービス内容
　福祉サービス利用援助：介護保険などの情報提供や手続きの援助など
　財産管理サービス　　：日常生活に必要な預貯金の引出しや公共料金の支払いなど
　財産保全サービス　　：大切な証書や実印などを貸金庫で保管
　※サービスは有料となります。別途ご相談ください。

●市民後見人養成事業
　高齢化が進むにあたり成年後見制度による支援ニーズの必要性が高まってきており、現在は弁護
士や司法書士・社協などといった第三者による後見が、子や兄弟姉妹などの親族による後見を上回っ
てきています。そのような中で、市民が後見を担うことができるよう人材の育成が求められており、
平成26年度から市民後見人養成講座を開催しています。講座には、現在16人が法人後見活動の支
援をはじめとし、現場実習・研修などを継続して受講しています。将来、受講をされている市民の
方々が身近な地域で後見人として活躍できるよう、家庭裁判所より受任をされることを目指し、市
民後見人の養成に取り組んでいます。

支部 名称 開催場所 対象地域 対象年齢 開催日等

東1
高齢者サロン「ほっと」 美浜東エステート自治会館ほか 美浜5丁目 65歳以上 毎月第2木曜日 13：00～15：30
高齢者サロン「万寿会」 美浜西エステート自治会館ほか 美浜2丁目 65歳以上 6・9・12・3月
美浜サロン 美浜北小学校 美浜4-5丁目 65歳以上 1月下旬
みはまサロン エルセンター 美浜1-3丁目 65歳以上 3月

東2 東2さろん

猫実東自治会集会所 猫実1・2丁目

70歳以上の一人暮らし、
高齢者世帯、

日中一人暮らしの方

11月15日（火） 11：00～14：00
海楽南自治会集会所 海楽1丁目 11月14日（月）・3月14日（火）

11：00～14：00
海楽中央自治会集会所 海楽2丁目 11月8日（火）・1月19日（木）

11：00～14：00
北栄4丁目自治会集会所 北栄4丁目 11月16日（水）・2月22日（水）

11：00～14：00 
西1 ほりえいきいきサロン 堀江公民館 堀江・富士見 65歳以上 第3火曜日 14：00～16：00
西2 西2・健康サロン 舞浜レインボーくらぶ会館 舞浜2・3丁目 中高年 第1・3金曜日 ※8月を除く

14：00～16：00

南1

東野サロン 東野クラブ会館 東野 全年齢 第2・4日曜日 13：00～
みんなのカフェ 京成サンコーポ自治会集会所 富岡 全年齢 第2月曜日・第4木曜日 14：00～16：00
シニアおしゃべりサロン サンコーポ浦安合同自治会集会所 富岡 全年齢 毎月4回 10：00～12：00
シニアのランチサロン サンコーポ浦安合同自治会集会所 富岡 全年齢 毎月4回 11：00～14：00
シニアおしゃべり広場 サンコーポ浦安合同自治会集会所 富岡 全年齢 毎月4回 10：00～14：30
ふれあいカフェ サンコーポ浦安合同自治会集会所 富岡 全年齢 第1・3水曜日 13：00～16：00
ふれあい広場いまがわ 今川記念館/今川団地集会所（都度変更） 今川 全年齢 不定期（毎月1回程度）
富岡1・4丁目サロン 富岡自治会集会所（第1～4のいずれか） 富岡 全年齢 第２水曜日 13：00～17：00

第４木曜日 11：00～17：00

南2
縁側サロン 東野竹寿会館 東野3丁目

コモンシティ 60歳以上 毎週火・金曜日 13：30～
弁天お気楽サロン 弁天喜楽会館 弁天1・4丁目 60歳以上 毎週水曜日 13：00～
アートサロン 弁天喜楽会館 弁天1・4丁目 60歳以上 毎月第1・3月曜日 13：00～

支部 名称 開催場所 対象地域 対象年齢 開催日等

南2
弁天2丁目サロン パークシティ弁天自治会館 弁天2丁目 全年齢 毎月第1火曜日・第3木曜日 13：00～
ふれあいサロン 常盤会館 弁天3丁目

（他地区も可） 60歳以上 毎週木曜日 10：00～
南3 ふれあいサロン エスレ高洲など 高洲 全年齢 不定期（年数回）

北1

当代島1・3丁目ふれあいサロン 当代島公民館　視聴覚室、調理実習室 当代島1・3丁目 独居65歳以上、
日中独居・高齢夫婦75歳以上

9月25日（日）・1月29日（日）
11：00～14：00

当代島2丁目ふれあいサロン 当代島公民館　視聴覚室、調理実習室 当代島2丁目 独居65歳以上、
日中独居・高齢夫婦75歳以上

10月16日（日）・2月26日（日）
11：00～14：00

猫実4丁目ふれあいサロン 中央公民館　会議室、調理実習室 猫実4丁目 独居65歳以上、
日中独居・高齢夫婦75歳以上

7月10日（日）・1月22日（日）
11：00～14：00

猫実5丁目ふれあいサロン 第8区自治会館 猫実5丁目 独居65歳以上、
日中独居・高齢夫婦75歳以上

7月24日（日）・12月23日（金）※祝日
11：00～14：00

北2 猫三サロン 猫実三丁目自治会館 猫実 65歳以上 7月15日(金)・1月20日(金)
北三サロン 北栄三丁目自治会館 北栄 65歳以上 10月21日(金)

海浜1

入船3丁目健康マージャン教室 入船中央エステート自治会館 入船3丁目 全年齢 毎月第1水曜日 13：00～16：00
入船4丁目お茶飲みサロン 入船自治会館 入船4丁目 全年齢 毎月第1・3金曜日 13：30～15：30
入船4丁目健康マージャン教室 入船自治会館 入船4丁目 全年齢 毎月第4火曜日 13：00～16：00
入船6丁目サロンU♥I 入船東エステート3号棟集会所 入船6丁目 全年齢 毎週月曜日 10：30～12：00
入船6丁目ふれあいサロン 入船東エステート3号棟集会所 入船6丁目 全年齢 毎月第4金曜日 10：00～12：00

海浜2 シニアサロン 海園の街盛年会会館、サンライズクラブ
会館もしくはこれから会会館　など 日の出、明海 全年齢 10月、2月に日の出、明海で一回ずつ

開催予定 10：00～12：00

ぽっかぽか

脳トレゲーム 高洲ぽっかぽか 全域 毎月第2・4火曜日 10：00～11：30
在宅介護サロン 堀江ぽっかぽか 全域 毎月第2火曜日 13：30～15：30
弾き語り 堀江ぽっかぽか 全域 毎月第2木曜日 13：00～15：00
手芸サロン 堀江ぽっかぽか 全域 毎月第2金曜日 13：00～15：00
ぽっかぽかランチ 堀江ぽっかぽか 全域 独居65歳以上・高齢世帯 毎月第3か第4木曜日 13：30～15：30

　高齢の方や障がいのある方が住み慣れた地域での生活が続けられるように、うらやす社協
内に設置している「うらやす成年後見・生活支援センター」の活動を紹介します。

②うらやす成年後見・生活支援センターを設置しています

うらやす成年後見・生活支援センター
（浦安市社会福祉協議会内）
相談受付： 月～金曜日
　　　　　（祝日・年末年始を除く）
　　　　　8:30～17:00
電話：047-355-5315（直通）
FAX：047-355-5277

ご相談はこちらまで
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新たな体制で社会福祉法の改正に伴う法人改革に取り組みます。
私たちはこれを契機として、組織のガバナンス強化や透明性を高め、
地域福祉を推進するコーディネーター役としての特性を発揮してまいります。

※記載されている任期は現在の定款に基づいたものであり、実際の任期は社会福祉法の一部改正により、下記のとおりとなります。
　【理事・監事・顧問】平成29年度第1回評議員会まで（平成29年6月下旬頃）　【評議員】平成29年3月31日まで

氏　名 選任団体等
森下　靖子 民生委員児童委員協議会
鈴木　由起子 民生委員児童委員協議会
鈴木　成子 民生委員児童委員協議会
吉田　和枝 民生委員児童委員協議会
笠井　和枝 民生委員児童委員協議会
鈴木　忠雄 自治会連合会
尾本　彦一 自治会連合会
大川　幸子 婦人の会連合会
石川　紀子 婦人の会連合会
吉田　良子 婦人の会連合会
芦田　由江 婦人の会連合会

評議員
任期：平成28年9月１日～平成30年8月31日

氏　名 選任団体等
会　長

大塚　久美子 学識経験者
副会長

渡邊　武 民生委員児童委員協議会
中澤　潤 学識経験者

理　事
石川　正純 自治会連合会
毎田　久子 婦人の会連合会
等々力　愛子 ボランティア連絡協議会
江澤　勇一 保護司連絡協議会
武内　朗 了徳寺大学
柳内　光子 商工会議所
佐藤　光男 千葉県社会福祉士会
小田　榮祐 老人クラブ連合会
篠田　哲寿 民間保育協議会
髙梨　鎭雄 社会福祉協議会支部
植草　工 福祉関係行政機関

常務理事
鶴見仲寛 市派遣

理事・監事・顧問
任期：平成28年9月2日～平成30年9月1日 氏　名 選任団体等

森田　眞弓 婦人の会連合会
冨澤　弘恵 青少年相談員連絡協議会
草場　聖子 保護司連絡協議会
佐山　栄子 老人クラブ連合会
佐藤　隆夫 ボランティア連絡協議会
八ッ橋　美穂 ボランティア連絡協議会
芝﨑　章吾 民間保育協議会
相馬　茂 身体障がい者福祉会
川口　英樹 手をつなぐ親の会
醍醐　許子 ひとり親家庭福祉会
田中　光世 母子保健推進員
大塚　三枝子 赤十字奉仕団
須賀　芳惠 赤十字奉仕団
山﨑　益弘 小・中学校長会
谷　昭夫 社会福祉協議会支部
上田　信子 社会福祉協議会支部
富永　文彦 学識経験者
河林　邦朗 福祉関係行政機関
福島　靖 福祉関係行政機関
並木美砂子 福祉関係行政機関

氏　名 選任団体等
監　事

服部　丈夫 浦安ロータリークラブ
飯盛　保之 浦安ライオンズクラブ

顧　問
宇田川　精一 学識経験者

社会福祉協議会役員等の
体制が変わりました。

が集まる堀江ぽっかぽかで一緒に食べました。
　参加者は楽しくおしゃべりしながらの食事
で、「みんなと食べるとおいしいね！」「毎
日やってほしい！」「とてもやさしい味がし
た！」「また誘ってほしい！」などの声が聞か
れました。
　堀江ぽっかぽかでは、毎月１回、第３また
は第４木曜日に実施していきます。
　お申し込みは、実施月の月初より堀江ぽっ
かぽかで受付を開始します。
　ぜひご参加ください。

　9月15日（木）に堀江ぽっかぽか（堀江3-9-
22フラワー通り内、電話：047-721-3737）
で「ぽっかぽかランチ」を行いました。65歳以
上の一人暮らしの高齢者・高齢世帯を対象に
月に一度、一緒に楽しくお話をしながら食事
を食べる機会をという趣旨で始めたものです。
　食事は、ボランティアセンター登録団体の
おべんとうボランティアグループの皆さんが
作った温かい手作り弁当です。本来、65歳以
上の一人暮らしの高齢者・高齢世帯のご自宅
にお届けしているものですが、地域の人たち

楽しく会食「ぽっかぽかランチ」始めました！

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

福祉のしごと就職フェア福祉のしごと就職フェア
&&

&&
福祉のおしごとセミナー2福祉のおしごとセミナー2

福祉人材確保・定着フォーラム福祉人材確保・定着フォーラム

幕張メッセ国際会議場
&

コンベンションホール他
問い合わせ先

千葉県福祉人材センター
TEL 043-222-1294

1112
土

inちば

浦安市社会福祉協議会 

広告募集中

TEL047-355-5271
お問い合わせ
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　敬老の日（9月19日）、老人福祉センター（Uセン
ター）で“敬老の日特別開館イベント”を開催しました。
　１階の大広間では、午前中、三遊亭円楽さんのお
弟子さんである三遊亭楽八さんによる落語「ん廻し」
と「元犬」が披露され、随所に来場者を巻き込んでの
アドリブや落語のあとに「かっぽれ」も披露され会場
は大盛り上がりでした。
　また、午後には演歌歌手花木のぞみさんによる歌謡ショーを開催。U
センターの利用者も参加して、昭和にヒットした往年の曲を花木さんと

笑顔いっぱい！ 歌もいっぱい！
～U センター敬老の日イベントを開催～

のデュエットで楽しんで
いました。「プロの歌手と
一緒に歌えるなんて夢の
よう！」など、参加した
皆さんの笑顔いっぱいの
敬老の日イベントとなり
ました。

老人福祉センター（Uセンター）利用案内

Uセンターを利用するには、使用券の発行が必要です。
手続きには20～30分程度必要ですが、発行したその日から
ご利用いただけます。
◆�利用できる方　浦安市在住の60歳以上の方で伝染性疾患

のない方
◆休館日　日曜日・祝日（敬老の日を除く）・年末年始
◆受付時間　9時～11時30分、13時～15時
◆ 氏名・住所・生年月日がわかるもの（運転免許証・保険証

など）をお持ちください。
◆緊急時の連絡先を2名分ご記入いただきます。
◆ 「使用券交付申請書」と「緊急時用資料」を記入、提出します。
（用紙はUセンターにありますが、Uセンターホームペー
ジからもダウンロードできます）

◆Uセンター健康相談室で、看護師の簡単な問診があります。
　（12時～13時及び急患対応中は問診ができません）

「書道パフォーマンス」が大好評！
～「夏休みボランティア体験学習」で生まれた新たな交流～
　夏休み期間に保育園や福祉施設でのボランティアを通し、さまざまな人との出会
いや人の笑顔にふれる喜びを体験して、新しい価値観や生き方などを学ぶ「夏休み
ボランティア体験学習」（以下「夏ボラ」）に中学生から大学生まで、たくさんの方々
が参加しました。
　その中のひとり、猫実保育園で活動した日本大学習志野高校2年生の氏家瑞歩さ
んは、特技の書道パフォーマンスを活かして子どもたちと交流し、園児や先生、保
護者の皆さんに大好評でした。
　将来は、保育関係の仕事に就きたいという氏家さん。今回の交流のきっかけや夏
ボラに参加した感想をインタビューしました。

保育園ではどんな活動をしましたか？
　子どもたちの食事補助や、一緒に水遊び・外遊びをしました。保育士を目指して
いるので、休み時間に先生方から仕事のことなどもたくさん聞きました。

子どもたちと書道パフォーマンスをやろうと思ったきっかけは？
　保育園との夏ボラの事前面談で、書道部に入っているという話をしたのがきっか
けです。パフォーマンスは学校の文化祭でやったことがあるだけで、喜んでもらえ
るかとても不安でしたが、みんなと一緒に何かやるのは楽しいかなと思いました。

子どもたちと、どんな交流ができましたか？
　どんなふうにやったら子どもたちの興味が湧くかなぁと、とても考えましたが、
始まってみると子どもたちは歓声をあげたり、手拍子もしていました。楽しそうに
手形を付けていたりするのを見て、『やっぱり、やってよかった！』と思いました。

夏ボラでの体験をどんなふうに将来に活かしたいですか？
　保育士の先生方の近くで活動したことで、その仕事や保育士としてどういうこと
が大事なのか、自分なりに理解できました。今後は、もっともっと掘り下げて勉強
していきたいです。

　「これからも保育園を訪問して、子どもたちとさらに交流を深めたいです。」と氏
家さん。保育士への夢は、さらにふくらんでいるようです。

【作品をバックに夏ボラの修了証を手にする氏家さん】
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　平日の9～17時、毎日子育てサロンを開催している「堀江つどいの広場」で、「パパとベビーのサロン」を開催します。
≪注意≫「パパとベビーのサロン」は、パパとベビーだけの参加になります。※ママのお見送り・お迎えは大歓迎!!
開催日時：11月19日（土）　10時～11時30分
　　　　　※11時30分～14時は通常開所いたします。
対　　象：3歳以下の子どもとその父親
持 ち 物：いつものお出かけセット（バスタオル・おむつ・ミルク等）　※ママに要確認!!
内　　容：親子の交流、育児相談、手遊び・ふれあい遊び、など
申　　込：不要。直接会場にお越しください。

【時】11月8日、11月15日、11月22日、11月29日
　※すべて火曜日、全4回 午後2時～4時
【所】総合福祉センター
【対象】市内在住・在勤・在学（高校生以下不可）　先着20名程度
【内容】筆談を通して、難聴者や失聴者の支援方法を学ぶ
【講師】NPO法人千葉県中途失聴者・難聴者協会
【費用】なし
【持ち物】筆記用具
【申込】10月28日までに直接窓口もしくは電話・ファクス・メー

ルにて氏名、住所、連絡先電話番号を記入の上、下記まで申込

活 動 日：配達担当は毎週木曜日　午前11時～
　 12時ごろ
　 食材買い出し担当は毎週水曜日　午前10時30

分～11時ごろ
　※ 配達・買い出しは本会所有の軽車両を運転し

ていきます。
　※8月は活動なし、1月は1回のみ
活動場所：総合福祉センター（東野1-7-1）
　※ 月1回から活動できますので、詳しくはボラ

ンティアセンター（380-8864）までお問い合
わせください。

堀江つどいの広場 パパとベビーのサロン

ご利用ください子育てサロン

聞こえのサポーター（筆談）講座 高齢者宅への配食サービス
に協力いただける方を
募集しています。

●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
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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）  

●

● 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

一般寄付　15件　281,220円
南3支部有志
ビーナスプラザ
山一興産株式会社
江澤勇一
富岡夏祭り実行委員会
あぜりあ
今川オートサイクル
横川自転車
サイクルプラザ秋山
ベイシニア浦安女性部会
匿名

善意のご寄付
ありがとうございます！
平成28年7月1日～ 9月30日（敬称略・順不同）

社協カレンダー
［平成28年10月〜12月］

○成年後見制度・相続相談（弁護士）
　11月8日（火）・12月13日（火）・1月10日（火）
○相続・遺言・成年後見相談（司法書士）
　 10月26日（水）・11月16日（水）・
　12月21日（水）　※富岡公民館
○心配ごと相談
　毎週木曜日

【 相 談 】

○ 歳末たすけあい募金運動［1日（木）～

31日（土）］
○ 堀江つどいの広場クリスマスイルミ

ネーション

December12
月

○ 朗読ボランティア入門講座［11日（金）］
○ 堀江つどいの広場パパとベビーのサ

ロン［19日（土）］
○ 第14回ふれあい広場［20日（日）］
○ 拡大写本作成ボランティア入門講座
［29日（火）］

November11
月

○ 赤い羽根共同募金運動［1日（土）～3
月31日（金）］

○ 民謡踊りボランティア入門講座［25日
（火）］

○ 健康ラジオ体操教室[中央公民館体
育館：28日（金）・見明川小学校体育
館：29日（土）]

October10
月

ママに、自由時間をプレゼ
ントしてみませんか？
パパとベビーのはじめての
お出かけにいかがですか？
パパ友を作り、地域の輪を
広げませんか？

浦安市社会福祉協議会
〒279-0042  東野1-7-1　総合福祉センター内
TEL 355-5271  FAX 355-5277

fukushi@urayasushi-shakyo.jp 
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「健康ラジオ体操教室」目からウロコ

■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：10月24日（月）まで
■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

開催地区 開催日 場所
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

～健康寿命講演会～

堀江つどいの広場
堀江3-1-8（フラワー通り沿い）
TEL・FAX：351-2646
{h-tsudoi@jcom.home.ne.jp
昭和4年建築の洋館風建築物「旧医院」の
見学は土・日曜日（年末年始除く）
10時～16時

地域福祉活動に
活用させて

いただきます。

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

支部社協の子育てサロン
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 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（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 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　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 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 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 12・2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 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 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

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。
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