
迎春

　明けましておめでとうございます。
　皆様には、さわやかな新春をお迎えのことと
お喜び申し上げます。
　また、日頃より地域福祉の推進にご支援、ご協力をいただき、お礼申
し上げます。
　昨年の3月、社会福祉法人制度改革を目的とした社会福祉法改正案が
成立し、4月1日から一部施行されました。
　この改正社会福祉法を契機に、浦安社協は高い公共性をもつ社会福祉
法人として、より一層の組織の透明化や財務規律の向上を進めるととも
に、地域の方々と協力しあい、地域福祉を推進する中心的役割を担う団
体としての特性を発揮した運営に取り組んでまいります。
　また、平成29年度から新たに取り組む「富岡地域包括支援センター」
の運営においては、これまで社協が培ってきた地域の絆と個別の支援を
一体化した事業を目指していきます。
　地域に根差したさまざまな公益的な事業を展開していくためには、地
域の皆様はじめ行政・福祉関係団体の方々との連携・協働がますます大
切になってまいりますので、本年もご理解・ご協力をお願い申し上げま
す。
　平成29年度が皆様にとりまして、幸多き一年となりますことを心か
らお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

2017年 今年もよろしくお願いします！

　平成28年10月に実施された指定管理者選定等審査会を経て、12月の市議会で、社協
が4月1日にオープンする富岡地域包括支援センターの指定管理者に選定されました。
　専門機関のネットワークと、社協が取り組んできた地域に根ざした活動の成果を生
かすことで、総合相談の充実と、高齢者が直面している生活課題解決に対し、これま
でつなげていくことが難しかったサービスと地域が一体となって、利用者がいつまで
も住み慣れたまちで暮らせる地域づくりを支援します。ぜひ、お気軽に足をお運びく
ださい。
○地域包括支援センターは…
　�　住み慣れた地域で高齢者が安心して過ごすことができるように、健康・医療・福
祉・介護などの様々な相談を、窓口や電話・家庭訪問などを通じて行います。介護
予防や認知症に関する普及啓発、地域のさまざまな機関とのネットワークづくりの
中心的な役割を果たしています。
○所在地：浦安市富岡三丁目1番
　9号（富岡公民館・交番に隣接）
○担当圏域：東野、富岡、今川、
　弁天、舞浜
※初期相談は圏域外も担当します

浦安社協が富岡地域包括支援センター
（ともづな富岡）の指定管理者に
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うらやす社協のキャラクター
「うらちゃん」です。

今年もよろしくお願いします。



おべんとうボランティアグループの
皆さん

南１支部ふれあい親子
広場富岡

老人福祉センター学生との交流

歳末たすけあい募金運動

2017年も、
身近な地域の福祉活動に
取り組んでまいります

老人福祉センターのLet's Sing

保護司による「社会を明るくする運動」啓発活動

堀江ぽっかぽかの手芸サロン

民生委員児童委員による
「民生の日」啓発活動

堀江ぽっかぽかの弾き語りサロン

うらちゃんサロン北栄

高洲地区の自治会主催「高洲フェス
ティバル」に南3支部が参加

ボランティアによる手作りおべんと
うを高齢者の方々と…

北1支部のふれあいスポーツのつどい

堀江つどいの広場のパパ
とベビーのサロン

ボランティア団体・おとこのまかない
クリスマスイルミネーションでスープ
ぎょうざを提供

日時：2月10日（金）10：00〜12：00
場所：総合福祉センター
対象：市内在住、在勤、在学の方
　　　20名　先着順
内�容：高齢者の話し相手ボ
　　　ランティアについて
講師：話し相手グループ
申�込：氏名・住所・電話番号を浦安市
ボランティアセンターへ
問：浦安市ボランティアセンター
　電話�380-8864　FAX�355-5277
　 vc@urayasushi-shakyo.jp

話し相手ボランティア
入門講座
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公益財団法人

浦安市施設利用振興公社

浦安市中央武道館内

（公財）浦安市施設利用振興公社は

芸術・文化・スポーツ振興、青少年

の健全育成を通して活力ある地域

社会「ふるさと浦安」の形成に寄与

する公益財団法人です

文化会館

屋内水泳プール

青少年館

少年の広場

障がい者就労支援センター

市民プラザｗａｖｅ１０１中央武道館

総合公園

墓地公園

総合体育館 市営東野プール

旧大塚家・旧宇田川家

市営自転車駐車場
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福祉のしごと
就職フェア

福祉のしごと
就職フェアミミニニ

2月19日日午後1時～4時
JR千葉駅東口より　徒歩5分
京葉銀行文化プラザ6F

（受付開始：午後0時40分から）

（千葉市中央区富士見1-3-2）

千葉県福祉人材センター
TEL 043-222-1294

服装
自由
服装
自由

履歴書
不要
履歴書
不要

入退場
自由
入退場
自由

参加費
無料
参加費
無料

日時

場所

主催 ・ お問い合わせ



　本年度から、運動期間が平成29年3月31日まで延長となって
います。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」を実施しています。うらやす限定のピンバッジは、
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
です。
　この募金は、赤い羽根募金期間
中（平成28年10月1日〜平成29
年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ているもの
です。下記窓口でお渡ししていま
すのでご協力をお願いします。

赤い羽根共同募金の 
期間を延長

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

　多年にわたり地域の福祉活動に尽力され、地域福祉の発展に功労があった
個人や団体に感謝の意を表し顕彰するとともに、さらなる地域福祉活動の振
興や推進を図ることを目的に開催します。どなたでも参加できますので、ぜ
ひ皆様お越しください。（手話通訳・要約筆記あります。）
日時：2月4日（土）午後2時〜 4時
場所：浦安市民プラザWAVE101大ホール
内容：表彰式（午後2時〜）
　　　アトラクション（午後3時〜）
　　　【漫才】浪花のおばちゃんエリザベス
　　　【合唱】浦安女声合唱団

第18回浦安市社会福祉大会

災害ボランティアに関する
協定等を締結

世代をこえて、
これからの防災・
ボランティアの話をしよう

災害ボランティアセンター
運営訓練の体験

～災害ボランティア活動セミナー～
　災害時における協
力に関する協定とし
て、「浦安市社会福祉
協議会」と「浦安市」と
「公益社団法人浦安青
年会議所」の三者間に
よる締結式を11月8
日（火）に行いました。
　本協定では、災害時に必要となる物資の調達・仕分け、
輸送に関わる協力など、物的・人的支援の協力を行うこ
ととしており、三者間での連携をさらに密にしていくこ
ととしています。
　また、11月16日（水）には、その協定の施行に関して、「浦
安市社会福祉協議会」と「浦安青年会議所」の二者間で覚書

を締結しました。本覚書
は、災害ボランティアセ
ンターの運営体制を強化
しつつ、両団体間で円滑
なコミュニケーションを
図り、平時からの関係強
化を目的としています。

日時：�2月12日（日）10：00〜12：00
場所：見明川中学校体育館
対象：�市内在住、在勤、在学の方　100名

程度、先着順
内容：�若年層や女性が災害ボランティア

活動に関わる事等についての講演
とワークショップ

講師：�一般社団法人防災ガール　
　　　中西須瑞化氏
費用：無料
持ち物：筆記用具

日時：2月26日（日）9：00〜12：00
場所：�交通公園・若潮公園
対象：�市内在住、在勤、在学の方　50名程度
内容：�災害時に社会福祉協議会が運営する、

災害ボランティアセンターの訓練に来
所ボランティア役として参加し、災害
ボランティアセンターがどのような流
れで行っているかを体験する

災害に備えて…

　平成28年12月1日、民生委員・児童委員の一斉改選が行われました。一斉
改選は3年に一度行われ、今回は新任21名、再任89名の計110名が委嘱さ
れました。また、19名が退任されました。
　民生委員は、民生委員法に基づき、各市
町村に置かれるボランティアで、地域住民
の身近な相談・支援者です。
　また、児童福祉法に定める児童委員も兼
ねており、任期は3年です。（再任は可）

民生委員・児童委員の
一斉改選が行われました

第17回浦安市社会福祉大会の様子

※祝日を除く

うらちゃんとチーバくんが手を
つないでいるデザイン

申込：�電話、ファクス、メールで氏名・住所・電話番号・年齢を浦安市災害ボランティア
センターへ。災害ボランティアセンターホームページhttp://urayasusvc.jp/の申込
フォームからも申込ができます。

問：浦安市災害ボランティアセンター
　　電話�355-5520　FAX�050-3153-2421　 info@urayasusvc.jp

◇厚生労働大臣表彰（民生委員・児童委員功労）
　渡邊　武

◇厚生労働大臣表彰（ボランティア功労者）
　おべんとうボランティアグループ
◇第51回浦安市民功労者表彰
　毎田　久子、吉田　和枝
◇千葉県知事表彰
・社会福祉功労者（民生委員・児童委員）
　森下　靖子、熊川　正明
◇千葉県社会福祉奉仕賞
　点訳グループ「ミッキー」
◇全国社会福祉協議会会長表彰
　渡邊　武、鈴木由起子

◇千葉県社会福祉協議会会長表彰
・優良支部社協表彰
　浦安市社会福祉協議会北2支部
◇全国保護司連盟理事長表彰
　醍醐　誠一
◇関東地方更生保護委員会委員長表彰
　永田　久子
◇関東地方保護司連盟会長表彰
　馬場　九重
◇千葉日報社社会福祉賞
　大村　洋子

表彰者の紹介
平成28年に社会福祉分野等で長年の功績が称えられ
表彰された方々を紹介します。（敬称略・順不同）
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○16日（木） 防災ママカフェ
March3

月

February2
月○4日（土） 第18回浦安市社会福祉大会

○10日（金） 話し相手ボランティア入門講座
○12日（日） 災害ボランティア活動セミナー
○ 18日（土） 堀江つどいの広場
　　　　　 パパとベビーのサロン
○26日（日） 災害ボランティアセンター運営訓練

日時：2月18日（土）10：00〜11：30
　　　（11：30〜14：00は通常開所）
場所：堀江つどいの広場（浦安市堀江3-1-8フラワー通り沿い）
対象：3歳以下の子どもとその父親
内容：親子の交流、育児相談、手遊びやふれあい遊びなど
費用：無料
持ち物：いつものお出かけセット（タオル、おむつ、
　　　　ミルクなど）
問：浦安市社会福祉協議会（田中・大塚）
　電話�355-5271
　 kodomo@urayasushi-shakyo.jp

　学費の捻出が困難な（要件にあてはまる）低所得世帯に対して、高等学校・専門学校・短期大学・
大学に在学または進学予定のご家庭に学費や入学金等の支援等を行う制度です。ただし、日本学生
支援機構など他制度の優先利用となります。

≪教育支援資金の種類・貸付限度額≫

※借受申込者は就学する本人です。また申込世帯の生計中心者が連帯借受人となります。
※学校教育法に規定されていない学校は貸付対象外もあるのでご相談ください。
※民生委員の相談支援を受けていただきます。
問合・申込：浦安市社会福祉協議会　生活サポート課　電話 355-5271
　　　　　　☆来所される前にお電話でご相談ください。

堀江つどいの広場パパとベビーのサロン 進学を応援　教育支援資金（生活福祉資金）をお貸しします

社協カレンダー
［平成29年1月～3月］

○成年後見制度・相続相談（弁護士）
　1月10日（火）・2月14日（火）・3月14日（火）
○相続・遺言・成年後見相談（司法書士）
　1月18日（水）・2月15日（水）・3月15日（水）
　※富岡公民館
○心配ごと相談　毎週木曜日
○助産師相談（堀江つどいの広場）
　2月2日（木）・3月2日（木）

【
相
談
】

○15日（日） ボランティアフェスティバル○17日（火） 足湯ボランティア講習会○29日（日） 水害支援ボランティア講習

January1
月

一般寄付　12件　364,695円

善意のご寄付
ありがとうございます！

浦安ライオンズクラブ、山一興産株式会社、東
野竹寿会、浦安市少林寺拳法連盟、横川自転
車店、ゆかた会、サイクルプラザ秋山、日の
出公民館文化祭実行委員会、ビーナスプラザ、
ティスルスコティッシュダンスサークル、匿名

平成28年10月1日～ 12月31日（敬称略・順不同）

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 3月6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 2月8日（水）10：00〜12：00

3月8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 3月21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 1月25日（水）10：00〜11：30
3月22日（水）　　　〃

西2 西2・子育てサロン 富士見和貴会館 富士見，舞浜 0歳
1月16日（月）10：00〜11：30
2月20日（月）　　　〃
3月13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 1月18日（水）10：30〜12：00

2月15日（水）　　　〃 ※2月は場所変更の可能性あり
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 3月8日（水）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 1月20日（金）10：00〜11：30

3月17日（金）　　　〃
南2 南2支部子育てサロン 富岡公民館 弁天 0〜3歳 2月8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 1月24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

1月6日（金）10：00〜12：00
2月3日（金）　　　〃
3月3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 2月10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 2月10日（金）10：00〜12：00

3月10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 1月16日（月）10：00〜12：00
3月13日（月）　　　〃

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 2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

高等学校 短期大学・専修学校（専門課程） 大学
教育支援費（月額上限額）月額35,000円 月額60,000円 月額65,000円
就学支度費（入学時のみ） 500,000円以内

【①自由参加型の教室】＊申し込み不要
教室名 講師名 実施週 曜日 時間

太極拳 森下　静夫
水澤　一夫 第1〜第5 水 9:30〜10:20

スポーツ民踊 華咲　美夢 第1〜第4 水 10:30〜12:00
そろばん 荻原　太一 第1〜第4 金 10:00〜12:00
健康体操 白岩　真美

工藤　真　 第1〜第4 金 ①10:30〜11:15　
②11:15〜12:00　

ヨーガ 中盛美和子
安倍　敦子 第1〜第4 土 ① 9:15〜10:00　

②10:05〜10:50　
【②申込制の教室】 申込期間： 1/16（月）～1/31（火）＊一年ごとに募集/おひとり一教室まで

教室名 講師名 実施週 曜日 時間

書道 岡村　喜泉 第1〜第3
月
火 10:30〜12:00
金

ダンス 高部　四郎 第1〜第4 月 10:00〜12:00
民謡 熊川　豊　 第1〜第4 火 11:00〜12:00

13:00〜14:00
和紙はり絵 深澤　幸子 第1〜第3 水 10:30〜12:00
陶芸 Kaoru 第1〜第4 火 10:15〜12:15

尾形　隆昭 金 10:30〜12:30
【③申込制の講座】 申込期間： 2/15（水）～2/28（火）＊教室との併行受講が可能

講座名 講師名 実施週 曜日 時間 受講期間
陶芸 Kaoru 第1〜第4 火 13:00〜15:00 一年

生け花（池坊） 阿部　具代 第1・第3 水
10:30〜12:00

一年13:00〜14:30
第2・第4 13:00〜14:30

茶道（裏千家） 辻村　和子 第1〜第4 金 10:00〜12:00 一年
英会話 掛川　治美 第1〜第4 木 A10:00〜10:50 半年B11:00〜11:50
着付 首代　玉江 第1〜第4 土 10:00〜12:00 半年
エンジョイ・フラ ジェシカ平野 第1〜第4 土 13:00〜14:30 半年

浦安市老人福祉センター（Uセンター）では、健康増進および教養の向上を
図るため、さまざまな種類の教室、講座が開講されています。
Uセンターで新しいことにチャレンジしてみませんか。

【問合せ先】電話 351-2096（Uセンター）

はじめてみませんか！ Uセンターの教室・講座案内

※Uセンターは市内在住の60歳以上の方が利用できます。使用券が必要となります。
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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


