住み続けたいと思える地域をつくるために
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、うらやす社協
設立55 周年・社会福祉法人35 周年
記念イベントや市民後見人の活動
紹介などをお届けします。

2017年（平成29年）

10月15 日 発行
第 98号

編集・発行
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

ホームページ http://urayasushi-shakyo.jp
E-mail fukushi@urayasushi-shakyo.jp

「いつまでも地域で生活できる社会」
をめざして！
介護保険制度の改正
これまでの介護予防は、高齢者が要介護状態にならないことを目的とし

地域共生社会に向けた助け合い・支え合いへの取り組み
浦安市では、助け合い・支え合いの地域づくりを推進していくことを

てきました。しかし、国はこれからは、すべての高齢者に社会参加を呼び

目的に、市内を 4 つの地域（元町・中町×2・新町）に分け、その地域ごと

います。そのため、平成30 年度の介護保険制度改正に向けて、地域に住

元町地域で会議がスタートしました。

かけ、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための生活支援をめざして
むすべての人々が地域づくりに参加する「地域共生社会」の実現をめざす
取り組みが掲げられています。

に
「地域支え合い会議
（協議体）
」
を設置することとなり、まず今年の7月から
会議に参加された各団体から、「もっと民生委員と自治会と連携してい

きたい」「地域のために何かできることはないか」「病気などで急に手伝い
が必要なときに困ると言う声が聞かれる」「介護者を支える場所や情報提

供が必要」「買い物の支援やごみ出しの助けが必要な方がいる」など、さま
ざまな意見が出され、今まで関わる機会の少なかった団体同士のつながり
が確認できました。

この会議に、うらやす社協は生活支援コーディネーターとして参加して

います。高齢者が住み慣れた場所で安心して暮らし続けられるように身近
な課題を取り上げ、支部社会福祉協議会の活動、地域のなかの身近な拠点
である「ぽっかぽか」やボランティアセンターなどの地域福祉活動をいか

し、「地域支え合い会議」と連携しながら、より豊かで暮らしやすい地域に
していきたいと考えています。
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10 月1 日から

「赤い羽根共同募金」
がスタートしました‼
― 赤い羽根共同募金は、皆さんの善意を地域の福祉のために役立てる運動です ―
「赤い羽根共同募金」は、1947 年（昭和22 年）、戦争で被害を受けた子

県内に配分され、市内の民間の社会福祉事業や福祉施設・団体の活動など

の募金活動からはじまりました。現在では、社会福祉を目的とする事業活

地域の皆さんのあたたかな気持ちや行動が地域を育む力となり、理想の

どもたちのための福祉施設などの資金不足を補うためにスタートした民間
動を幅広く支援することで、地域福祉の推進を図る募金運動となっていま
す。

この募金運動は、私たちみんなのたすけあいを基本とするものです。

に有効に活用されます。

町づくりの一歩となりますので、赤い羽根共同募金へのご協力をお願いし
ます。

「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすこと」ができる地域をつくるため
の多様な活動を支援することと、一人ひとりが募金を通して地域福祉活動

赤い羽根共同募金は
んの町を良くするしくみ。
」
「じぶ

に参画することを目的に行っています。

募金活動

また、この募金運動は、自治会、民生・児童委員、小・中学生、高校・

地域の課題解決

地域への想い

大学生、学校関係者、スポーツ団体、企業など、多くのボランティアの皆
様の支えのもと展開され、浦安市支会もさまざまな団体と協働して進めて

地域への愛着・絆

います。

寄せられたあたたかい募金については、7 割が浦安市、残り 3 割が千葉

～募金活動に参加された皆さん～

×赤い羽根共同募金

千葉ロッテマリーンズ

×赤い羽根共同募金

ブリオベッカ浦安 U18

9 月24 日
（日）に浦安市運動公園野球場で行われたイースタン・

10 月1 日（日）、3 日（火）に浦安市内の 3 つの駅（JR 新浦安駅、JR

リーグ公式戦
「千葉ロッテマリーンズ 対 埼玉西武ライオンズ」で、

舞浜駅、東京メトロ浦安駅）で、街頭募金を行いました。

赤い羽根共同募金運動に向けてプレ街頭募金を行いました。

募金活動には、浦安市内の小・中学生をはじめ、ボーイスカウト、

募金活動には、千葉ロッテマリーンズのマスコットの「ズーちゃ

市内高等学校野球部や大学生、また民生・児童委員、ボランティア

ん」
と M ☆Splash（チア

団体など多くの皆様が協力してくれました。

ガール）も応援に駆けつ

10 月3 日（火）の東京メトロ浦

けてくれました。

安駅で行った街頭募金では、浦

リーンズの選手からも

サッカークラブ「ブリオベッカ浦

また、千葉ロッテマ

安市内に本拠地を置く JFL 所属

募金をいただきました。

安」の下部組織である U18 の選手

ご協力をいただいた

の皆様が大勢応援に駆け付けて

皆様、ありがとうござ

くれました。

いました。

2 日間とも多くの募金が寄せら

れました。皆様、ご協力ありがと

ズーちゃんと M ☆Splash の募金活動

ブリオベッカ浦安U18 の募金活動

赤い羽根共同募金の活用事例

浦安市内

30％

①ひとり暮らし高齢者等への食事サービス
②ねたきり高齢者友愛訪問事業
③地域福祉活動の拠点づくり事業
（ふれあいサロン・介護予防教室）
④市内福祉団体への活動助成
…などに活用しています。

募金

70％

ひとり暮らし高齢者等への食事サービス
おべんとうボランティアグループは、浦安
市内のひとり暮らしの高齢者などに、旬の
食材を活かした手作り弁当を月2 回（木曜
日）届けています。お弁当を配達するとき
には、
「お元気ですか」と声かけすることで、
地域の見守り活動にもつなげています。
また、月1 回地域の拠点（堀江ぽっかぽか）
にも配達し、ひとり暮らし高齢者などに楽し
いランチの時間を提供しています。
「美味し
おべんとうボランティアグループ
かった」の声を励みに、みんなで楽しくを
合言葉に活動しています。

うございました。

千葉県内

①東京2020 パラリンピックに向けた支援事業

②フードバンク事業
③生活困窮者家庭への学習支援
④社会福祉施設の車いす送迎車両等の購入
⑤災害時支援のための準備金
…などに活用しています。

東京 2020 パラリンピックに向けた支援事業

千葉県知的障害者陸上競技協会

東京2020 パラリンピックに千葉
県からひとりでも多くの選手が選出
されるよう、競技に必要な備品の整
備を支援します。赤い羽根を付ける
ことで、みんなで選手の皆さんを盛
り上げていきましょう。
この支援をとおして、障がい者選
手の競技力の強化と生涯スポーツと
しての陸上競技の普及をめざしてい
ます。
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今年もオリジナルピンバッジを作成しました♪
■ピンバッジ引き換え所

千葉県共同募金会浦安市支会では、今年もオリジナルピン
バッジを浦安ライオンズクラブの協賛を受け作成しました。
このピンバッジは、赤い羽根共同募金運動の普及・PR と、
募金をより地域へ還元するため、500 円以上の募金をしてい
ただいた方にお渡ししています。

窓

ピンバッジは、千葉県のマスコットキャラクターとして人気

の
「チーバくん」とうらやす社協のマスコットキャラクターの
「うらちゃん」とのコラボレーションデザインとなっています。
皆さんでぜひ、身に着けていただき、赤い羽根募金期間中
（10
▲オリジナルピンバッジ
月1 日～3 月31 日）
を、共に盛り上げてください。
なお、ピンバッジを希望される方は、各自治会の戸別募金に
500 円以上を募金のうえ、右の表のピンバッジ引き換え所まで
「バッジ募金引き換え連絡票」
をお持ちください。

と台紙のデザイン

口

所

社会福祉協議会

東野1-7-1

堀江ぽっかぽか

堀江3-9-22

富岡ぽっかぽか

富岡3-1-7

富岡公民館内

高洲ぽっかぽか

高洲5-3-2

エスレ高洲内

ふれあい広場会場

東野1-7-1

総合福祉センター

総合福祉センター内

引き換え日時
月〜金曜日
9:00〜17:00
月〜金曜日
10:00〜16:30
月〜土曜日
10:00〜17:00
月〜土曜日
10:00〜17:00
11 月19 日
（日）
10:00〜13:30

引き換え所での募金もお待ちしています。また、市内50 ケ所に
赤い羽根共同募金箱を設置しています。詳しくは、うらやす社協ホー
ムページをご覧ください。

12 月1 日〜31 日は

～ 支えあいの
気持ちをつないで ～

「歳末たすけあい募金」
へ…
―

住

歳末たすけあい募金は、地域みんなの支えあい ―

歳末たすけあい募金は、共同募金運動とは別の取り組みでしたが、昭和

34 年から共同募金運動の一環として行うことになったものです。新たな

きるよう、地域のみんなで支えあうことを目的とした運動です。

年を迎える時期に支援を必要としている方々が、安心して暮らすことがで

この運動で集められた募金は、すべて浦安市内の福祉活動に使われます。

歳末たすけあい募金の活用事例
①障がい児や交通遺児世帯・障がい施設に入居されている方々への

電子辞書の配布

歳末見舞金の支給
②ひとり暮らし高齢者に対しての市内小中学校からの年賀状の送付
③地 域で支援が必要な方々に緊急連絡先などを記載できるカレン
ダーの配布
④支援を必要としている家庭のお子さんへの学習支援の一環として、
電子辞書の配布
⑤地域で福祉活動を実践する支部社会福祉協議会活動費への配分
⑥自治会等への軽貨物車両の貸出し
…などに活用しています。

浦安市では子どもの学習支援を
はじめ、日常的な生活習慣、仲間
と出会える居場所づくり、進学に
関する支援、高校進学者の中退防
止に関する支援など、子どもと保
護者の双方に必要な支援を行っています。その一環
として、うらやす社協では、浦安市内の支援を必要
としている家庭で、中学校を卒業する生徒を対象に
高校生用の電子辞書を配布しました。

き り と り 線

災害義援金募集中
浦安市支会では、次の義援

金を随時受付ていますので、
ご協力をお願いいたします。

①
「平成28年熊本地震義援金」
②
「平成29 年7 月5 日からの

大雨災害義援金」
（福岡県）

金」

円

2.

歳末たすけあい募金

円
き り と り 線

④
「台風18 号大分県災害義援

赤い羽根共同募金

き り と り 線

③「大分県豪雨災害義援金」

1.

「秋田県大雨災害義援金」
に

つ い て は、8 月31 日 も っ て
終了いたしました。

お寄せいただいた義援金

（15,284 円）については、浦
安市支会が責任をもって秋田
県共同募金会へお送りいたし
ました。ご協力ありがとうご
ざいました。

き り と り 線

※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。
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55 周年・社会福祉法人 35 周年記念

第15回 ふれあい広場

東野児童センターあきまつり同時開催！
市内のボランティア・福祉関係団体の皆さんが、協力・連携し、地域

元町の夜を光で彩る

～堀江つどいの広場クリスマスイルミネーション～
地元自治会をはじめ、さまざまな団体のご協力のもと、地域のふれ

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、

あいと交流をさらに深めることを目的に、今年も 12 月2 日（土）から

て赤い羽根共同募金運動を PR することを目的に開催します。

いの広場でクリスマスイルミネーションを行います。

地域の福祉を推進し、それを市民の皆さんにお知らせすること、そし
○日

時

11 月19 日（日）

○場

所

浦安市総合福祉センター（浦安市東野1-7-1）

○内

容 （予定）

○参加団体

午前10 時〜午後1 時30 分（開会式 午前9 時50 分〜）
29 団体

25 日（月）の午後4 時30 分から 9 時まで冬の夜の元町を彩る堀江つど
点灯式を下記のとおり行いますので、皆さんぜひお越しください。
クリスマスイルミネーション点灯式
○日
○場

◦各団体によるバザーなど、販売・活動紹介展示

○内

き ぼう

◦よさこいソーラン（輝貌）

◦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、
浦安ウインドアンサンブル、U センターサークル、チアレインボー
ズ、了德寺大学ダンス部

ほか）

時
所

12 月2 日（土） 午後4 時30 分～6 時
堀江つどいの広場/ 堀江ぽっかぽか

（堀江3-1-8 ╱堀江3-9-22

容 （点灯式）

フラワー通り内）

◦クリスマスミニコンサート

◦温かいスープ餃子やお菓子の販売

◦歳末たすけあいチャリティーゲーム
◦おやじバンドによる弾き語り演奏

◦赤い羽根共同募金運動PR（赤い羽根バッジ募金）

11 月19 日は家族の日です。ご家族連れ・ご近所お誘い合わせの上、

◦地元商店による出店

など

お気軽に遊びに来てください。

各団体の
販売活動

き ぼう

「輝貌」

温かいスープ餃子でおもてなしします

Uセンター祭り2017開催
9 月30 日（土）、老人福祉センター（U センター）で「U センター

「浦安ウインドアンサンブル」

祭り 2017」を開催しました。

当日は晴天に恵まれ、普段から U センターを利用されている

方や地域の方を中心に多くの方が来場され大盛況でした。

午前中、屋外に設けられたステージでは U センターダンサー

ズの恋ダンスをはじめ、吹奏楽やフラダンスなどで大変盛り上が
りました。

おぼん・こぼんさんらの出演で大広間も大盛り上がり

また、屋台にも終日多くの皆さんが詰めかけていました。

午後からは 1 階の大広間で「U センター演芸ショー」が行われ、

おぼん・こぼんさんの漫才をはじめ、たくさんの芸人さんが出演
され大賑わいでした。

センターのいたるところで子育てサロンや歌声ひろば、さらに

は大道芸など、高齢の方からお子さんまで皆さんが楽しめる笑顔
いっぱいの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

5

U センターダンサーズは「恋ダンス」を披露しました

●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
●開館時間 午前9 時〜午後4 時、お風呂は午前10 時〜午後3 時
●休館日 日曜日・祝日（敬老の日を除く）
・年末年始
〈使用券の発行について〉
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。
（受付時間 午前9 時～11 時30 分、午後1 時～3 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。
（正午〜午後1 時及び急患対応中は問診ができません）
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で 会いましょう！
●
「高齢者サロン」
地域の皆さんの手でつくる、地域交流の場です。気楽に楽しくおしゃべりをしたり、健康体操・情報交換・
趣味活動などを通して、地域の中での居場所づくりや仲間づくりに取り組んでいます。

平成29年度各支部高齢者サロン一覧（平成29年10月現在）
■うらやす社協の高齢者サロン
名称
弾き語り
堀江
手づくりサロン
ぽっかぽか
ぽっかぽかランチ

概要
ところ堀江ぽっかぽか 対象全域
とき毎月第２木曜日10：30～12：00
ところ堀江ぽっかぽか 対象全域
とき毎月第２金曜日13：00～15：00
ところ堀江ぽっかぽか 対象全域・65 歳以上の一人
暮らしの高齢者・高齢世帯 とき毎月第3 または第4
木曜日12：00～13：00 ＊要申込

■支部社協の高齢者サロン
支部

東1

名称
高齢者サロン
「ほっと」
高齢者サロン
「万寿会」
美浜サロン
みはまサロン

東２

東2 さろん

西１

ほりえいきいきサロン

西２

西2・健康サロン
東野サロン
みんなのカフェ

南１

シニア
おしゃべりサロン
シニアの
ランチサロン
シニア
おしゃべり広場
ふれあいカフェ
ふれあい広場
とみおか
富岡1・4 丁目
サロン
ふれあい広場
いまがわ

概要
ところ美浜東エステート自治会館ほか 対象美浜5 丁
目・65 歳以上 とき毎月第２木曜日13：00～15：30
ところ美浜西エステート自治会館ほか 対象美浜２丁
目・65 歳以上 とき 12・3 月
ところ美浜東自治会館 対象美浜４- ５丁目・65 歳以
上 とき１月下旬
ところエルセンター 対象美浜１- ３丁目・65 歳以上
とき 3 月
ところ猫実東自治会集会所 対象猫実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
とき 11 月13 日( 月)11：00～14：00 ＊要申込
ところ海楽南自治会集会所 対象海楽１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
とき 10 月24 日( 火)・２月５日
（月）11：00～14：00
＊要申込
ところ海楽中央自治会集会所 対象海楽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
とき１月18 日（木）11：00～14：00 ＊要申込
ところ北栄４丁目自治会集会所 対象北栄４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 とき２月13 日（火）11：00～14：00 ＊要申込
ところ堀江公民館 対象堀江，富士見・65 歳以上
とき第３火曜日14：00～16：00
ところ舞浜レインボーくらぶ会館 対象舞浜２・３丁
目・中高年 とき第１・３金曜日14：00～16：00
ところ東野クラブ会館 対象東野・全年齢
とき 11・１月の第２・４日曜日13：00～
ところ京成サンコーポ自治会集会所 対象富岡・全年
齢 とき第２月曜日・第４木曜日14：00～16：00
ところサンコーポ浦安合同自治会集会所 対象富岡・
全年齢 とき毎月１回10：00～12：00
ところサンコーポ浦安合同自治会集会所 対象富岡・
全年齢 とき毎月１回11：00～14：00
ところサンコーポ浦安合同自治会集会所 対象富岡・
全年齢 とき毎月１回11：00～14：00
ところサンコーポ浦安合同自治会集会所 対象富岡・
全年齢 とき第１・３水曜日13：00～16：00
ところ不定 対象富岡・全年齢 とき不定期
（毎月１
回程度）
ところ富岡自治会集会所
（第１～４のいずれか）
対象富岡・全年齢
とき第２水曜日 13：00～17：00・第４木曜日 11：
00～17：0
ところ今川記念館/ 今川団地集会所
（都度変更）
対象今川・全年齢 とき不定期
（毎月１回程度）
※１・３月を除く

名称
高洲
うらちゃんカフェ
ぽっかぽか 高洲
富岡
ぽっかぽかサロン
ぽっかぽか

概要
ところエスレ高洲内 高洲ぽっかぽか前 対象全域
とき毎月第２・４火曜日10：00～11：30
ところ富岡公民館 第１会議室 対象全域
とき毎月第3 金曜日13：30～15：30 ＊要申込

※堀江・高洲・富岡ぽっかぽかの住所と電話番号は 3・8 ページに記載しています

支部

名称
縁側サロン
食事会
弁天お気楽サロン

南２

アートサロン
弁天2 丁目サロン
ふれあいサロン
ストレッチ体操教室

南３

ふれあいサロン
当代島1、
3 丁目
ふれあいサロン

北１

当代島2 丁目
ふれあいサロン
猫実4 丁目
ふれあいサロン
猫実5 丁目
ふれあいサロン
猫三サロン

北２

北三サロン
十区サロン

入船3 丁目
健康マージャン教室
入船4 丁目
お茶飲みサロン
入船4 丁目
海浜１
健康マージャン教室
入船6 丁目
サロン U ♥ I
入船6 丁目
ふれあいサロン
海浜２

シニアウェルネス
サロン
ひので Cafe

第18回
それは

概要
ところ東野竹寿会館 対象東野３丁目コモンシティ・
60 歳以上 とき毎週火・金曜日13：30～
ところ東野竹寿会館 対象東野３丁目コモンシティ・
60 歳以上 とき第３火曜日11：30～
ところ弁天喜楽会館 対象弁天１，４丁目・60 歳以上
とき毎週水曜日13：00～
ところ弁天喜楽会館 対象弁天１，４丁目・60 歳以上
とき毎月第１・３月曜日13：00～
ところパークシティ弁天自治会館 対象弁天２丁目・
全年齢 とき毎月第１火曜日・第３木曜日13：00～
ところ常盤会館 対象弁天３丁目（他地区も可）
・60
歳以上 とき毎週木曜日13：00～
ところ常盤会館 対象弁天３丁目（他地区も可）
・60
歳以上 とき毎週木曜日10：00～
ところエスレ高洲など 対象高洲・全年齢
とき 12 月15 日
（金）
ところ当代島公民館 視聴覚室、調理実習室 対象当
代島１，３丁目・独居65 歳以上、日中独居・高齢夫婦
75 歳以上 とき１月28 日
（日）11：00～14：00
ところ当代島公民館 視聴覚室、調理実習室 対象当
代島２丁目・独居65 歳以上、日中独居・高齢夫婦75
歳以上 とき２月25 日（日）11：00～14：00
ところ中央公民館 会議室、調理実習室 対象猫実４
丁目・独居65 歳以上、日中独居・高齢夫婦75 歳以上
とき今年度終了
ところ第８区自治会館 対象猫実４丁目・独居65 歳
以上、日中独居・高齢夫婦75 歳以上
とき 11 月7 日（火）11：00～14：00
ところ猫実三丁目自治会館 対象猫実・65 歳以上
とき１月19 日( 金)
ところ北栄三丁目自治会館 対象北栄・65 歳以上
とき 10 月20 日（金）
ところ十区自治会集会所 対象北栄・65 歳以上
とき今年度終了
ところ入船中央エステート自治会館 対象入船３丁
目・全年齢 とき毎月第１水曜日13：00～16：00
ところ入船自治会館 対象入船４丁目・全年齢
とき毎月第１・３金曜日13：30～15：30
ところ入船自治会館 対象入船４丁目・全年齢
とき毎月第４火曜日13：00～16：00
ところ入船東エステート３号棟集会所 対象入船６丁
目・全年齢 とき毎週月曜日10：30～12：00
ところ入船東エステート３号棟集会所 対象入船６丁
目・全年齢 とき毎月第４金曜日10：00～12：00
ところ了德寺大学 対象日の出・明海・高洲在住の
65 歳以上の方 とき 11 月28 日、2 月27 日10：30～
13：30 ※要申込
ところ日の出公民館 対象日の出・明海在住の 65 歳
以上の方 とき原則毎月第４月曜日 ※要申込

聖隷浦安学会
愛 から始まった
同時開催
聴講無料

～私たちに出来る最高のサービスとは～
介護相談、
入居・入所相談、
利用者作品展、
お仕事相談
お子様が楽しめるイベントあり！

10.29

2017.
（日）13:00～16:45
【会場】浦安音楽ホール（4F ハーモニーホール）

福祉に関わる仕事を通じ、
その中で培った研究の成果を発表いたします。
全12演題を予定しております。お気軽にお越しください
参加施設：浦安市特別養護老人ホーム、
浦安愛光園、
浦安ベテルホーム、
聖隷訪問看護ステーション浦安、
浦安エデンの園 他
聖隷浦安学会に関する問い合わせ先
事務局：浦安市特別養護老人ホーム 千葉県浦安市高洲9-3-1
TEL：047-382-2943 FAX：047-382-2436
ホームページ ： http://www.seirei.or.jp/urayasushitakasu/

首都高速・Ｒ357
至東京

至船橋・蘇我
JR新浦安駅
駅前

Mona 広場
イオン
新浦安店

浦安音楽ホール

バス
ロータリー
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ようこそ「子育てサロン」へ
身近な場所で子育て中の親子が気軽に集まって、話をしたり遊んだり、地域で仲間づくりや情報交換が
できる場です。

平成29年度子育てサロン一覧（平成29年10月現在）
■社協の子育てサロン
名称
堀江つどいの広場

うらちゃんサロン望海

概要
名称
ところ堀江つどいの広場（堀江３- １- ８） 対象全域・
０～３歳、妊婦 とき月曜～金曜 9：00～17：00 うらちゃんサロン北栄
（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
うらちゃんサロン猫実
ところＵＲ望海の街集会所 対象全域・０～２歳、妊
婦 とき第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）

概要
ところふたば保育園 対象全域・０～３歳、妊婦
とき毎月第３金曜日10：00～12：00
＊祝祭日と重なる場合、中止となります
ところみのり保育園 対象全域・０～３歳、妊婦
とき毎月第１火曜日10：00～11：15
＊祝祭日と重なる場合、中止となります

■支部社協の子育てサロン
支部
東１

名称
東１・子育てサロン
東２・子育てさろん

東２
東２・子育てさろん
西１

西１・
にこにこ子育てサロン

西２

西２・子育てサロン
南１
ふれあい親子広場今川

南１

南１
ふれあい親子広場富岡
南１東野子育てサロン

概要
ところ美浜東エステート自治会館
対象美浜・０～３歳
とき 12 月4 日（月）10：00〜11：30
ところ海楽菜の花クラブ
対象海楽、猫実１・２丁目、北栄４丁目・０～３歳
とき 11 月8 日（水）、12 月13 日
（水）10：00〜12：00
ところ猫実東自治会集会所
対象猫実１・２丁目・０～３歳
とき 12 月12 日（火）10：00〜11：30
ところ堀江公民館
対象堀江、富士見・０～１歳
とき 11 月22 日（水）、1 月24 日
（水）10：00〜11：30
ところ富士見和貴会館
対象富士見、舞浜・0 歳
とき 10 月16 日
（月）
、11 月20 日
（月）10：00〜11：30
ところ今川記念館
対象今川、富岡・どなたでも
とき 10 月18 日（水）、1 月17 日
（水）10：30〜12：00
ところ富岡公民館
対象今川、富岡・０歳～入園前
とき 11 月15 日（水）10：30〜12：00
ところ東野クラブ会館
対象東野・0 歳
とき 11 月17 日（金）、1 月19 日
（金）10：00〜11：30

支部

名称

概要
ところ富岡公民館
南２ 南２支部子育てサロン 対象弁天・０～３歳
とき 12 月20 日（水）10：00〜11：30
ところ当代島公民館
北１
北１
対象当代島、猫実４・５丁目・０歳～２歳
ふれあい子育てサロン
とき 10 月24 日（火）、1 月23 日（火）10：00〜12：00
ところ第10 区自治会集会所
対象北栄1・2・3 丁目、猫実3 丁目・０歳～２歳
北２ 子育てわいわい広場
とき毎月第1 金曜日10：00〜12：00
ところエアレジデンス３階キッズルーム
入船１・２・３丁目
対象入船１・２・３丁目・０～３歳
合同子育てサロン
とき 11 月10 日（金）、1 月12 日（金）10：00〜12：00
海浜１
ところ入船東エステート 3 号棟集会所
入船６丁目
対象入船６丁目・どなたでも
ふれあい子育てサロン
とき毎月第2 金曜日10：00〜12：00
ところ海園の街保育園子育て支援センターハミング内
子育てサロン
対象日の出、明海・０～３歳
とき原則奇数月第2 月曜日10：00〜12：00
海浜２
ところアールフォーラム新浦安キッズルーム
子育てサロン
対象日の出、明海・０～３歳
とき 10 月30 日（月）10：00〜12：00
※祝祭日と重なる場合、日程の変更あり

お待ちしています

「うらちゃんサロン北栄」&
「うらちゃんサロン猫実」
うらちゃんサロン北栄とうらちゃんサロン猫実は、社会福祉法人芳雄

うらちゃん
サロン
北栄

会が運営する
「ふたば保育園」と「みのり保育園」の園舎の一部をお借り
し、うらやす社協が運営している子育てサロンです。浦安市の母子保健
推進員
（地域の妊産婦やお子さんの健康を見守るサポーター役として、
市長より委嘱を受けて活動をしている方々）にご協力いただき、お母さん
たちの育児相談などに応じています。
開放的な空間に、木のぬくもりを感じられるおもちゃが並び、子ども
たちと一緒にゆったりとくつろぐことができます。ママ・パパ同士の交
流や情報交換、お友達づくりだけでなく、ひとときのリフレッシュの場
としてもご利用いただいています。
保育園の保育士や管理栄養士、看護師の方々にもご協力いただき、手
遊びや読み聞かせをしたり、離乳食相談や栄養相談に乗ったり、衛生管
理についてのお話しをするなど、育児に役立つさまざまなメニューを用
意しています。
また、うらちゃんサロン北栄では、特別プログラムとして、サロンに
参加した方を対象に、1 回 1 組限定の保育園給食試食体験と離乳食相談
を実施しています（希望者多数の場合は抽選になります）。保育園で提供
されている給食の味を実際に食べて参考にしながら、初めての離乳食作
りへの不安や、離乳食・幼児食についての疑問に、保育園の管理栄養士
がマンツーマンでお答えします。サロンの日程などについては上記を参
照してください。ぜひお気軽に足をお運びください。

うらちゃん
サロン
猫実
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明海大学「第 30 回 明海祭」への出店
ボランティアセンターが明海祭に出店しま

す。ぜひお立ち寄りください。

とき：11 月4 日
（土） 午前10 時〜午後4 時
11 月5 日
（日） 午前10 時〜午後4 時

ところ：明海大学浦安キャンパス
（浦安市明海
1 丁目）2306 講義室

内容：高齢者疑似体験

申込：不要。直接会場にお越しください。

講座
災害 IT・情報支援ボランティア講座
災害時の IT 支援について、災害ボランティ

アセンター
（災害ボラセン）での IT インフラの

構築と情報発信に関する知識を、講義や実習、
グループワークを通して学ぶ講座です。

インフォメーション

聞こえのサポーター（筆談）講座
とき：11 月7 日、14 日、21 日、28 日
※すべて火曜日、全4 回

☎381-9037

生活支援

講師：NPO 法人千葉県中途失聴者・難聴者協会

教育支援資金（生活福祉資金）を
お貸しします

法を学びます。

対象：市内在住・在勤・在学（高校生以下不可）
定員：先着20 名程度
費用：無料

学費の捻出が困難な（要件にあてはまる）低所

持物：筆記用具

得世帯に対して、高等学校・専門学校・短期大

の上、10 月27 日（金）までに電話・FAX・メー

や入学金等の支援等を行う制度です。ただし、

申込：講座名、住所、氏名、電話番号をご記入
ルのいずれかで、以下へ。

問合せ：浦安市社会福祉協議会

ボランティア

センター☎355-5271／FAX355-5277

〜看取る・看取られるために私たちが知ってお

●就学支度費（上限額）
：500,000 円

※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。

れの思い、葛藤、決断に各関係機関がどのよう

※民生委員の相談支援を受けていただきます。

在宅での看取りを、我がこととして考えてみ

対象：市内在住・在勤・在学（18 歳以上）、ま

ませんか。

きる方・SNS（特に Facebook）を使用されて

場午後1 時30 分）

申込方法：電話・FAX・メール（講座名・氏名・

月額65,000 円

※学校教育法に規定されていない学校は貸付対

に関わっているのか。

参加費：無料

月額

看取り期にはどのような支援を受けることが

柴田哲史氏、特定非営利法人日本NPO センター

いる方

だくことになります。

額60,000 円、大学

できるのか、看取る側・看取られる側のそれぞ

たは市外の方で災害時に優先的に浦安を支援で

れたうえでこの教育支援資金をお申し込みいた

35,000 円、短期大学・専修学校（専門課程）月

ン広報
（ワーク）

吉田建治氏

日本学生支援機構など他の制度をお申し込みさ

●教育支援費（月額上限額）
：高等学校

在宅で看取るということ
くべきこと〜

学・大学に在学または進学予定のご家庭に学費

≪教育支援資金の種類・貸付限度額≫

{fukushi@urayasushi-shakyo.jp

内容：災害ボラセンでの IT・情報支援
（講義）
、

講師：一般社団法人災害IT 支援ネットワーク

支援専門員部会）

内容：筆談を通して、難聴者や失聴者の支援方

市民向け公開講座

facebook ページの試作等（実習）、災害ボラセ

な）、浦安市ケアマネージャー連絡会（主任介護
問合せ：浦安市猫実地域包括支援センター

午後2 時〜4 時

ところ：総合福祉センター（東野1-7-1）

とき：10 月28 日
（土） 午前9 時〜午後5 時
ところ：総合福祉センター（東野1-7-1）
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とき：11 月15 日（水） 午後2 時〜4 時15 分（開

象外の場合もあるのでご相談ください。

申込・問合：浦安市社会福祉協議会事業課生活
サポート班

☎355-5271

☆来所される前にお電話でご相談ください。

善意の寄付

ところ：浦安市文化会館小ホール

パネリスト：宮川邦幸氏（当事者家族）、小林澄
子氏（順風会小林クリニック医師）、鎌田和枝氏

ありがとうございます。地域福祉活動のため

大切に活用させていただきます。

住所・電話番号・メールアドレス・年齢・スマー

（なごみ訪問看護ステーション看護師）、松平泉

平成29 年7 月1日〜9 月30日
（敬称略・順不同）

をお知らせの上、以下までお申込みください。

子氏（東京海上日動みずたま介護ステーション

浦安ライオンズクラブ 2 件╱山一興産株式会社

トフォンもしくはタブレット端末の所有有無）
申込：10 月20 日
（金）までに以下へ

主催・申込・問合：浦安市災害ボランティアセ
ンター

☎355-5520／FAX050-3153-2421

（もしくは 355-5277）{info@urayasusvc.jp

氏（聖隷訪問看護ステーション看護師）、工藤康
主任介護支援専門員）、小林宏慎氏（訪問介護事

業所レスパイトケア管理者兼サービス提供責任者）
対象：先着350 名（参加費無料）

主催：浦安市地域包括支援センター（ともづ

浦安市社会福祉協議会職員募集
正規職員
（1）募集職種 社会福祉士もしくは主任介護
支援専門員
（2）
勤務地 浦安市社会福祉協議会等
（3）受験資格 社会福祉士もしくは主任介護
支援専門員の資格を有し、パソコン操作
（ワード・エクセル）ができる方で 59 歳
以下の方
（雇用対策法施行規則第1 条の 3
第1 項例外理由1 号）
※普通自動車免許を有する方が優先
（4）
採用試験日程
第1 次試験:11 月4 日（土）
（5）勤務開始日 平成29 年12 月1 日以降で
応相談
（6）
待遇等 社会福祉協議会規定による

一般寄付

11 件

649,128 円

NPO 法人日本入れ歯リサイクル協会╱ビーナ
スプラザ 2 件╱介護付有料老人ホーム浦安エデ
ンの園╱サイクルプラザ秋山╱ベイシニア浦安
女性部会╱匿名2 件

うらやす社協では次のとおり職員を募集します
非常勤職員

（1）職種
①社会福祉士
②地域福祉コーディネーター
③児童育成クラブ支援員
（2）勤務地 浦安市社会福祉協議会、児童育
成クラブ等
（3）受験資格
①社会福祉士の資格を有する方でパソコ
ン操作（ワード・エクセル）ができる方
②パソコン操作（ワード・エクセル）がで
きる方
※社会福祉士の資格を有する方が優先
③保育士、幼稚園・学校教諭、社会福祉士、
放課後児童支援員認定資格のいずれかを
有する方、または児童福祉事業・放課後

児童健全育成事業に 2 年以上従事した方
が優先
（4）勤務日数・待遇等 ※勤務日数応相談
勤務日数
①週5 日 9:00～17:00
②週3～5 日 9:00～17:00
③ 週3～5 日 12:00～19:30（ う ち 6 時
間 ）、 土 曜 日 や 学 校 休 業 日 は 7:30～
19:30（うち 8 時間）
時給
①1,430 円 ②960 円
③960 円 ※有資格者は研修8 週後から
1,030 円
（5）採用試験日程 履歴書到着後別途連絡

【申し込み】
履
 歴書（募集要項に所定の様式あり）
・職務経歴書・資格証明書の写し（上記有資格者のみ）を、浦安市社会福祉協議会総務課へご持参
または郵送。
（提出期限：平成29 年10 月25 日（水）必着） 詳細は、募集要項をご参照ください。
※募集要項は、浦安市社会福祉協議会（東野1-7-1）で配付、もしくは浦安市社会福祉協議会ホームページからダウンロードできます。
【問 合 せ】
浦安市社会福祉協議会 総務課 （〒279-0042 浦安市東野1-7-1 総合福祉センター内 電話：355-5271）
※受付時間 8:30 から 17:00（土・日・祝日除く）
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浦安市では、平成26 年度より市民の中から成年後見人を養成する事業を行ってきました。

年10 月〜
社協カレンダー ［平成29平成30
年1 月］

10

October

11

November

月

市民後見人が始動

2017年（平成29年）10月15日号

そして、今年7 月に家庭裁判所から選任され、1 名の方が市民後見人としての活動を始めま
るよう、取り組んでいきます。

月

した。うらやす社協は市民後見人のサポート役を担い、今後さらに市民後見人の活動が広が

○聞こえのサポーター（筆談）講座
［7 日（火）
・14 日（火）
・21 日（火）
・28 日（火）］
○終活セミナー［16 日（木）］※募集終了
○第15 回ふれあい広場［19 日（日）］

◆成年後見人って何をするの？？◆
成年後見人等（以下、後見人）は、一人暮らしの認知症高齢者や地域で暮らす障がいの

の管理」
と
「生活に必要な契約の手続きなど」です。

12

月

ある方など、支援が必要な方の生活を支えるために活動します。大きく分けると「お金
今回は生活に欠かせない「お金の管理」について、Ａさんの事例をご紹介します。

立たれ、A さんはずっと一人で頑張ってきました。A さんは庭仕
事が趣味で、いつも A さん宅の庭にはきれいな花が咲き揃ってい

ました。A さんの口癖は「私はずっとここで暮らしたい。お花を
Ａさん

1

月

A さん夫妻にはお子さんがいませんでした。数年前にご主人に先

○赤い羽根共同募金運動［1 日（日）～3 月31 日（土）］
○災害IT・情報支援ボランティア講座［28 日（土）］

December

］
（土）
～31日
（日）
［1日
○歳末たすけあい募金運動
ョン
ーシ
ミネ
イル
マス
リス
○堀江つどいの広場ク
点灯式［2 日（土）］

January
○ボランティアフェスティバル［21 日（日）］

※最新情報はホームページをご覧ください。

いじるのが何よりの楽しみなの」でした。最近、A さんの様子が

【第2 期 市民後見人養成講座】

ほどきれいに手入れしていた庭の花が枯れてきたのです。そうい

○10 月21 日
（土）
、25 日
（水）
、28 日
（土）
、11 月5
日
（日）
、11 日
（土）
、25 日
（土）
、12 月10 日
（日）
、
16 日
（土）（全8 日）
※募集終了

以前とは違うことに気づいたご近所の方が心配しています。あれ
えば、近所で A さんを見かけても、ぼんやりした様子で元気があ
りません。ひょっとすると認知症かも…。

1

【相談】
○成年後見制度・相続相談
（弁護士）
11 月14 日
（火）
・12 月12 日
（火）
・1 月16 日
（火）
○相続・遺言・成年後見相談
（司法書士）
※富岡公民館 10 月18 日
（水）
・11 月15 日
（水）
・
12 月20 日
（水）
・1 月17 日
（水）
○心配ごと相談 毎週木曜日
○助産師相談
（堀江つどいの広場）
11 月2 日
（木）
・12 月7 日
（木）
・1 月4 日
（木）

2
市民後見人
Ｂさん

●社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会

次第に物忘れがひどくなり、銀行からおろし
てきたはずのお金がなくなったり、通帳をな
くしたり…生活に支障が出るようになりまし
た。

必要な手続きをして、B さんが A さんの後見人
に決まりました。

3

4

日々の生活のためには、収支のやりくりや生
活費の補充、必要なものの購入・支払いなど
が欠かせません。

B さんは定期的に A さんを訪ねて生活費を届
けたり、支払いが必要な請求書が来ていない
か確認します。定期的な訪問によって、不要
な訪問販売などの消費者被害にあっていない
かの確認をすることもできます。

5

6

市民後見人
Ｂさん

〒 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
（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
●うらやす成年後見・生活支援センター
TEL 047-355-5315
sodan@urayasushi-shakyo.jp
●浦安市ボランティアセンター
TEL 047-380-8864 vc@urayasushi-shakyo.jp
●浦安市災害ボランティアセンター
TEL 047-355-5520 info@urayasusvc.jp
FAX 050-3153-2421（IP 電話の場合は 047-355-5277 へ）
（その他の施設）…………………………………………………
●浦安市老人福祉センター
〒 279-0042 浦安市東野 1-9-1 TEL 047-351-2096
FAX 047-351-7373
ucenter@urayasushi-shakyo.jp
●浦安市富岡地域包括支援センター
〒 279-0021 浦安市富岡 3-1-9 TEL 047-721-1027
FAX 047-721-1026
tomozuna-tomioka@urayasushi-shakyo.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 TEL 047-304-1880
higashino-club@jcom.home.ne.jp
●堀江ぽっかぽか
〒 279-0041 浦安市堀江 3-9-22
TEL/FAX 047-721-3737
horie-pokkapoka@urayasushi-shakyo.jp
●高洲ぽっかぽか
〒 279-0023 浦安市高洲 5-3-2 地域交流プラザエスレ高
洲１階 TEL 047-721-1294 FAX 047-721-1295
takasu-pokkapoka@urayasushi-shakyo.jp
●富岡ぽっかぽか
〒 279-0021 浦安市富岡 3-1-7 富岡公民館１階
TEL 047-380-1294 FAX 047-351-2960
tomioka-pokkapoka@urayasushi-shakyo.jp
●堀江つどいの広場
〒 279-0041 堀江 3-1-8 TEL 047-351-2646
h-tsudoi@jcom.home.ne.jp
線
東西 駅
浦安

⑤

消防署●

●市役所

湾
岸
線
路
（
国
道
357
号
）

JR新浦安駅

④⑧⑫

船橋
至西

●レストラン
●

B さんは、うらやす社協と一緒に後見人とし
ての活動を進めています。

ここで紹介したのは、市民後見人の活動の一例です。次号以降で、市民後見人の活動紹介の
続編を予定しています。

●東野小学校 順天堂
病院●

総合福祉センター

至東京

B さんは、1 年間の収支を通帳の写しを添え
て家庭裁判所に報告します。

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 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
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。

