
　あけましておめでとうございます。皆さまに
は明るい新年をお迎えのこととお喜び申し上げ
ます。平成最後のお正月をこうして皆さまとと
もに迎えられたことを大変うれしく思っていま
す。

　さて、ご案内のとおり、うらやす社協は、平
成29年に設立55周年、そして社会福祉法人と
なって35周年を迎えました。これを記念し、
これまでの浦安の地域福祉の歴史を築かれた皆
さまの活動をまとめ、後世に伝えるとともに、
今後のうらやす社協の活動の糧にするため、記
念誌を制作しました。
　記念誌を紐解きますと、そこには、いつの時
代にも必ず「福祉のまちづくり」の要としてご活
躍された方々がいて、そうした方々と地域の皆
さまとの活動があって、これまでの浦安の地域
福祉の歴史が刻まれてきたのだということに改
めて気づかされました。本当に深い感謝の念で
一杯です。
　また、本誌5ページに掲載のとおり、昨年も
支部社会福祉協議会推進委員などで、うらやす
社協にご協力いただいている多くの方々が厚生
労働大臣表彰をはじめ、各種表彰を受賞されて
いますが、昨年11月に行われた浦安市民功労

者表彰式で、長年にわたる支部社会福祉協議会
推進委員としての活動が認められ、南2支部の
桑原支部長が支部社会福祉協議会として初めて
表彰されました。これは、市が支部社会福祉協
議会活動の重要性を深く認識した結果だと思っ
ており、大変意義深いものだと思っています。
　うらやす社協は、これからも、こうした地域
の課題について我が事のように取り組んでこら
れた方々をはじめ、地域の皆さまと一緒に福祉
のまちづくりを進める「地域共生社会」の実現に
向けて一層の努力を重ねてまいりたいと思って
おります。世代や分野を超えて、丸ごと地域が
つながることを目指し、積極的に地域福祉を推
進してまいりたいと思っていますので、皆さま
のご理解、ご協力をお願い申し上げます。
　本年が皆さまにとりまして、幸多き一年とな
りますことを心からお祈りし、新年のご挨拶と
いたします。

年頭のご挨拶

社会福祉法人浦安市社会福祉協議会

会　長　大塚　久美子

堀江つどいの広場の子育てサロンにデモンフォート大学の留学生が訪れ、国際交流の場にもなりました。 後見人のつどいでは、地域の皆さんに後見人の専門性

について学んでいただきました。

昨年で5回目となるクリスマスイルミネーションは、
年々、来場者が増え、12月の恒例行事となってきました。

設立55周年・法人35周年記念式典で、歩んできた歴史を振り返り、未来への一歩を踏み出しました。10月1日からの赤い羽根共同募金運動に

東海大付属浦安高校が応援に駆けつけてくれました。

え お

うい
あ

あ赤い羽根で福祉のまちづくり

いイルミネーションで
地域とのつながり

え笑顔が溢れる
子育てサロンは未来の宝

ううらやす社協設立55周年式典で
気持ちをひとつに

おお任せください、ふくしの窓口

昨年中は、おかげさまで皆さまと一緒にさまざまな事業に取り組むことができました。
その思い出を「あいうえお」作文で振り返ってみます。

2019年 今年もよろしくお願いいたします！

1月15日 発行
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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。



特集Ⅰ 災害ボランティア 
センターの1日

災害VCの役割・機能
　災害VCは、被災された地域の皆さんの支援
のため、被災状況や被災者ニーズを把握し、ボ
ランティアの活動場所を調整します。

◀ボランティア活動までの流れ▶
①受付
　�初めての方も2回目以降の方も、こちらで一度、
災害ボランティアとして受付を行います。こ
こでボランティア活動保険に加入します（※）

↓
②登録
　�初めての方は、こちらで個人情報や活動で役
立ちそうな資格・特技などを登録します。

↓
③�オリエンテーション
　�被災状況や活動にあたっての心構え、注意事
項などの説明を受けます。

↓
④マッチング
　�被災された方からのお困り事（ニーズ）を紹介
して、ボランティアとをつなげます。

↓
⑤グルーピング
　�お困り事の依頼先へグループを結成し、あわ
せてリーダーも決めます。

↓
⑥地図案内
　ニーズ依頼先の場所を確認します。

↓
⑦資材受付（貸出し）
　�活動に必要な資材を借り受けます（マスクなど
の個人装備は、自身でご準備願います）。

↓
⑧車両受付
　�活動場所までの距離があるときは、送迎がある
場合があります。その際はこちらで乗車します。

↓
⑨�ボランティア活動
　�依頼先で活動します。体力を使う活動の場合
は、注意しながら、こまめに休憩を取ります。

↓
⑩資材受付（返却）
　�活動終了後、災害VCに戻り、使用した機材を返
却します。洗浄などをお願いすることもあります。

↓
⑪活動報告
　�リーダーから、依頼内容がどこまで進んだか、
被災された方に何か気になるところはなかっ
たかなどを報告します。

� ◀本部では▶
①災害VC組織の管理、スタッフの配置
②被害状況の把握
③ニーズの相談・把握（電話・窓口）
④ニーズ・ボランティア活動の取りまとめ（集計）
⑤情報の発信
⑥全体ミーティングによる情報共有 坂町（広島県）では、午後5時から全員参加の

ミーティングを行っていました
坂町（広島県）でのオリエンテーションは、
野外テントで行いました

受付1

グルーピング5

オリエンテーション3

登録2

地図案内

本部

6

活動報告11

マッチング4

駐車場が広くないので
徒歩・公共交通機関を
利用

団体受付は
代表者が一括で

1日の流れとインフォ
メーションを確認

名札はひらがなで
大きく

メンバーのビブスをもらって

疑問はここで
解決

自分の特技が生かせるものを探して

協調性を大切に
お互いゆずりあって

代表者が
地図を確認

他のメンバーはまとまって待機

被災者の立ち場
に寄り添って
相談対応 経験者はぜひ

リーダーに

活動後はリーダーが進捗状況などを必ず伝える
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浦安市災害ボランティアネットワーク
　浦安市には、災害VCをお手伝いいただくボランティアの組織があります。
　うらやす社協の職員だけではなく、運営に必要な知識や技術を自ら学び、
ボランティアをコーディネートする役割を担っています。
　毎年、うらやす社協では、災害ボランティア養成講座を開催し、地域の
皆さんにも災害時の支え合い、助け合いの仲間になっていただく取り組み
を行っています。

災害ボランティアは、どんな服装が良いの?!

災害ボランティアコーディネーターへの道
①�災害ボランティア養成講座（入門編）の受講
②�災害ボランティア養成講座（コーディネー
ター編）の受講

③�浦安市災害ボランティアネットワークへの
加入

※災害VCからのお願い
　災害VCでボランティア活動を行うときは、ご自身のために「ボラン
ティア活動保険」に必ず加入してください。
　被災地の災害VCは、被災者の支援ため動いています。被災地に行
く前にご自宅最寄りの社会福祉協議会で手続きを済ませてください。

災害時での調理や防災食の試食など防災のことも勉強しています

　平成最後の夏は、「大阪府北部地震」から始まり、「平成30年7月豪雨」、
「北海道胆振東部地震」と日本各地で大きな災害に見舞われました。
　被災された多くの地域では、地元の社会福祉協議会が災害ボランティ
アセンター（以下、「災害VC」）を立ち上げ、地元のボランティアを中心
に、全国から集まるボランティアの協力のもと、復旧・復興に向かっ
た活動に取り組んでいます。
　多くのボランティアの支援を被災された地域の皆さんに「つなぐ」た

め、災害VCの機能を十分に発揮する必要があります。そのためには、
日頃から災害VCを地域の皆さんに知っていただくことが大切です。
　うらやす社協は、災害など有事のときに迅速・的確に対応するため、
あらかじめ、災害VCの立ち上げ場所について浦安市と取り決めていま
す。同時に毎年、災害VCの立ち上げ・図上訓練などを行い、有事に備
えています。今回は、有事の際の浦安市災害VCの一日をご紹介します。

災害VC掲示板

　災害時のさまざまな情報の集約・発信を支援する講座です。
とき：1月29日（火）午前10時〜午後4時
ところ：総合福祉センター2階・多目的室（東町1-7-1）

①災害情報・IT 支援ボランティア養成講座

※詳しくは、P6のinformationをご覧ください。

　災害時の支援制度を分かりやすくご紹介・ご説明する講演会
です。
とき：3月6日（水）午後6時30分〜8時
ところ：浦安市中央公民館・大集会室（猫実4-18-1）

②わが家の災害対応講演会

〈浦安市災害ボランティアセンター〉
URL　http://urayasusvc.jp
E-mail　info@urayasusvc.jp

☎355-5520
FAX050-3153-2421

■お問い合わせは

8

オリエンテーション

車両受付

資材受付（返却）10

資材受付（貸出し）7

ボランティア活動9

特技・資格
はしっかり
アピール

ボランティア保険を
しっかり確認

代表者がまとめて受付

自分の行動を必ず確認

水害の時は厚手のゴム手袋
（炊事用はNG）
地震の時は
作業用手袋or革手袋など

長袖（ケガ防止）

ウエストポーチなど
（救急セットや塩あめ、
貴重品を入れられる）

タオル 帽子orヘルメット（頭を守る）

ゴーグル
（泥や破片から目を守る）

防塵マスク
（粉じんから呼吸器を守る）

水筒
（夏場は2ℓ必要な時も）

長ズボン
（ケガ防止・ポケットが
多いと便利）

水害の時は長ぐつ
地震の時は作業用靴
（両方とも踏み抜き防止の
インソール入りを推奨）

ヘッドライト
（床下の泥出しなどで手が
ふさがれないので便利）

※水害の時は、
　上下のカッパがあると
　活動時に汚れがしみない

善意のおしつけに
ならないよう

廃棄するものでも
大切な思い出の
つまったもの

メンバーは協力して
資材を運ぶ

リーダーの指示に従う

単独行動はダメ

こわれたものは報告

リラックスとコミュ
ニケーションは大切

活
動
の
注
意
点
事
項
や
市
内
マ
ッ
プ
を
確
認
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社会貢献の一環として、地域のために、そしてあなた自身
のために、1・2期生、社協と一緒に活動しませんか!?
●2019年 4月　説明会開催、募集（予定）
●2019年 6月　開講（予定）

ご案内は市広報や
社協ホームページに掲載します。
お問い合わせは、後見センター
（☎355-5315）まで

　『成年後見制度』と聞いて、皆さんはどのようなイメージが浮かびますか。「お金の管理だけする人」「面倒くさそう」など、
マイナスのイメージが浮かぶ方は少なくないのではないでしょうか。
　成年後見制度は判断能力が低下した方の権利を守るための大切な制度です。成年後見人（以下、後見人）は判断能力が低下
した方の大切な財産を管理し、ご本人のためにお金が上手に使われるようにさまざまな配慮をしながら活動します。例えば、
一人暮らしの認知症の方で、身近に支援できる方がいない場合には、入院や施設入所が必要になると、後見人に病院や施設
入所の手続きをしてもらうことができます。また、ご本人が住み慣れた自宅での生活を望まれる場合には、後見人は、出来
る限りそれを実現するために、福祉サービス利用の手続きなども行います。
　このように、お金だけに注目するのではなく、その方の希望や日々の生活にも目を向けた『寄り添う姿勢』が求められる後
見人の担い手として、『市民後見人』への期待が高まっています。うらやす社協では、浦安市の委託を受けて市民の中から後
見人を養成する取り組みを実施しています。ここでは、市民後見人養成の流れと養成修了後の活動についてご紹介します。

特集Ⅱ

市民が市民をサポート
浦安市市民後見人養成事業

具体的な活動内容

1市民後見人
　社協と一緒に支援を必要とする方の後見人を引き受けます。週1回
程度対象の方を訪問し、生活費のお届けや生活状況の確認をします。
必要に応じて後見人としてさまざまな手続きを行います。後見人の活
動は支援する方が亡くなるまで続き、社協と相談しながら、生活を支
えます。
　市民後見人は、家庭裁判所から選任され、個人で後見人を引き受け
る『後見人として独立した存在』です。社協は定期的な面談や随時相談
に乗るなどして市民後見人をフォローします。
　浦安市では、現在3人の方が市民後見人として活動しています。

2後見支援員
　市民後見人が後見人として独立した存在であるのに対し、後見支援
員は、社協の後見活動の一部を担う『社協をサポートする存在』です。
　社協が後見人を引き受けているケースの実務担当者として、訪問活
動などを行います。支援する方の様子を社協に報告し、社協の指示の
もとで支援する方を見守ります。

3成年後見サポーターズ
　3年間のさまざまな学びから得た
ものを活かして活動する『成年後見
制度PRの応援団』です。
　「成年後見紙しばい」と一緒に地域
へ出かけ、実体験に基づく生の声を
届けます。市民の皆さんに成年後見
制度を知っていただき、必要な方が
制度利用に結び付くように活動をし
ています。 堀江ぽっかぽかでの後見紙しばい

市民後見人養成の流れ

4年目以降1年目 2・3年目

講座（8日間）
施設実習（22日間）

実務研修（2年間）
フォローアップ研修

修了 1市民後見人
2後見支援員
3成年後見サポーターズ

3年間の養成期間を終えると､ 1〜3の
うち希望する活動に従事することができ
ます。複数の活動をすることも可能です。
具体的な活動内容は以下のとおりです。

生活に必要な手続き生活状況の確認 福祉サービスの利用定期的な訪問

　いつでもあなたの地域に伺いますので、
お気軽にお声掛けください。
★�出前講座のお申込みは、後見センター
（☎355-5315）まで

成年後見紙しばい出 張 し ま す !いくよ〜！

第3期
「市民後見人養成講座」
予告
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歳末たすけあい募金のご協力ありがとうございました
　12月1日から31日まで歳末たす
けあい募金運動が行われました。
12月3日（月）に新浦安駅で行った
街頭募金では、「浦安市の福祉のた
め、歳末たすけあい募金にご協力
をお願いします！」と東京学館浦安
高等学校の野球部員の皆さんの明
るい声が響きわたりました。募金
箱にお金を入れるときに「頑張って
ね、応援しているよ」と部員の皆さんたちに声をかけてくれた方もいて、
地域のつながりがまたひとつ増える機会ともなりました。

バルドラール浦安「赤い羽根サポーター」宣言式
　12月10日（月）に商工会議所で、バルドラー
ル浦安と千葉県共同募金会による「赤い羽根サ
ポーター」宣言式が行われました。「赤い羽根サ
ポーター」は地域のスポーツチームと共同募金
会が一緒に募金運動を盛り上げていき、地域
でのささえあい活動を発展させていくことを
目的に設けられたものです。
　今回、浦安市のフットサルチームであるバ
ルドラール浦安が「赤い羽根サポーター」にな
ることを宣言し、ホーム試合でのチャリティー

サイン会や選手による街頭募金活動などを展開していきます。バルドラール
浦安は2008年より赤い羽根共同募金運動に参加協力をしていますが、これ
からは「赤い羽根サポーター」として、誰もが住み慣れた地域で安心して暮ら
していけるよう、共同募金会と協働して募金運動を行っていきます。

浦安鐵鋼団地企業の皆さまから 
社協会費のご協力をいただきました！
　うらやす社協は、いつまでも住み続けたいと思える地域づくりを推進し、
地域の課題に皆さまとともに取り組んでいます。その活動の財源にするた
め、地域の方々や企業の皆さまに社協会員になっていただき、会費をいた
だいています。
　このたび、浦安鐡鋼団地協同組合のご協力により、組合員の企業の皆さ
まに社協が進めている事業の重要性をご理解いただき、株式会社京江
シャーリングをはじめ20社から368,000円の会費をいただきました（平
成30年12月28日現在）。 皆さまからの会費は、地域福祉事業に有効に
使わせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

〈ご協力いただいた浦安鐵鋼団地の企業の皆さま〉
株式会社京江シャーリング、栄鋼管株式会社、野村鋼機株式会社、
東洋鋼鐵株式会社、ヤマト特殊鋼株式会社、扶桑鋼管株式会社、
中村鋼材株式会社、千曲鋼材株式会社、株式会社キヨシゲ、
関根床用鋼板株式会社、株式会社インスメタル、芝浦シヤリング株式会社、
清水鋼鐵株式会社、株式会社ニホンケミカル、有限会社丸参鋼材、
株式会社澁井鋼材店、株式会社森製作所、株式会社セブンサービス企画装飾、
藤田商事株式会社、浦安鐵鋼団地協同組合 （順不同・敬称略）

東京ベイ東急ホテルが 
「クリスマスチャリティコンサート」を開催！

　12月８日（土）に東京ベイ東急ホテルで、国立音楽大学を卒業された若
手演奏家の方々によるチャリティコンサートが開催されました。当日は、
ご家族連れなど100人を超える方々が参加され、クリスマスソングをは
じめ、さまざまな曲の演奏に聴き入っていました。最後には、「きよしこ
の夜」の演奏に合わせて、参加者が合唱する場面もありました。
　コンサートの参加費
は、全てうらやす社協に
ご寄付いただき、来場さ
れた皆さまのあたたかな
気持ちに触れることがで
きるコンサートでした。
参加者からいただいたご
寄付は大切に使わせてい
ただきます。ご協力あり
がとうございました。 

クリスマスイルミネーション点灯式が行われました
　12月1日（土）に堀江つ
どいの広場でクリスマス
イルミネーション点灯式
を行いました。
　昨年に引き続き多くの
方に来場をいただき、フ
ラワー通りが幻想的なイ
ルミネーションで包まれ
ました。
　午後4時30分から洋一
郎さん、川村咲季さん、
川野里紗さんによるミニ

コンサート。美しく楽しい演奏、歌声と一緒に「♫あわてんぼうのサンタ
クロース～」と、子どもたちの元気いっぱいな声が響きました。
　そして、午後5時過ぎ。辺りも暗くなり始めたころ、会場のみなさんと
一緒に「10 ！9 ！」と大きな声でカウントダウンをし、イルミネーション
が点灯されました。点灯とともに「わぁ！」という歓声と、拍手が起こりま
した。「あのハートのところで写真を撮ろう！」など会場の皆さんの笑顔が
そこかしこで見られました。
　沿道では、地元商店、ボランティアの方などによる思いのつまった出店
もありました。きらびやかなイルミネーションと美しい演奏で会場は寒い
中でも笑顔であふれていました。

広がる「福祉自動販売機」の設置
　うらやす社協では、地域福祉を進めるため企業が設置している自動販売
機の売上の一部を寄付としていただく「福祉自動販売機」の設置を促進して
います。
　このほど、株式会社キヨシゲ（浦安市鉄鋼通り2-4-3）より「当社は、常日
頃から地域に少しでも貢献できるものがあれば積極的に取り組みたいと考
えています。今回、
自動販売機を通じ地
域福祉活動に協力で
きるというお話を聞
き、申し込みいたし
ました」と、うらや
す社協の主旨に賛同
を示され、平成31
年1月から3台の「福
祉自動販売機」を設
置させていただくこ
とになりました。ご
協力ありがとうござ
いました。

平成30年 表彰者の紹介
　社会福祉分野などで、長年の功績が称えられ、次の方々が表彰されま
したので、皆さんに紹介します。 （敬称略・順不同）　
厚生労働大臣表彰　　　　　　　熊川　正明氏（民生委員・児童委員）
浦安市民功労者表彰　　　　　　吉野　輝信氏（保護司）
　　　　　　　　　　　　　　　桑原　敬和氏（社会福祉協議会支部推進委員）
　　　　　　　　　　　　　　　塩谷　祐司氏（青少年補導員）
　　　　　　　　　　　　　　　輕部　節子氏（母子保健推進委員）
教育功労者表彰　　　　　　　　畑中　範子氏（学校薬剤師）
　　　　　　　　　　　　　　　谷　　昭夫氏（スポーツ推進委員）
千葉県社会福祉協議会会長表彰　神　　敏子氏（民生委員・児童委員）
　　　　　　　　　　　　　　　浦安市社会福祉協議会東２支部
関東地方保護司連盟会長表彰　　馬場　九重氏（保護司）
　　　　　　　　　　　　　　　宇佐美　敬氏（保護司）
千葉県知事感謝状　　　　　　　榎本　俊夫氏（保護司）
　　　　　　　　　　　　　　　草場　聖子氏（保護司）
千葉県社会奉仕賞　　　　　　　民謡踊りグループ「陽踊」（ボランティア）

OPICS

募金と風船で地域のつながり・ささえあい

左）バルドラール浦安・加藤選手
右）県共同募金会・佐々木常務理事

つどいの広場がいろとりどりの
イルミネーションで彩られました

株式会社 キヨシゲに設置された「福祉自動販売機」 会場がすばらしい演奏につつまれました
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　　　② SNS（特にFacebook）を使用されて
いる方

費用：無料
講師：Nukiito 高山弘毅 氏
　　　株式会社ゼンリン　担当者
持物：筆記用具、スマートフォン
申込：講座名・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
　　　☎355-5520　FAX355-5277
　　　{info@urayasusvc.jp

わが家の災害対応講演会
　災害は、「いつ・どこで」起きるかわかりませ
ん。その時、大切な家族を守ることができます
か。知っていれば守れるものもあります。この
講演会では、「災害時の『生活再建制度』の知識
と備え」と題し、災害時の支援制度を分かりや
すくご紹介・ご説明します。
　専門的な知識がなくてもお気軽に参加できる
講演会ですので、ぜひご参加ください。
とき：3月6日（水）午後6時30分～8時
ところ：浦安市中央公民館（猫実4-18-1）
対象：市内在住、在勤、在学の方 先着100名
費用：無料
講師： 弁護士　岡本　正 氏（銀座パートナーズ

法律事務所）
持物：なし
申込： 講座名・氏名を浦安市災害ボランティア

センターへ
　　　☎355-5520　FAX355-5277
　　　{info@urayasusvc.jp

ボランティア
第17回ボランティアフェスティバル

　浦安市ボランティアセンター登録グループの
活動紹介や展示・体験コーナーをはじめ、ボラ
ンティアに関する相談、お楽しみイベント、ホ
テルやレストランの食事券が当たる抽選会など
盛り沢山です。ご近所・友だちなど、お誘いの
うえ、ぜひ遊びにきてください。
とき： 1月20日（日）
　　　午前10時30分～午後３時30分
ところ：総合福祉センター（東野1-7-1）
主催：浦安市ボランティア連絡協議会
協力：浦安市社会福祉協議会
問い合わせ：浦安市ボランティアセンター
　　　　　　☎380-8864

折り紙ボランティア入門講座
　折り紙を使った福祉施設でのレクリエーショ
ンを学ぶ講座です。
とき：2月8日（金）午後1時～3時
ところ：浦安駅前高齢者デイサービスセンター
　　　　（猫実4-19-24）
対象：市内在住、在勤、在学の方 先着10名
費用：無料
講師：折り紙綾の会代表
持物：筆記用具、のり、ハサミ、スリッパ
申込： 講座名・氏名・住所・電話番号・年齢を

浦安市ボランティアセンターへ
　　　☎380-8864　FAX355-5277
　　　{vc@urayasushi-shakyo.jp

子育て
パパとベビーのサロン

　開催するたびに大きな反響をいただいている
「パパとベビーのサロン」を開催します。
　ママにつかの間のひとり時間をプレゼントし
たり、地域でパパ友を作ったり、子育ての悩み
を共有したりしませんか。パパとベビーの初め
てのお出かけにもおすすめです。子育て経験豊
富なスタッフがお待ちしています。
①パパとベビーのサロン
　In堀江つどいの広場
とき：1月19日(土)
　　　午前10時～11時30分
　　　※ 午前11時30分～午後2時は通常の

土曜開所となります。
ところ：堀江つどいの広場（堀江3-1-8）
②パパとベビーのサロン
　Inうらちゃんサロン望海
とき：2月16日(土)
　　　午前10時～11時30分
　　　※正午までは施設を開放します。
ところ：望海の街集会所（明海4-2）

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・ふれあ

い遊び、など
持物： いつものお出かけセット（タオル・おむ

つ・ミルクなど）
問い合わせ：浦安市社会福祉協議会子育て支援班
　　　　　　☎355-5271
{kodomo@urayasushi-shakyo.jp
★ パパとベビーのサロンは、ママの参加はでき

ません。※お見送り、お迎えは大歓迎！

シングルマザーサロン
in堀江つどいの広場

　シングルで子育てを頑張っているママに、束
の間の憩のひとときを。
　昔ながらの畳張りの木造家屋で、お茶を飲み
ながらゆったりとした時間を過ごしてみません
か。軽食のご用意もございます。
とき：2月23日(土)
　　　午前10時30分～午後1時
　　　※ 途中の出入りも自由です。ご都合のい

い時間に来て、ご都合のいい時間に帰
ることもできます。

ところ：堀江つどいの広場(堀江3-1-8)
対象： シングルで子育てを頑張っているママ

と、そのお子さん
持物： 特にありませんが、小さなお子さんは、

おむつ・ミルクなどお出かけに必要なも
のをご用意ください。

申込： 事前の申し込みはなくてもご参加いただ

インフォメーション
けますが、託児と軽食のご用意をします
ので、できるだけ事前の申し込みをお願
いします。

　　　 氏名・お子さんの名前と年齢・住所・電
話番号を堀江つどいの広場へ

　　　☎351-2646
　　　{h-tsudoi@jcom.home.ne.jp

防災ママカフェ inうらやす
～子どもの命を守れるママになろう～

　もし今この時、東日本大震災クラスの地震が
起きたら、あなたはどうしますか？
　地震や台風、大雨などの自然災害は突然やっ
てきます。そんなとき、ママが「知らない」「備
えていない」ことで、つらい思いをするのは子
どもたちです。ママが知っていれば、備えてい
れば、守れる命があります。いざというとき、
行動できるママになれるよう、出来ることから
始めましょう。
とき：3月20日(水)
　　　午前10時～午後0時30分
ところ：総合福祉センター2階（東野1-7-1）
対象： 市内在住・在勤の子育て中の親子、プレ

パパママ 先着40名程度
費用：無料
　　　※ キッズスペースがあります。お子さん

と一緒に参加できます(託児はありま
せん)。

内容：第1部　防災ワークショップ
　　　第2部　防災食試作＆試食
講師： かもん　まゆ氏（すくすく子育て等メ

ディア多数出演）
申込： 氏名・お子さんの名前と年齢・住所・電

話番号を災害ボランティアセンターへ
　　　 2月18日（月）～
　　　（定員になり次第受付終了）
　　　☎355-5520　

災害ボランティア
災害情報・IT支援ボランティア養成講座

　災害VCの立ち上げには、さまざまなボラン
ティアの協力が不可欠です。この講座は、災害
時のニーズ情報の収集や災害VCからの情報の
発信、さまざまな情報の集約などを支援する内
容となっています。ITが得意・興味がある方は、
ぜひご参加ください。
とき：１月29日（火）午前10時～午後４時
ところ：総合福祉センター2階（東野1-7-1）
対象：①市内在住、在勤、在学の方
　　　② 市外の方で災害時に遠隔または直接、

支援できる方　先着20名
条件：① 基本的なパソコン操作と知識をお持ち

の方

わきあいあいとした雰囲気で、パパ同士の
子育てあるあるや夫婦の悩みを話します

今日からできる実践的な内容の講義に真剣に
耳を傾けるママたち
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インフォメーション

善意の寄付
　ありがとうございます。地域
福祉活動のために大切に活用さ
せていただきます。

平成30年10月1日～12月31日（敬称略・順不同）

一般寄付　10件　219,203円
東京ベイ東急ホテル
山一興産株式会社
テ  ィスル・スコティッシュカン

トリーダンス
浦安市少林寺拳法連盟

日の出公民館
　文化祭実行委員会
サイクルプラザ秋山
横川自転車店
匿名

教育支援資金（生活福祉資金）のご利用の案内
　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。

問い合わせ・申込：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。

《教育支援資金の種類・貸付限度額》
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

（月額上限額） 500,000円以内　※入学時のみ対象

※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。

進学を応援しています

トーンチャイム・ボランティア入門講座
　トーンチャイムを使った福祉施設でのレクリ
エーションを学ぶ講座です。
とき：2月14日（木）午後1時～3時
ところ：総合福祉センター2階（東野1-7-1）
対象：市内在住、在勤、在学の方 先着12名
費用：無料
持物：筆記用具
申込： 講座名・氏名・住所・電話番号・年齢を

浦安市ボランティアセンターへ
　　　☎380-8864　FAX355-5277
　　　{vc@urayasushi-shakyo.jp

話し相手ボランティア入門講座
　高齢者の話し相手ボランティア活動について
学ぶ講座です。
とき：2月8日（金）午前10時～正午
ところ：総合福祉センター2階（東野1-7-1）
対象：市内在住、在勤、在学の方 先着10名
費用：無料
講師：話し相手グループ
持物：筆記用具
申込： 講座名・氏名・住所・電話番号・年齢を

浦安市ボランティアセンターへ
　　　☎380-8864　FAX355-5277
　　　{vc@urayasushi-shakyo.jp

車いす・白杖体験入門講座
　車いす・白杖の取扱いを基礎から学ぶことで、
ボランティアへのきっかけを作る講座です。
とき：2月19日（火）午前10時～正午
ところ：総合福祉センター2階（東野1-7-1）
対象：市内在住、在勤、在学の方 先着8名
費用：無料
講師：介助グループあいあい
持物：筆記用具
申込： 講座名・氏名・住所・電話番号・年齢を

浦安市ボランティアセンターへ
　　　☎380-8864　FAX355-5277
　　　{vc@urayasushi-shakyo.jp

ご案内
終活講演会「相続と遺言」

　相続と遺言に関して、相続のポイントや遺言
書の作成方法など基礎的な内容を知る講演と
なっています。
とき：2月13日（水）午後2時～4時
ところ： 総合福祉センター2階（東野1-7-1）
対象：浦安市内在住の18歳以上 先着60名
講師：酒井伸明氏（司法書士）
申込： 1月15日（火）より。平日（午前9時～午

後5時）電話での受付
　　　浦安市社会福祉協議会生活サポート班
　　　☎355-5315

その他： 当日、来所の際は交通機関をご利用く
ださい。

第19回浦安市社会福祉大会
　市内において、長年地域福祉のために活躍し、
その功績が顕著であった個人・団体に感謝の意
を表し表彰するとともに、我が事・丸ごと「地
域共生社会」の実現に向け、さらなる地域福祉
の発展を目的として開催します。どなたでも参
加いただけますので、ぜひお越しください（手
話通訳・要約筆記あります）。
とき：2月9日（土）
　　　午後1時30分～3時30分
ところ：浦安市文化会館　小ホール
内容：表彰式（午後1時30分～）
　　　アトラクション（午後2時30分～）
　　　手話パフォーマンス〈高木里華〉
　　　 フルート・ヴァイオリン・ピアノで奏で

るアンサンブル
　　　〈山﨑琴音・清水ちひろ・中島悠莉〉
主催： 浦安市・浦安市社会福祉協議会・日本赤

十字社浦安市地区・千葉県共同募金会浦
安市支会

社協求人
地域を支えるスタッフを募集し
ています！

職種：①生活支援コーディネーター　
　　　②地域包括支援センター介護支援専門員
　　　③地域福祉活動・相談業務
内容：① 生活支援・介護予防の地域活動（買い

物支援、交流サロンなど）の把握やネッ
トワークづくりなどの業務

　　　②介護予防ケアプラン作成等

　　　③地域拠点「ぽっかぽか」の運営
時間：① 月～金の週5日/午前9時00分～午

後5時00分
　　　② 月～金のうち週3～5日/午前8時30

分～午後4時30分
　　　③ 月～土のうち週3～5日/午前9時00

分～午後5時00分
　　　※ ①②③ともに祝日・年末年始を除く、

勤務日数・勤務開始日は応相談
時給：①②1,430円 ③960円
　　　※いずれも交通費は別途支給
資格： 普通自動車免許をお持ちの方で、エクセ

ル・ワードなどの基本操作ができる方、
若干名。①は社会福祉士（応相談）。②は
社会福祉士、介護支援専門員、保健師。

　　　※ 主任介護支援専門員資格をお持ちの方は、
待遇等についてお問い合わせください。

勤務：① 浦安市社会福祉協議会（浦安市東野
1-7-1）　　

　　　② 富岡地域包括支援センター（浦安市富
岡3-1-9）

　　　③堀江ぽっかぽか（堀江3-9-22）
　　　　高洲ぽっかぽか（高洲5-3-2）
　　　　富岡ぽっかぽか（富岡3-1-7）
　　　　※ ③は上記の場所にてローテーション

勤務
応募： 1月31日(木)(必着)で、履歴書（希望

職種番号を左上記載）・資格証明書（写）
を直接または〒279-0042　東野1-7-1
浦安市社会福祉協議会へ郵送

　　　※ 書類選考のうえ、面接日程を、随時ご
連絡します。

問い合わせ：
　　　浦安市社会福祉協議会　事業課
　　　（担当：①③若月・菊池、②斉藤）
　　　住所　〒279-0042　浦安市東野1-7-1
　　　総合福祉センター内　☎355-5271

トーンチャイムは、みんなで一つの曲を演奏します
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◯19日㈯パパとベビーサロン（堀江つどいの広場）

◯20日㈰第17回ボランティアフェスティバル

◯29日㈫災害情報・IT支援ボランティア養成講座

January1
月

※ 社協のしくみや取り組みなどについて、
このコーナーで紹介していきます。

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。

● 東西線浦安市駅前、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

● 京葉線新浦安駅北口、又は舞浜南口おさんぽバス「舞浜駅行き」で
26番「総合福祉センター」下車すぐ
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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）  

●

〒 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）…………………………………
●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 
●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

（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  ucenter@urayasushi-shakyo.jp
●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　

tomozuna-tomioka@urayasushi-shakyo.jp 
●富岡地域包括支援センター　東野支所 
〒 279-0042 浦安市東野 3-4-1 ASMACI104 
TEL 047-314-1085　

higashino-shisho@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 
●東野うらちゃんひろば
　（東野小学校放課後異年齢児交流促進事業）
〒 279-0042 浦安市東野 1-7-3　TEL 080-9652-3943

urachanhiroba@urayasushi-shakyo.jp
●富岡小学校地区児童育成クラブ 
〒 279-0021 浦安市富岡 1-1-1　TEL 047-352-7400　 

tomioka-club@jcom.zag.ne.jp 
●堀江ぽっかぽか 　
〒 279-0041 浦安市堀江 3-9-22　TEL 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内） 　TEL 047-721-1294　
takasu-pokkapoka@urayasushi-shakyo.jp

●富岡ぽっかぽか 　
〒 279-0021 浦安市富岡 3-1-7（富岡公民館内） 
TEL 047-380-1294　 

tomioka-pokkapoka@urayasushi-shakyo.jp
●堀江つどいの広場 
〒 279-0041 浦安市堀江 3-1-8
TEL 047-351-2646　 h-tsudoi@jcom.home.ne.jp 

●社会福祉法人浦安市社会福祉協議会

社協カレンダー ［平成31年
　1月～3月］

○成年後見制度・相続相談（弁護士）
　2月12日（火）・3月12日（火）
○相続・遺言・成年後見相談（司法書士）※富岡公民館
　1月23日（水）・2月20日（水）・3月20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
　2月7日（木）・3月7日（木）・4月4日（木）

※最新情報はホームページをご覧ください。

【 相 談 】

【今日のポイント】
ボランティア活動には、①自主性②社会性③
無償性④先駆性の４の活動原則があります。
ボランティア活動は、誰もがいきいき暮らし
ていくための支え合いに、今、何が必要な
活動なのかを考え、現状にとらわれず新た
な取り組みができる活動です。自由な発想
から生まれる「発見」や「感動」、「出会い」など、
精神的な報酬が「やりがい」であり、自らの意
思で行動するから「やる気」につながります。

◯9日㈯第19回浦安市社会福祉大会
◯13日㈬終活講演会「相続と遺言」
◯16日㈯パパとベビーサロン（うらちゃんサロン望海）◯23日㈯シングルマザーサロン（堀江つどいの広場）

February2
月

「なに？なぜ ??」うらやす社協

う～ちゃん：おとぼ
けキャラ。落ち着き
がないところがある。

ら～ちゃん：しっかり者。
知ったかぶりをする傾向
あり。お姉さん的存在。

1

う～ちゃん：ら～ちゃん、良い顔してるね
ら～ちゃん：そうかなぁ?! ちょっと、おばちゃ
んのごみ出し手伝ってくるね
う～ちゃん：行っちゃった…、局長のところで
も行こうかな

2

地域の方（電話の声）：私もごみ出しのお手伝
いできますよ
事務局長：ありがとうございます
う～ちゃん：局長、なんか嬉しそうだね !!

4

事務局長：それはね、ボランティア活動をとお
して、さまざまな経験が得られるからだよ
例えば、お金では得られない「出会い」や「感動」
があったり、自分の意思で動くから「充実感」と

「達成感」が得られるんだよ

6

事務局長：そんなことはないよ、ごみ出し以外
にも身近なものはあるよ
うらやす社協では、ひとり暮らしの高齢者の見
守りとふれあいの食事サービスを行っているん
だけど、各地域でおべんとうを配ってくれるボ
ランティアが不足しているんだ
う～ちゃん：おべんとうの配達は、ぼくでもで
きそうな気がする

3

事務局長：この前の「うらやす社協だより」を読
んで、ボランティア活動協力の電話をいただい
たんだよ
う～ちゃん：でも、なんでボランティアするの
かな…何か良いことでもあるのかな?!

5

う～ちゃん：そうなの!! だから最近、ら～ちゃ
ん良い顔してるんだ
いいなぁー。ぼくもごみ出しのボランティアし
ようかな
でも、ボランティアってごみ出ししかないのか
な…??

7

事務局長：う～ちゃん、よく言った!! どんな小
さなきっかけでも、自分自身の「やってみよう」
という気持ちが、ボランティア活動には大切な
んだ。
ら～ちゃん：う～ちゃんに合うボランティアが
見つかってよかったね!!

◯6日㈬わが家の災害対応講演会
◯20日㈬防災ママカフェinうらやす

March3
月

　「社協」っていったいなに？「市役所と何が違うの？？」よ
く寄せられる質問です。このコーナーでは、「社会福祉協議会

（社協）」についての皆さんの「なに？なぜ？」にお答えします。
　第三弾の今回は、『ボランティア活動』です。

市民まつりの「ゆるきゃら

総選挙」にも出ました !
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