
うらやす成年後見支援センター
〜障がいがあっても、認知症になっても、
あなたがあなたらしくあるために〜

どんな状況にあっても、自分らし
い生活を送りたい。それは誰も

が願うこと…。
　うらやす成年後見支援センターは、
ご本人の気持ちや思いに寄り添った
支援が提供されるよう、様々な取り
組みを進めます。
（詳しくは3面特集をご覧ください）

　6月25日の理事会においてご推挙とご承
認をいただき、大塚久美子前会長の後任とし
て、社会福祉法人浦安市社会福祉協議会の会
長に就任いたしました。会長という大役を仰
せつかりまして、その職責の重さに、身の引
き締まる思いでございます。
　近年の少子・高齢化の進行、地域における
人と人とのつながりの希薄化など、地域社会
を取り巻く環境が大きく変化しています。社
会福祉協議会は、小地域単位でニーズに即し
たサロンや見守り活動等を展開している支部
社協への支援を行ってまいりました。また、
社会福祉協議会としても誰もが気軽に立ち寄
れる地域の居場所「ぽっかぽか」の運営、保育
園等を活用した子育てサロン事業、判断能力

が十分でない方への成年後見事業、災害時の
ボランティア活動支援など、地域の力を活用
した様々な福祉事業に取り組んできました。
さらに、今年度は、だれもが住み慣れたまち
で、安心して暮らせる社会を目指し、地域福
祉を推進する「うらやす地域福祉活動計画」の
策定に取り組みます。
　これからも社会福祉協議会は、浦安市にお
ける地域福祉の中核的な役割を担い、様々な
事業を展開していくことが求められてくるこ
とと思います。微力ではございますが、事業
の円滑な運営と地域福祉の充実及び発展のた
め、努力をしてまいりますので、皆様のご支
援とご協力をいただきますよう、よろしくお
願い申し上げます。

社会福祉法人浦安市社会福祉協議会

会　長　宇田川　勝久

新会長あいさつ
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うらやす社協は
これからも支え合い助け合い
活動を進めていきます。うらちゃん
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〇事業区分間繰入金収入科目は含まれていません。　〇平成30年度決算書、令和元年度予算書の詳細はうらやす社協ホームページをご覧ください。

地域で集まれる笑いの場

地域福祉活性化事業
52,968,000円

　市内の小・中学校、高等学校、支部社協
が連携する福祉教育や、地域の拠点である

「ぽっかぽか」の運営等、「地域力」を高める
取り組みをしています。

予 算

市民後見人の養成

成年後見支援センター事業
48,967,000円

　判断能力が十分でない方に対し、法人と
しての後見人等の受任をして支援を行って
います。また、制度の普及・PR活動や市
民後見人の養成に努めています。新たに「中
核機関」となり、後見人への支援等に取り組
みます。 

予 算

高齢になるって、こんな感
覚なんだ

ボランティアセンター事業

　ボランティアをしたい人とお願いしたい人
をつなぎ、情報や福祉体験の場の提供等、
様々な社会資源と地域の皆さんをつなぐ取
り組みをしています。

7,002,000円予 算

高齢者の困りごとはこちら
へ

地域包括支援センター事業
48,852,000円

　専門職である社会福祉士・保健師・主任
ケアマネジャーがそれぞれ役割を発揮し、相
談の対応をしています。また、地域のサロン
活動にも参加しています。

予 算

日頃の成果発表

老人福祉センター事業
155,505,000円

　「心と身体の健康づくり」を
テーマとして、高齢の方の生き
がいづくり、健康づくり、仲間
づくりの場を提供し、センター
の運営・管理を行っています。

予 算

561,648,000円 547,260,000円
535,506,039円

令和元年度 収支予算 平成30年度 収支予算
平成30年度 収支決算

令和元年度収支予算、平成30年度収支予算・決算

令和元年度の主な事業

善意の寄付
　温かいご寄付をいただきまして、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。

2019年4月1日～6月30日
（敬称略・順不同）

一般寄付　11件　441,845円
ゆかた会
浦安拡大写本るーぺ
株式会社キヨシゲ
山一興産株式会社
東京ベイサイドホテル合同会社
　東京ベイ東急ホテル

NHクラブ（野口興産株式会社
　東関東支店有志）
イマガワオートサイクル
サイクルプラザ秋山
庚申堂
匿名（2件）

地域と一体になって子ども
を支えます

放課後児童健全育成事業

　東野小地区、富岡小地区の児童育成クラブは、就労
等で昼間家庭に保護者がいない児童に対し、放課後に
適切な遊びや生活の場を提供して、児童の健全な育成
を図る取り組みをしています。

123,528,000円予 算

　東野小学校地区、富岡小学校地区放課後こども教室事業は、児童の安心安全
な活動場所を提供し、異年齢児間の遊びを通じた交流を促進しています。
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凡例①

収入
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（予算）
凡例②
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（決算）
凡例②
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凡例①

収入
（予算） 7.18% 7.35%14.30% 62.07%

0.36% 0.03% 4.31% 1.61%

0.21%0.94% 1.51% 0.11%
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■ 会費　
■ 寄付金　
■ 市補助金　
■ 共同募金　
■ 助成金　
■ 事業運営受託金
■ 貸付金償還金
■ 利用料等　
■ 受取利息等　
■ 雑収入等
■ 施設設備等収入　
■ その他の活動収入
■ 前期繰越金等

■ 法人運営事業
■ 地域福祉活性化事業
■ ボランティアセンター事業
■ 共同募金配分金事業
■ 福祉運営基金事業
■ 交通遺児等援護基金事業
■ 福祉資金等貸付事業
■ 生活福祉資金貸付事業
■ 成年後見支援センター事業
■ 福祉サービス利用援助事業
■ 災害ボランティア事業

■ 障がい福祉事業
■ 老人福祉センター事業
■ 放課後児童育成健全事業
■ ファミリー・サポート・センター事業
■ 地域福祉センター事業
■ 地域包括支援センター事業
■ 自動販売機設置運営事業

凡例①：収入 凡例②：支出

東京ベイ東急ホテル主催　「親子ふれあい
マラソン」からのご寄付

ＮＨクラブ（野口興産株式会社東関東支店有
志）チャリティーゴルフ大会からのご寄付
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　2000年、介護保険制度と同時にスタートした成年後見制度。利用者
数が伸び悩むなか、制度利用が必要な方に適切に結びついていないので
は？、「財産管理」中心ではなく、生活にも目を向けて、福祉サービスの
契約手続きなどを行う「身上保護」を重視すべきでは？ といった声が聞
かれるようになりました。
　そのため国は2016年5月に「成年後見制度の利用の促進に関する法
律」を施行するとともに2017年3月「成年後見制度利用促進基本計画」
を策定し、権利擁護の支援を中心となって進める中核機関の設置や関係
機関や専門職が協力して取り組む体制を整えるべきであるとの方向性が
示されました。
　浦安市では、2008年に浦安市社会福祉協議会内に「成年後見・生活
支援センター」を立ち上げ、成年後見制度に関する相談窓口を設置し、
利用促進に向けて様々な事業に取り組んできました。
　そして、本年7月より、中核機関（浦安市より受託）として『うらやす
成年後見支援センター』に名称を改め、より一層成年後見制度の利用促
進を図ることになりました。センターでは、「障がいがあっても、認知
症になっても、あなたがあなたらしくあるために」を合言葉に、必要に
応じて権利擁護に関する制度や様々な機関と協力して支援につなげる
等、取り組みを進めていきます。

　うらやす社協が実施する事業は、浦安市や千葉県社協からの補助金、委
託金、または共同募金配分金、地域の皆さんからの会費やご寄付が貴重な
財源となっています。
　自治会、法人、団体の皆さんには「うらやす社協の会員」となっていただ
き、「会費」というかたちで、地域福祉にご参加・ご支援いただいています。
　うらやす社協の事業にご理解・ご賛同いただき、地域の福祉活動のため
に是非ご協力をお願いします。

　子育て中のパパやママが孤立することな
く安心して子育てできる地域づくりを目指
しています。

　地域での孤立を防ぐため、各地域での高
齢者サロンの開催や誰でもいつでも立ち寄
れる地域拠点「ぽっかぽか」の運営等を行っ
ています。

　ボランティア活動をしてみたい方とボラ
ンティアを必要としている方をつなぐ機関
の運営等を行っています。

　親族や近所の方のことが心配な方や、支援者の方からの相談を受け付
けています。ひとりで悩まず、まずはセンターにご相談ください。

Ｑ  離れて暮らす一人暮らしの母が、認知症になりました。銀行口座を
整理しようと思ったら、銀行の窓口で成年後見制度の利用を勧めら
れました。どうしたらいいのでしょうか？

Ａ  お問い合わせいただければ、センター職員が制度についての説明や
手続き方法等についてお答えします。

Ｑ   障がいのある子どもがいます。先日、夫が亡くなり相続手続きが発
生しました。相続手続きはどう進めたらいいの？

Ａ  専門職相談という相談窓口があります。専門職相談では、弁護士、
司法書士といった専門家からのアドバイスを受けられます。

Ｑ   お隣に住む高齢者。親族とは疎遠だと話していたっけ。この前急に
具合が悪くなって救急車を呼んだけど、今後、生活はどうなるの？

Ａ  センターを中心に、複数の機関が連携して対応し、生活が困らない
よう支援します。支援方針を検討することもできます。

Ｑ  後見制度を利用するとしたら、どのような人が引き受けてくれる
の？親族ではできないの？

Ａ  親族でもできますが、社会福祉士など第三者の場合はどのような職
種が適切かを専門職と連携して検討することもできます。

Ｑ  親族の成年後見人になったら、家庭裁判所から報告を求められた。
どうやって報告書を作ったらいいか分からず、不安…。

Ａ  センターでは、必要に応じて成年後見人の方へ報告書作成等の支援
も行います。

　赤い羽根共同募金のはじまり
　1947年に戦後復興のため、住民参加による自主的な活動としてス
タートしました。

　なぜ赤い羽根？
　ヨーロッパでは、「赤い羽根」は勇気の象徴、善行または勲章の印とし
て使われていました。最初に共同募金運動のシンボルを「赤い羽根」とし
たのはアメリカです。アメリカの先住民族が赤く染めた羽根を頭につけ、
勇気の証としていたことをヒントに、日本でも共同募金のシンボルを「赤
い羽根」としました。

　集められた募金の使い道
　赤い羽根共同募金は、
７割が浦安市内、３割が
県内の社会福祉事業に活
用されます。

　今年の募金活動について
　今年も、10月1日から募金活動をスター
トし、右記のとおり街頭募金を予定してい
ますので、ご協力をお願いします。

日　程 場　所
10月1日（火） 浦安駅

新浦安駅
舞浜駅

10月3日（木）
10月5日（土）

2019年うらやす限定オリジナルピンバッジについて
　今年も、赤い羽根共同募金運動普及・PRのため、うらやす限定
オリジナルピンバッジを作成します。500円以上募金をいただい
た方に差し上げる予定です。

「赤い羽根共同募金」を知っていますか？

2016年 2017年 2018年

うらやす社協の会員募集について
（会費ご協力のお願い）
地域の福祉活動にご協力をお願いします

会費の使い道
子育て支援

高齢者支援

ボランティアセンターの運営

中
核
機
関
の
役
割

③
支援方針の
検討

（適切な制度利用へ）

⑥
後見人への
支援

①広報・啓発

②相談受付

④
制度の
利用促進

（後見人の受け皿の確保）
（申立手続きのサポート）

⑤
受任調整

（適切な候補者の検討）

支援の流れ

成年後見制度利用促進のための中核機関の役割

「成年後見制度」利用促進！ うらやす成年後見支援センター特集

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

子育て中の親の交流の場づくり

高齢者の方々が
集う場

夏休みを利用し
てボランティア

障がい児者との
交流

世代間交流
（ぽっかぽか）

子どもからもあたたかい
募金

市内イベントで PR

問い合わせ　うらやす成年後見支援センター ☎355-5315

2019年版
ただいま作成中…

？
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〈元町〉

●法人・事業所等
カリン
けいとや
サイクルショップ　かんべ
ピエモンテ
金又商店
写真館テディベア
小ばなし
バーバーサワダ
松竹美容室
植野雅子音楽教室
船宿吉野屋
平乃家
北部珠算学院
野島電機工業所
喫茶＆スナックさくら
相馬のり店
餅萬
モンテヤマザキ
馳走天乃
ひねもすのたり
URAYASU　markets
コーヒーロースト
青木てんぷら店
町山工業
浦安サンホテル
合資会社吉野商店
正福寺
大蓮寺
東学寺
宝城院
おかべ会計
町田清英税理士事務所
新日本税理士法人浦安オフィス
税理士法人桜瀬パートナーズ会計 

氏原事務所
醍醐会計事務所
泉沢社会保険労務士事務所
司法書士法人ベイエリア春本・笠井事務所
東栄経友会浦安支部
東栄信用金庫浦安支店
東京シティ信用金庫浦安支店
東京ベイ信用金庫浦安支店
コミュニケア２４　癒しの浦安ふじみ館
社会福祉法人東京栄和会　うらやす和楽苑
社会福祉法人宏仁会　清風荘うらやす
夢のみずうみ村浦安デイサービスセンター
市川市農業協同組合浦安支店
学校法人川見学園　吹上幼稚園
市立青葉幼稚園
社会福祉法人芳雄会　みのり保育園・　

ふたば保育園
社会福祉法人茂原高師保育園　浦安駅

前保育園
社会福祉法人誠和会　しおかぜ保育園
一般社団法人はぐくみ　浦安わかば保育

園・浦安わかばの森保育園
市立当代島保育園
市立猫実保育園
市立若草認定こども園
市立みなみ認定こども園
市立神明認定こども園
市立北部認定こども園
市立堀江認定こども園
社会福祉法人一静会　しずか荘
一般社団法人日本農産物プランディング

協会
浦安商工会議所
浦安市商店会連合会
浦安魚市場協同組合
浦安猫実二郵便局
浦安駅前郵便局
浦安堀江郵便局
公益財団法人うらやす財団
公益社団法人浦安市シルバー人材センター

一般社団法人浦安市歯科医師会
東京ベイ・浦安市川医療センター
浦安病院
滝口耳鼻咽喉科
浦安皮膚科
あべメンタルクリニック
牧野クリニック
浦安サンクリニック
浦安ふじみクリニック
浦安外科胃腸科医院
山本医院
上田クリニック
聖心小児科医院
鈴木医院
浦安中央動物病院
ナグモ歯科医院
うちだ歯科医院
飯田歯科医院
わかば歯科クリニック
白土歯科医院
おだ歯科医院
藤原歯科クリニック
たかなし歯科医院
岡崎歯科医院
泉沢歯科医院
宇田川歯科医院
榎本矯正歯科
オオツカ歯科クリニック
みさき歯科医院
奥田歯科医院
おもて歯科医院
熊川歯科医院
さしだ歯科医院
スズキ歯科
中島歯科医院
舞浜ガーデンヒルズ歯科
南歯科医院
宮内歯科医院
森デンタルクリニック
よこた歯科クリニック
雅心堂歯科医院
コガ薬局
タカハシ薬局
はり・灸　三恵堂
株式会社舞浜倶楽部　富士見サンヴァーロ
株式会社ワイズマート浦安本社
株式会社鳴島重機工事
株式会社ｉｋｋ
株式会社アドバンス
株式会社ウチダ・ファミリー・コーポレー

ション
株式会社オオヤギ
株式会社ケイハウス
株式会社サマヨ
株式会社ステインハウス・パートナーズ
株式会社スペースワン
株式会社ダイゴ
株式会社ダイワ
株式会社テスコム
株式会社のだや
株式会社ビーオアシス
株式会社ヒライメンテナンス
株式会社ベール松喜屋
株式会社ママショップ加納
株式会社ママショップ加納リリーフケア24
株式会社みな川
株式会社もとゆき
株式会社モビック
株式会社ヤマサン
株式会社ラサ化工
株式会社浦安設備管工
株式会社岡崎金物
株式会社丸政建材
株式会社丸茂海苔店
株式会社丸利
株式会社久兵衛
株式会社光設備
株式会社三康建設

株式会社山治
株式会社鹿野建設
株式会社新都市グリーン開発
株式会社森田質店
株式会社清五郎運送
株式会社西金
株式会社装栄
株式会社太平金属工業所
株式会社大長
株式会社大塚興産
株式会社醍醐商店
株式会社長福
株式会社飯塚土地管理
株式会社野田屋水道部
株式会社陸王運輸
株式会社鈴木設備工業
株式会社千葉興業銀行浦安支店
株式会社京葉銀行浦安支店
株式会社富山水産
クリーンエース株式会社
ヒノデ第一交通株式会社浦安営業所
ロイヤル防災株式会社
阿部木材株式会社
栄商事株式会社
引野造園株式会社
関東宇部コンクリート工業株式会社　　

浦安工場
丸正商事株式会社
丸矢木材工業株式会社
京葉ガーデン株式会社
金子製作株式会社
総武工業株式会社
袖浦設備工業株式会社
大川水産ホールディングス株式会社
大和田オフィス株式会社
東松メンテナンス株式会社
東部重工業株式会社
東洋酵素化学株式会社
東陽工業株式会社
日田運輸株式会社
尾頭建設株式会社
細山熱器株式会社第一工場
三和株式会社
オザワ産業株式会社
小沢興業株式会社
小徳管理株式会社
双葉商事株式会社
彦田ハウジング株式会社
長野印刷株式会社
田口住宅工業株式会社
東基工業株式会社
共栄石油株式会社ニュー浦安給油所
共栄石油株式会社浦安駅前給油所
浦安オイルサービス株式会社浦安イン

ターサービスステーション
有限会社総合リハビリ研究所
有限会社ブルックス
有限会社富士見かね七
有限会社アイシン
有限会社さかえや
有限会社さつまや
有限会社シブヤ事務機
有限会社ショウシン
有限会社ジンノエクスプレス
有限会社スタジオしんぞう
有限会社トップス・ビー・エムズ
有限会社ナリタ
有限会社ベンテンクリーニング
有限会社みかさ商店
有限会社ラインズ
有限会社伊藤洋品店
有限会社浦安タイヤ商会
有限会社浦安花輪
有限会社浦安丸勝
有限会社関口塗料店
有限会社丸喜
有限会社丸和ペイント
有限会社岩田屋

有限会社岩田屋商店
有限会社吉野商店
有限会社吉野製作所
有限会社牛山海苔店
有限会社金三郎
有限会社金子工務店
有限会社熊川自動車
有限会社源治
有限会社御代川商事
有限会社高橋商店
有限会社高山書店
有限会社今野
有限会社佐久間商事
有限会社佐々木モータース
有限会社守る
有限会社秋山商事　秋山サイクル
有限会社勝花
有限会社松井商店
有限会社政丸水産
有限会社清管工営
有限会社西益商事
有限会社西保企画
有限会社赤馬商店
有限会社川崎製作所
有限会社泉正商店
有限会社増田屋商店
有限会社大滝事務所
有限会社大塚商店
有限会社伝次郎商店
有限会社田中屋海苔店
有限会社徳兵衛商店
有限会社美津屋商店
有限会社平四郎商店
有限会社堀常
有限会社鈴木工務店
有限会社剱持電気商会
有限会社佃煮の内田商店
有限会社小畑工務店
有限会社中昇木材
丸金水産有限会社
をばや商店有限会社
三歩木材有限会社
●学校
市立浦安小学校
市立南小学校
市立北部小学校
市立東小学校
市立堀江中学校
●自治会
堀江一丁目自治会
堀江二丁目自治会
堀江三丁目自治会
堀江四丁目自治会
堀江五丁目自治会
猫実東自治会
猫実三丁目自治会
猫実四丁目自治会
第８区自治会
第九区自治会
第十区自治会
富士見二丁目自治会
富士見三丁目自治会
富士見自治会
堀江中央自治会
北栄三丁目自治会
北栄四丁目自治会
ライオンズマンション浦安自治会
堀江橋自治会
コープ野村浦安自治会
●老人クラブ
江川第一クラブ
堀江元町クラブ
当代島かもめ会
八区若寿会
堀江長寿クラブ
富士見和貴会
堀江中央しおかぜクラブ
富士和会

2018年度　募金・会費にご協力をいただいた方々のご紹介
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〈中町・アーバンリゾートゾーン〉

●法人・事業者等
kazuクラフト
MEDI＋PLUS
アート美容室
ヒラキバレエスクール
玉井珠算学院
下長海苔店
折笠商店
ニッセイ総合研究所
明治安田生命保険相互会社浦安営業部
オリエンタルホテル東京ベイ
東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
日和ホテル舞浜
ママショップ美浜
マイパティオ美浜
宮崎税務会計事務所
市川恵子社会福祉士事務所
秋本労務管理事務所
田中経営法務事務所
司法書士法人・行政書士オールシップ
司法書士行政書士村岡事務所
社会福祉法人わかみや福祉会　入船北　

保育園・弁天保育園
エンゼルマミー
新浦安子どもの木保育園
市立富岡幼稚園
市立入船保育園
市立富岡保育園
市立東野保育園
市立見明川認定こども園
市立美浜南認定こども園
市立入船南認定こども園
市立舞浜認定こども園
市立美浜北認定こども園
NPO法人フレンズ
NPO法人たすけあいはとぽっぽ
JR京葉線　新浦安駅
JR京葉線　舞浜駅
浦安建設協同組合
浦安郵便局
浦安富岡郵便局
順天堂大学医学部付属浦安病院
順風会小林クリニック　
ニュー上田クリニック
ベイシティクリニック
阿久津耳鼻咽喉科医院
イナガキ眼科
新浦安こどもクリニック
金子小児科クリニック
クリニック米澤
さくら歯科クリニック
市川歯科クリニック
海楽歯科医院
やの歯科医院
ITO DENTAL OFFICE
キャビネ・ラピヌー
新浦安歯科医院
ベイサイド歯科クリニック
香取歯科
見明川歯科医院
さとう矯正歯科医院
入船歯科医院
橋本歯科医院
樋口歯科医院
福嶋歯科医院
小山歯科医院
三浦歯科医院
ふじみ歯科医院
美浜歯科医院
ごとう薬局
漢方薬誠心堂新浦安店
富岡整骨院
快心堂　整体・心理療術院
株式会社ブライトンコーポレーション
株式会社リエイ
株式会社ONE－TO－ONE
株式会社アイハラ

株式会社アップス
株式会社エコ・クリアランス
株式会社オリエンタルランド
株式会社ハウスリペア
株式会社プラザサンルート
株式会社近代
株式会社大樹園
株式会社宝珠造園土木
株式会社明和地所
株 式会 社ENEOSウイング湾岸 浦安フ

リートTS 
千曲鋼材株式会社
興和印刷株式会社
共栄石油株式会社浦安入船給油所
明治通商株式会社
山宝株式会社
扶桑鋼管株式会社
匠ホールディングス株式会社
西松建設株式会社浦安社宅
有限会社六本木三井ハウジング
有限会社田中石材
有限会社トモス工房
有限会社ヨイム
有限会社伊藤青果
有限会社共生園緑化
有限会社鹿島防水
有限会社総合福祉サービス
有限会社内田商店
有限会社鈴木建装
トライ総合有限会社
●学校
市立見明川小学校
市立富岡小学校
市立美浜南小学校
市立舞浜小学校
市立美浜北小学校
市立東野小学校
市立入船小学校
市立浦安中学校
市立見明川中学校
市立入船中学校
市立富岡中学校
市立美浜中学校
県立浦安高等学校
東海大学付属浦安高等学校・中等部
●自治会
富岡自治会
海楽南自治会
入船自治会
東野自治会
今川自治会
今川団地自治会
見明川自治会
パ－クシティ弁天自治会
サンコ－ポ浦安自治会
さつき苑自治会
美浜東エステ－ト自治会
弁天自治会
入船中央エステ－ト自治会
海楽パークシティ自治会
美浜１５自治会
京成サンコ－ポ浦安自治会
海楽中央自治会
入船西エステ－ト自治会
美浜西エステ－ト自治会
入船東エステ－ト自治会
美浜１６自治会
舞浜ローズタウン自治会
コモンシティ浦安自治会
美浜三丁目自治会
パークシティ舞浜自治会
入船北エステ－ト自治会
富岡エステ－ト自治会
エル･シティ新浦安自治会
入船リバ－サイド自治会
舞浜三丁目自治会
日本生命浦安社宅自治会
エアレジデンス新浦安オーナーズクラブ

自治会

●老人クラブ
弁天クラブ
美浜寿会
富岡渚会
入船中央寿会
弁天喜楽会
東野クラブ
みさき長寿会
東野竹寿会
入船東寿会
入船北の会
舞浜三丁目マイアミクラブ
富岡悠遊会
海南クラブ

〈新町・工業ゾーン〉

●法人・事業者等
白いエプロン
ポニークリーニングパークシティ新浦安店
浦安鐵鋼団地協同組合
浦安市介護事業者協議会
浦安望海の街郵便局
三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ
NPO法人ｉ－net
市立日の出幼稚園
市立日の出保育園
市立高洲保育園
市立明海認定こども園
社会福祉法人聖隷福祉事業団　浦安市

特別養護老人ホーム・浦安エデンの園
新浦安虎の門クリニック
えとう医院
かんだこどもクリニック
飯田耳鼻咽喉科クリニック
高洲歯科クリニック
海風の街デンタルクリニック
新浦安ブライト歯科
栗林歯科医院
坂田歯科医院
コートマリーナ歯科医院
I Cubu Dental Clinic新浦安
山本デンタルクリニック
スターツコミュニティセンター新浦安
合同会社ウォルステクノリサーチ
株式会社舞浜倶楽部　新浦安フォーラム
株式会社リーガルコーポレーション
株式会社京江シャーリング
株式会社キヨシゲ
株式会社ガンズコーポレーション
株式会社セブンサービス企画装飾
株式会社インスメタル
株式会社浦安清運
株式会社ニホンケミカル
株式会社岩崎商会
株式会社澁井鋼材店
株式会社森製作所
株式会社カネコ
スターツホテル開発株式会社 

ホテルエミオン東京ベイ
オリックスリビング株式会社
メイカイ株式会社
栄鋼管株式会社
野村鋼機株式会社
大新東株式会社舞浜営業所
東京ベイシティ交通株式会社
関根床用鋼板株式会社
黒崎インターナショナル株式会社
佐藤鐵鋼株式会社
清水鋼鐵株式会社
田中鉄鋼販売株式会社
東洋鋼鐵株式会社
藤田商事株式会社
藤澤鋼板株式会社
中村鋼材株式会社
ヤマト特殊鋼株式会社
芝浦シヤリング株式会社
千代田鋼材株式会社
東京中央木材市場株式会社

有限会社サンメトリックス
有限会社丸参鋼材
有限会社東栄堂
●学校
市立日の出小学校
市立明海小学校
市立高洲小学校
市立日の出南小学校
市立明海南小学校
市立高洲北小学校
市立日の出中学校
市立明海中学校
市立高洲中学校
県立浦安南高等学校
東京学館浦安中学校・高等学校
順天堂大学医療看護学部
明海大学
了徳寺大学
●自治会
高洲自治会
ベイシティ浦安自治会
海風の街自治会
浦安高洲県営住宅自治会
潮音の街自治会
夢海の街団地自治会
ベイシティ新浦安自治会
コスモ新浦安東京ベイ自治会
グランファースト新浦安自治会
パークシティ新浦安自治会
セレナヴィータ新浦安自治会
ラディアンコースト新浦安自治会
アールフォーラム新浦安自治会
レジアスフォート新浦安自治会
碧浜自治会
シーガーデン新浦安自治会
パークシティ東京ベイ新浦安Coco自治会
パークシティグランデ新浦安自治会
プラウド新浦安自治会
●老人クラブ
海風の街これから会
ゆめみ悠々会
高洲クラブ
海園の街盛年会
サンライズクラブ
レジアスきらら会
シーガーデン・日の出クラブ
セレナ・シニアクラブ
潮騒クラブ
グランデＳ＆Ｒ

〈市外〉

●法人・事業者等
株式会社明光企画
株式会社総合印刷新報社　
株式会社愛ネット
株式会社ジェイコム浦安局
株式会社ジャパンビバレッジ東京
株式会社共同購買会
三栄メンテナンス株式会社
ダイドービバレッジサービス株式会社
有限会社ショッピング剱持
有限会社功徳林

【敬称略・順不同】

お詫びと訂正
　4月15日に発行「社協だより」
第104 号の記事『2018 年度　
募金・会費にご協力をいただい
た方々のご紹介』において一部
誤りがありました。上記のとお
り訂正させていただくととも
に、ご協力いただいた皆様に謹
んでお詫び申し上げます。

社会福祉法人
浦安市社会福祉協議会
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ボランティア
入門ボランティアスクール

①耳で聞く広報づくり
　視覚障がいの方に広報を伝える朗読ボラン
ティアの入門講座です。朗読を初歩から学べます。
とき：7月19日（金）午前10時〜正午
対象：市内在住、在勤、在学の方　先着20名
講師：朗読ボランティア「はまゆう」
持ち物：筆記用具、飲み物
②ボッチャ＆車いす体験講座
　「ボッチャ」というスポーツと、「車いす」体験
を通してボランティア活動を学ぶ講座です。
とき：7月28日（日）午後1時30分〜3時30分
対象： 市内在住、在勤、在学の方（小学生以上）

先着20名程度
講師：福祉サークル「コスモス」
持ち物：動きやすい服装と運動靴
③話し相手ボランティア入門講座
　高齢者のお話し相手ボランティア活動につい
て学ぶ講座です。
とき：8月9日（金）午前10時〜正午
対象：市内在住、在勤、在学の方　先着10名
講師：話し相手グループ
持ち物：筆記用具
④介助ボランティア入門講座
　外出など移動で困っている方をサポートする
ボランティアを養成する車いす・白杖体験講座
です。
とき：9月18日（水）午前10時〜正午
対象：市内在住、在勤、在学の方
講師：介助グループ「あいあい」
持ち物：筆記用具
-----------------------①〜④共通------------------------
ところ：総合福祉センター2階
費用：無料
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
　　　☎380-8864　fax355-5277
　　　E-mail vc@urayasushi-shakyo.jp

講座＆セミナー
千葉県コミュニティソーシャルワー
カー育成研修〜地域福祉の担い手養成講座〜

　自分たちの住む地域の課題やニーズを抽出し
共有することから、課題に対して自分たちでで
きることを話し合い、解決するために具体的な
地域支援のプロセスを学ぶ講座です。
とき：8月19日（月）午前10時〜午後4時
ところ：総合福祉センター2階第2〜4会議室
内容： 講義「コミュニティソーシャルワークと

地域の支えあい・助けあい」、グループ
ワーク

講師： 作新学院大学女子短期大学部教授　
　　　坪井真氏、千葉県社会福祉協議会職員
定員：80名※先着順
費用：無料（昼食代は実費負担　要申込）
対象： 浦安市内在住・在勤で地域福祉活動に興

味のある方
持ち物：筆記用具
申込： 8月9日（金）までに講座名・所属団体名（い

ずれかの団体に加入している場合）・氏
名・住所・電話番号・年齢を浦安市社会
福祉協議会事業課地域づくり班

　　　☎355-5271　fax355-5277
　　　 E-mail  chiikidukuri@urayasushi-shakyo.jp

地域福祉活動サポーター育成講座
　これから地域での活動をしてみたいとお考え
の方、この講座をきっかけに地域デビューをし
てみませんか？ 実際の現場を体験していただ
き、地域でどのような活動が行われているかを
学んでから実際の活動につなげるための講座と
なります。講座終了後は社会福祉協議会支部の
推進委員として活動することができます。（本会
から委嘱状を交付します。）
とき・ところ・内容・講師：
　1日目：9月19日（木）午前10時〜正午
　総合福祉センター2階第2会議室
　 講義「地域福祉とは」「社会福祉協議会・社会

福祉協議会支部の活動について」
　講師＝ 作新学院大学女子短期大学部　　　　

教授　坪井　真　氏ほか
　2日目： 9月20日（金）午前9時30分〜午後4時30分
　市内サロン開催地
　 体験実習「子育てサロン・高齢者サロン」体験実習
　講師＝浦安市社会福祉協議会支部
-------------------------2日間共通-----------------------
定員：20名※先着順
対象： 浦安市内在住の18歳以上、全2回に参

加できる方
持ち物： 筆記用具。2日目は汚れても良い服装。
申込： 9月12日（木）までに講座名・氏名・住所・

電話番号・年齢を浦安市社会福祉協議会
事業課地域づくり班

　　　☎355-5271　fax355-5277　
　　　 E-mail  chiikidukuri@urayasushi-shakyo.jp

令和元年度終活セミナー
　「終活」といっても、何からはじめたらよいの
か迷う方もいらっしゃるのではないでしょう
か。全3回のコースで「終活」「お葬式やお墓」
等について学ぶセミナーを開催します。
とき： ①9月30日（月）②10月30日（水）
　　　③11月上旬　※各日、午後2時〜4時
内容： ①終活とは②お葬式とお墓事情③バス見

学ツアー（浦安市墓地公園）
講師：①②終活カウンセラー
定員：40名※先着順
ところ： ①②総合福祉センター2階、③浦安市

墓地公園※③は総合福祉センターから
バスで送迎予定

対象： 市内在住の18歳以上、全3回に参加できる方
申込： 9月2日（月）から受付開始。電話のみの受

付。成年後見支援センター（☎355-5315）
その他：車での来所はご遠慮ください

インフォメーション

うらやすファミリー・サポート・
センター全体交流会

 6月29日（土）、総合福祉センターにて、う
らやすファミリー・サポート・センター全体交
流会「杉山兄弟シャボン玉ショー」を開催しまし
た。ファミリー・サポート・センターは、子育
ての援助を受けたい「おねがい会員」と、援助を
行いたい「まかせて会員」による相互援助組織
で、全体交流会は、会員の方と市民の方合わせ
て80名が参加しました。会員同士の親睦と、
市民の方への普及・PRを目的とした今回のイ
ベントでは、アイドルグループのコンサートの
演出等も手がけている杉山兄弟をお迎えし、華
麗なシャボン玉の数々に子どもたちは大はしゃ
ぎ、大人もその世界観に感嘆の声を上げていま
した。
　ファミリー・
サポート・セン
ターの会員同士
の 交 流 が 図 ら
れ、以前預かっ
たことがある子
どもとの久しぶ
りの再会に、その成長ぶりを喜ぶ方の姿も見ら
れました。

第15回子育て応援メッセに 
出展しました
　6月15日（土）、浦安市民プラザWave101
にて、第15回目となる「浦安子育て応援メッセ」
が開催されました。うらやす社協は、後援団体
として、子育て支援を紹介するブースの出展と、
おなじみの社協のキャラクターうらちゃんも登
場してイベントに参加しました。
　当日は会場がいっぱいになるほどの親子が来
場され、それぞれが思い思いのブースでワーク
ショップを楽しんだり、子どもたちの発表を鑑
賞したり、情報収集したりと、有意義な時間を
過ごされていました。千葉県や浦安市内のゆる

キャラもたくさ
ん登場し、イベ
ントを盛り上げ
ていました。

　子育て支援拠点のミニ夏祭りです。風鈴
づくりや、はっぴを羽織ってのチェキ撮影、
ボウリングにボールプール、ヨーヨーつり
など、夏の気分を味わいに来てください。
赤ちゃんも楽しめる内容です。
とき：7月20日（土）午前10時〜正午
※ ミニ夏祭り終了後は午後2時まで通常の

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）
対象：3歳までの子どもとその保護者・妊婦
費用：無料
申込：不要。直接会場へお越しください。
問い合わせ：☎355-5271　fax355-5277
　　　　　　 E-mail h-tsudoi@jcom.

home.ne.jp

OPICS

堀江つどいの広場ミニ夏祭り
掲示板〜これからのイベント情報

キレイなシャボン玉に大興奮

子育て応援メッセ
うらやす社協ブース
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今回のテーマは、「高齢者の低栄養予防」

　「まちの保健室」はみなさんに健康や介護予防
に関する情報をお伝えするコーナーです。

✚～まちの保健室～

　低栄養とは、食欲の低下や食事が食べにくいなどという理由から徐々
に食事量が減り、身体を動かすために必要なエネルギーや筋肉を作るた
んぱく質が不足した状態のことをいいます。
　高齢になると、噛む・飲み込む力が弱くなったり、内臓の機能の低下
などによって低栄養に陥りやすくなります。
　低栄養はフレイル（虚弱な状態）と関連が強いことがわかっており、栄
養状態を改善することが、フレイルの予防や転倒予防、介護予防のため
にも重要です。
　低栄養を予防するためのポイントは、好きなものや食べたいものの 
”種類”を増やし、まめに食べて動くこと。
　炭水化物にたんぱく質を多く含む食品をいろいろ組み合わせることで
食事の質がアップします。年齢を重ねると、食事がだんだん面倒になり
がち。何となく食べる気がしないなどの気持ちの変化も出てくるため、
まめに食べることが大切です。便通などの体の調子を整えるために、野
菜類も組み合わせるといいでしょう。

まめに食べて動くことで好循環を維持し、低栄養を予防しましょう。

【設立経緯】
　介護保険制度が成立する前、家族の核家族化、
女性の社会進出等社会情勢の変化があるなか、
有志により社会貢献を目的に生活支援を中心と
した活動を1989年より開始し、「はとぽっぽ」
を設立。

【活動内容・会員数】（取材時）
　居宅訪問による家事援助（年間1,376回）、サ
ロン活動、買い物サポート事業（浦安市補助金
事業）、ちょいボラ（ゴミ出し等30分未満の活
動、利用料1回500円、年間81回）。
会員数　140人（利用会員70人、運営会員40
人、賛助会員30人）

― はとぽっぽに入って活動しようとしたきっ
かけは？

　福祉のことを知りたい、社会貢献してみたい、
年齢を重ねるとはどういうことかを知りたい、
いずれ自身が高齢者になりサービスのお世話に
なる前に貢献したい、仕事が休みの日を活用し
たい、子育てがひと段落したので社会活動をし

たいなど会員それぞれのライフスタイルによっ
てきっかけは様々です。

― 活動をしてよかったこと、大変だったこ 
とは？

〈よかったこと〉⇒利用者が自分が来るのを待っ
てくれていること、お役に立てること、介護保
険制度など制度の勉強になること、仲間ができ
ること。

〈大変だったこと〉⇒雨の日、風の日でも活動は
あること、利用される方の意図をくみ取ること、
距離感を保つこと。

― これから地域で活動したいと考えている方
へ一言

　小さいこと（ゴミ出しのお手伝い等）、できそ
うなこと、気楽にできることをきっかけにス
タートを切ってみると入りやすいと思います。

― はとぽっぽとしてPRしたいことは？
　私たちの活動は国が政策として推進している

「我が事、丸ごと」の地域共生社会と打ち出され
るより前から住民相互の助け合い活動をしてい

浦安市内には、地域福祉活動を行っている市民団体がたくさんあります。
このコーナーではそうした団体さんを訪ね、これから活動を考えている
方にその活動を紹介していきます。

ます。
　会員組織であり、活動に賛同いただける方々
によって支えられている団体ですので、私たち
の活動に関心を持っていただき、できれば会員

（運営会員や賛助会員）として応援していただけ
るとうれしいです。

住民同士の助け合い活動を続けて30年

NPO法人 たすけあい はとぽっぽ

交流会

はとぽっぽサロン

家事支援

買い物同行

　大学卒業後、社会
教育団体に勤務。退
職後、社会福祉に関
する専門学校に入学、
子育てがひと段落した2008年に入会。
2013年より会長となり、現在に至る。千
葉県たすけあい協議会役員も務める。コー
ラスとヤクルトスワローズの応援が趣味。

会長
内田　香さんの
プロフィール

ぴっくあっぷ
うらやす Vol.1

（参考・引用資料）厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp
消費者庁ホームページhttp://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_
promotion/pdf/health_promotion_180510_0005.pptx　「栄養成分表示を活用しよう⑤」

この方に聞きました!!

食欲を維持
食べる量（摂
取量）を維持

エネルギー
消費量を維持 基礎代謝を

維持

低栄養を予防

疲れを回復
活力を維持

身体機能を
維持

活動量を維持

筋肉量を維持

筋力を維持

まめに食べて動く

＋ ＋

ご飯、パン、麺

炭水化物

蒸し鶏、さば水煮缶、
豆腐、ゆで卵、牛乳

良質なたんぱく質

にんじん、かぼちゃ、ブロッ
コリー、ほうれん草、しそ、
小松菜、レタス、しょうが、
たまねぎ、さつまいも、なす

食物繊維、ビタミン、
ミネラル
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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

◯19日（金）耳で聞く広報づくり
◯20日（土）堀江つどいの広場ミニ夏祭り
◯28日（日）ボッチャ＆車いす体験講座

7
月

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 
●うらやす成年後見支援センター
TEL 047-355-5315　 koken@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（東野小学校地区放課後こども教室）
〒 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.zaq.ne.jp
●富岡みんなの広場（富岡小学校地区放課後こども教室）
〒 279-0042 浦安市富岡 1-1-1　TEL 047-720-0801

minnanohiroba@urayasushi-shakyo.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 ［2019年
　7月〜11月］

○心配ごと相談（民生委員）※総合福祉センター
　毎週木曜日
◯助産師相談※堀江つどいの広場
　8月1日（木）、9月5日（木）、10月3日（木）

※最新情報はホームページをご覧ください。

【 そ の 他 相 談 】

◯9日（金）話し相手ボランティア入門講座
◯19日（月）千葉県コミュニティソーシャルワー

カー育成研修
◯31日（土）災害ボランティア養成講座〜入門編

8
月

◯1日（日）災害ボランティア養成講座〜コーディネーター編
◯18日（水）介助ボランティア入門講座
◯19日（木）20日（金）地域福祉活動サポーター

育成講座
◯21日（土）堀江つどいの広場　パパとベビーのサロン
◯28日（土）Uセンター祭り
◯30日（月）令和元年度終活セミナー（1回目）

9
月

◯19日（土）うらちゃんサロン望海　パパとベ
ビーのサロン

◯30日（水）令和元年度終活セミナー（2回目）

10
月

　浦安市内では、市民活動やボランティア等地域住民による支えあい・助けあいの活動が日々
行われています。地域貢献をしたいけれどどうすればいいかわからないと考えている方へ、
地域貢献・社会貢献の一つの形として「遺贈による寄付」という選択肢をご紹介します。

包括遺贈と特定遺贈

　遺贈には、以下の2種類があります。
　包括遺贈： 相続財産の取得割合を指定して遺贈すること。例）「遺産をすべて遺贈

する」「遺産の○分の1を遺贈する」など
　特定遺贈： 特定の財産を指定して、その財産を受遺者に遺贈すること。例）「〇〇

の不動産を遺贈する」「〇〇銀行の預貯金を遺贈する」など

自分の想いを地域、社会へ還元するには……

　「地域支援や社会貢献活動を行っている団体に自分の財産を託して役立てて欲しい」
「自分の遺産の使い道について希望を叶えたい」といった想いをお持ちの方は、地域に
根ざして活動している私たち浦安市社会福祉協議会への遺贈もぜひご検討ください。
また、遺産を相続した相続人の方からの寄付もお受けしています。まずはお気軽にお
問い合わせください。想いを実現できるように一緒に考えましょう。

遺贈を検討する際こんなことに気をつけましょう

◦認知症などで遺言する能力が失われてからでは有効な遺言書を作ることはできません。
◦ 遺贈に当たってはあらかじめ税金の面をよく検討しておく必要があります。例えば、

法定相続人ではない個人に遺贈する場合は、相続税の基礎控除が受けられず、2割
加算の対象となります。相続税以外の税金が関わってくる場合や税制変更の場合も
あり、注意が必要です。

　⇨遺言書を作成する前に、弁護士や税理士等専門家によく相談しましょう。

遺贈とは……

　遺言によって、遺産の一部または全部を特定の個人や団体
（受遺者）に贈与することを「遺贈」といいます。遺言がないと、
通常故人の遺産は法定相続人が相続して引き継ぐことになり
ますが、生前に遺言を作って第三者に遺贈すると書いておけ
ば、法定相続人以外の第三者（個人や団体）にも財産を遺すこ
とが可能です。自分で選んだ相手（受遺者）に遺したい財産を引き継ぐことができるの
が遺贈による寄付です。
※ 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、改正相続法によっ

て現在、自筆証書遺言についてその方式が一部緩和されました。また、令和2年7月からは「法務
局における遺言書の保管等に関する法律」により、法務局で遺言書を保管する制度が始まります。

相続財産で地域貢献
〜遺言による寄付（遺贈）〜

※ 「成年後見制度・相続・遺言の専門職相談」では、遺
贈や遺言等についても、直接弁護士や司法書士にご
相談いただけます。ぜひお気軽にご利用ください。

※ 自分らしい終わり方の準備をし、前向きに暮らし続
けるための「終活セミナー」（本誌6面Information
を参照）も開催しています。

問い合わせ　社会福祉協議会　☎047-355-5271

○成年後見制度・相続相談（弁護士）※総合福祉センター
　8月20日（火）・9月10日（火）・10月8日（火）
○相続・遺言・成年後見相談（司法書士）※富岡公民館
　7月17日（水）・8月21日（水）・9月18日（水）・
　10月16日（水）
時間　各日共通午後1時30分〜3時30分
※予約制。受付は午前8時30分〜

【 弁 護 士 ・ 司 法 書 士 相 談 】
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