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今号から、「うらやす社協だより」ユニバーサル電子
ブックの配信をスタート！無料アプリ「カタログポケッ
ト」をインストールするだけで、スマートフォンやタ
ブレットで、10言語で読めるほか、音声読み上げ機
能もあるので聞くこともできます。お気に入りの記
事をSNSなどで共有することもできます。

［カタログポケット］の使い方
①アプリをインストール…
　�右のコードからダウンロート
サイトへ
②�アプリを起動し、「うらやす社
協だより」で検索

「うらやす社協だより」が、

読める・聞ける！いつでも どこでも 誰でも

Lovely photo story

A town where 
smiles make smiles

Meeting, Supporting, 
Helping-Urayasu City has 
a lot of “Ai” blossomed.
On the cover of the newly 
published “Urayasu 
Shakyodayori”, we will
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住み続けたいと思える地域をつくるために

Urayasu
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「いつまでも住み続けたいと
思える地域」を目指して

リスタート!!  うらやす地域福祉活動計画Ⅳ特集

　浦安市では、市民の皆さんと市役所・専門機関が協働で「支え合い・助け合い」の仕組み・
取り組みを進める行政計画（第３次浦安市地域福祉計画）を策定しました。一方、うらや
す地域福祉活動計画Ⅳは、浦安市民の皆さんが主役の計画です。
　うらやす地域福祉活動計画Ⅳは、浦安市で暮らす全ての皆さんが無理なく取り組む「支
え合い・助け合い」を市民主体で考え、実践する仕組み・取り組みが示されています。
　たとえば、幼いお子さんとひとり暮らしの高齢者の方が交流する取り組みや医療・福
祉・介護サービスを利用している人たちが近隣住民やボランティアの皆さんと共に活動
する機会など、お互いに支え合い、助け合うことにつながるでしょう。浦安市民の皆さ
んが「支え合い・助け合い」を当たり前と考え、さりげなく実践するためのガイドライン
として、この計画を活用していただけたら幸いです。

当たり前の「支え合い・助け合い」を目指して
うらやす地域福祉活動計画Ⅳ策定委員会　委員長

坪井　真　氏
（作新学院大学女子短期大学部　教授）

紙面リニューアルしました!!



特集 リスタート!! うらやす

➡計画書の詳しい内容は浦安市社会福祉協議会ホームページを
ご覧ください。http://urayasushi-shakyo.jp
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具体的な方向性 と主な活動地域の将来像
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（１）地域の一員として意識を持つ
①�地域についての理解を深めることへ
の支援
②さまざまな媒体を活用した情報発信

（２）誰もが参加できる地域
①ボランティア活動のきっかけづくり
②�ボランティア活動をするための環境
づくり

（３）権利擁護の意識醸成
①福祉への理解促進
②福祉教育の推進

（１）地域でできる支え合い
①�地域におけるコミュニケーションの
活性化

②地域のつながりづくり

（２）協力・連携で支え合う
①困りごとを抱えている人の手助け
②�他団体等との連携のコーディネート

（３）地域で困りごとを受け止める
①課題解決のための連携強化
②��身近なところで支え合える相談体制
づくり

地域福祉活動計画とは
　社会福祉協議会が市民、地域で活動している団体、関係機
関・行政等と連携・協力し、地域福祉をどのように推進して
いくのかをまとめた活動（行動）計画です。
　計画期間は、令和2年度〜6年度の5か年です。
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広告を「うらやす社協だより」に載せませんか!!
広告のサイズは右記のとおりとなります。
広告料はＡサイズで33,000円（税込）〜となります。
広告掲載についてのご質問は、総務課までお問合せください。
➡総務課　☎047-355-5271　N047-355-5277
　　　　　{fukushi@urayasushi-shakyo.jp

地域福祉活動計画Ⅳ

Ａサイズ
（よこ 60㎜）

た
て
75
㎜

Ｂサイズ
（よこ 120㎜） Ｃサイズ

（よこ 180㎜） Ｄサイズ
（よこ 240㎜）

（１）地域の一員として意識を持つ
① 地域についての理解を深めることへ

の支援
　�講演会や出前講座の実施、ホームペー
ジ・SNS（ソーシャルネットワーキン
グサービス）での情報発信、うらやす
社協だよりの発行等を通じて、地域
の課題の把握・共有を進めます。

②さまざまな媒体を活用した情報発信
　�広報紙や回覧板、掲示板、インター
ネットなど、さまざまな媒体を使っ
て、地域に情報を届けていきます。

地域清掃

（１）地域でできる支え合い
① 地域におけるコミュニケーションの

活性化
　�ご近所や地域の中で困りごとを抱え
ている人の情報を把握・共有するよ
う努め、地域での支え合いにつなげ
ます。

②地域のつながりづくり
　�子どもから大人まで積極的に声をか
け合い、顔見知りの関係を広げます。

子育てサロン

（２）誰もが参加できる地域
①ボランティア活動のきっかけづくり
　�地域福祉活動を紹介し合い、活動の
担い手を増やしていきます。

　�ボランティア活動の情報を発信し、気
軽に活動に参加しやすい体制を整え
ます。

② ボランティア活動をするための環境
づくり

　�得意なことを活かせる場を考え、つ
くっていきます。

夏休みボランティア体験学習

（２）協力・連携で支え合う
①困りごとを抱えている人の手助け
　�声かけやごみ出し、買い物の手伝い
など、地域で困りごとを抱えている
人の手助けを積極的に行うように努
めます。

②他団体等との連携のコーディネート
　�市民活動団体同士や企業及び行政と
の連携にかかるコーディネートを行
います。

高齢者福祉施設で居場所づくり

（３）権利擁護の意識醸成
①福祉への理解促進
　�支援を必要とする人がいることを知
らせることで、支援の輪を広げてい
きます。

②福祉教育の推進
　�福祉に関する学習の機会を増やしま
す。

高齢者疑似体験

（３）地域で困りごとを受け止める
①課題解決のための連携強化
　�多様化、複雑化する福祉課題に対し、
さまざまな団体や機関が連携して取
り組んでいきます。

② 身近なところで支え合える相談体制
づくり

　�相談者の状況に応じて幅広くニーズ
に対応できるよう、身近な相談窓口
から専門相談機関まで、相談体制を
整えます。

助け合い活動（包丁研ぎの様子）

具体的な方向性 と主な活動
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名称 概要

堀江つどいの広場
ところ堀江つどいの広場　対象全域・０～３歳、妊婦
とき月曜日～金曜日　9：00～17：00（11：30～13：00
ランチ可）＊月2回土曜日オープン。（5・8・1月は月
1回）祝祭日・年末年始を除く　

うらちゃんサロン望海

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月曜日＝０歳・妊婦、第２・４木曜
日＝１・２歳　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）

名称 概要

うらちゃんサロン北栄
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10：00～11：30
＊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
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

■うらやす社協の子育てサロン

支部 名称 概要

東１ 東１・子育てサロン
ところ美浜東エステート自治会館、美浜3丁目自治会館
対象美浜・０～３歳　
とき6・9・12・3月の第1月曜日10：00～11：30

東２ 東２・子育てさろん

ところ猫実東自治会集会場
対象海楽、猫実１・２丁目、北栄４丁目・０～３歳　
とき原則毎月第2水曜日10：00～12：00（8月、1月
は除く）
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5月19日（火）、7月14日（火）、10月13日（火）、
12月15日（火）、令和3年3月16日（火）10：00～11：30

西１ 西１・
にこにこ子育てサロン

ところ堀江公民館　対象堀江、富士見・０～１歳　
とき5月より隔月第4水曜日10：00～11：30

西２ 西２・子育てサロン
ところ富士見和貴会館　対象富士見、舞浜・0歳　
とき毎月原則第3月曜日（8月除く、7月・9月は第2
月曜日）10：00～11：30

南１

南１
ふれあい親子広場今川

ところ今川記念館　対象今川、富岡・どなたでも　
とき奇数月の第3水曜日10：30～12：00

南１東野子育てサロン
ところ東野クラブ会館
対象東野・0歳　
とき奇数月第3金曜日10：00～11：30

支部 名称 概要

北１ 北１
ふれあい子育てサロン

ところ当代島公民館　
対象当代島、猫実４・５丁目・０歳～２歳　
とき4月28日（火）、7月28日（火）、10月27日（火）、
令和3年1月26日（火）10：00～12：00

北２ 子育てわいわい広場
ところ第十区自治会集会所
対象北栄・猫実など・０歳～２歳　
とき毎月原則第1金曜日10：00～12：00

海浜１

入船１・２・３丁目
合同子育てサロン

ところエアレジデンス３階キッズルーム
対象入船１・２・３丁目・０～３歳　
とき奇数月第4金曜日10：00～12：00

入船６丁目
ふれあい子育てサロン

ところ入船東エステート3号棟集会所
対象入船６丁目・どなたでも　
とき毎月第2金曜日10：00～12：00

海浜２ 子育てサロン

ところ海園の街保育園子育て支援センターハミング内
対象日の出、明海・０歳～就園前　
とき原則奇数月第2月曜日10：00～12：00
ところアールフォーラム新浦安キッズルーム
対象日の出、明海・０歳～就園前
とき不定期　＊詳しくは地域に掲示されるポスターを
ご覧ください

■支部社協の子育てサロン

令和2年度子育てサロン及び高齢者サロン一覧（令和2年4月現在） 保存版

おしゃべりしましょう！ 　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。

名称 概要

堀江
ぽっかぽか

弾き語り 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

手づくりサロン ところ堀江ぽっかぽか　対象全域　とき毎月第1木曜
日13：30～15：00　＊内容により要申込、材料費100円

ぽっかぽかランチ
ところ堀江ぽっかぽか　対象全域・65歳以上のひとり
暮らしの高齢者・日中独居高齢者・高齢世帯
とき毎月第4木曜日（または第3木曜日）12：00～13：
00　＊要申込、費用200円

名称 概要

高洲
ぽっかぽか

うらちゃんカフェ
高洲

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　＊費用100円

ぽっかぽかタイム 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1・3火曜日10：00～11：30

富岡
ぽっかぽか

ぽっかぽかサロン ところ富岡公民館�第１・2会議室　対象全域
とき毎月第3金曜日13：30～15：00　＊要申込

土曜交流サロン ところ富岡ぽっかぽか　対象全域
とき毎月第2土曜日13：30～15：00

■うらやす社協の高齢者サロン

支部 名称 概要

東1

高齢者サロン
「万寿会」

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6・9・12・3月

美浜サロン ところ美浜東エステート自治会館　
対象美浜４- ５丁目・65歳以上　とき1～3月

みはまサロン ところエルセンター　対象美浜１- ３丁目・65歳以上
とき1～3月

東２ 東2さろん

ところ猫実東自治会集会所　対象猫実１-2丁目・70
歳以上のひとり暮らし高齢者世帯、日中ひとり暮らし
の方　とき7月22日（水）、9月29日（火）、11月27
日（金）11：00～14：00���＊要申込
ところ海南クラブ会館　対象海楽１丁目・70歳以上
のひとり暮らし高齢者世帯、日中ひとり暮らしの方　
とき不定期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
歳以上のひとり暮らし高齢者世帯、日中ひとり暮らし
の方　とき不定期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歳以上のひとり暮らし高齢者世帯、日中ひとり暮
らしの方　とき不定期11：00～14：00　＊要申込

西１ ほりえいきいきサロン
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　＊要申込　4月21
日（火）締切

西２ 西2・健康サロン 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

南１

東野サロン ところ東野クラブ会館　対象東野・全年齢
とき第２・４日曜日13：00～15:30

みんなのカフェ ところ京成サンコーポ浦安管理棟　対象富岡・全年齢
とき第２月曜日・第４木曜日14：00～16：00

ふれあいカフェ
ところ富岡エステート・サンコーポ浦安合同集会所　
対象富岡・全年齢　とき第１・３水曜日13：00～16：
00

ふれあい広場
とみおか

ところ不定　対象富岡・全年齢　とき不定期（毎月１
回程度）

富岡1・4丁目
茶話会サロン

ところ富岡自治会集会所（第2・第3のいずれか）
対象富岡・全年齢　とき第２水曜日�13：00～16：00・
第４木曜日�11：00～16：00

ふれあい広場
いまがわ

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

南２

縁側サロン 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～

食事会 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～

弁天お気楽サロン 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～

支部 名称 概要

南２

アートサロン 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～

弁天2丁目サロン 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～

ふれあいサロン 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～

ストレッチ体操教室 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～

南３ ふれあいサロン ところエスレ高洲など　対象高洲・全年齢
とき7月中旬・12月中旬

北１

当代島1、3丁目
ふれあいサロン

ところ当代島公民館　視聴覚室　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9月27日（日）、令和3年1月24日（日）11：00～
14：00

当代島2丁目
ふれあいサロン

ところ当代島公民館　視聴覚室　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10月25日（日）、令和3年2月28日（日）11：00
～14：00

猫実4丁目
ふれあいサロン

ところ未定　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　とき未定

猫実5丁目
ふれあいサロン

ところ第８区自治会館　対象猫実５丁目・独居65歳
以上、日中独居・高齢夫婦75歳以上　とき未定

北２
猫三サロン ところ猫実三丁目自治会館　対象猫実・65歳以上

とき7月17日（金）、令和3年1月15日（金）
北三サロン ところ北栄三丁目自治会館　対象北栄・65歳以上

とき6月26日（金）、10月16日（金）

海浜１

入船4丁目
お茶飲みサロン

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

入船4丁目
健康マージャン教室

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

入船6丁目
サロンU♥ I

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

入船6丁目
ふれあいサロン

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

海浜２
シニアウェルネス
サロン

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5・6・10・12・2月の年5回
を予定10：30～13：30　※要申込

ひのでCaf̀e 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

■支部社協の高齢者サロン

※�急きょ予定が変更になる場合もあります。詳しくは、うらやす社協HP、地域に掲示さ
れるポスター・チラシなどをご覧ください。
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浦安こども食堂コミュニティ スマイル♡こども食堂浦安
【設立経緯】
　市川市でママ友と共にみんなで食
べる機会を作ったことをきっかけに、
大人も子どもも共に育ち合う場、地
域で安心して生活するためのリソー
スの1つになればと思い、平成26年
４月より「浦安こども食堂コミュニ
ティ」を開催。会の趣旨に賛同してく
れた市内寺院を借用し地域の方の出
入りが頻繁で、自発的に人が集まる
お寺の境内を開放して開催している。

【活動内容・会員数（取材時）】
　毎月1回　不定土曜日　午後４時～
８時　正福寺（堀江2-6-35）にて開催。
子どもから大人まで参加し、夕飯を
一緒に食べた後は、ゲームやおしゃ
べりをして過ごしている。すいか割り
や肝だめしなど季節のイベントも目
玉のひとつ。主となるスタッフは20

【設立経緯】
　浦安で生活に困っている人がいる
ことを知り、子どもが笑顔で過ごせ
るような取組として、「こども食堂」
に注目し、平成29年４月に有志を
募り、「スマイル♡こども食堂浦安」
を設立。平成30年７月22日に今川
記念会館にて第１回目を開催し、令
和元年12月より市内２か所目とな
る堀江公民館で開催し、現在に至る。

【活動内容・会員数（取材時）】
　毎月第４日曜日　午前11時～午
後２時　今川記念会館（今川1-9-1）、
毎月第２木曜日　午後５時～８時　
堀江公民館（富士見2-2-1）にて子ど
もから大人まで遊び・食事・勉強の
集いの場を提供している。会員は
41人。

人程度。
――活動をしてよかったこと、大変
だったこと
　よかったこと⇒仕事以外で自然な
つながりができたこと。人の温かさ
に触れられたこと。
　大変だったこと⇒事務所を構えて
いないため、食材寄贈の受取・管理
が大変だった。
――これから地域で活動をしたいと
考えている方へ一言
　誰かのためよりもまず自分が楽し
み、周囲とシェアすること、それが結果
的に地域の豊かさを育むと感じます。
――会としてPRしたいこと
　子どもから大人まで誰でも参加で
きますので、ぜひ参加していただけ
るとうれしいです。
　正福寺さんへ直接お電話でのお問
合せはご遠慮ください。

――活動をしてよかったこと、大変
だったこと
　よかったこと⇒子どもたちが喜ん
でくれて、笑顔が見られたこと。地
域の知り合いが増えて、協力し合い
ながら活動ができていること。
　大変だったこと⇒開催する場所を
暗中模索したこと。
――これから地域で活動をしたいと
考えている方へ一言
　定期的に実施する「覚悟」を持っ
て、活動してほしいと考えています。
また、子どもの喜びを最優先に考え、
取り組んでもらいたいと思います。
――会としてPRしたいこと
　誰でも参加できる場として運営し
ています。こども食堂の活動を是非
知っていただき、参加してもらえる
とうれしいです。

①支部社協推進委員になったきっかけ
　�　母親が支部社協推進委員で、小学校のころ募金活動に参加し、
興味を持ちました。大学生になり社会福祉を専攻していること
もあって、地域で活動してみたいと思い、推進委員になりました。

②地域活動を通して学んだこと
　�　子育てサロンに参加して、子どもと接する機会ができたこと
は良かったです。また、サロンへの参加をきっかけに、現在サ
ロンの会場である保育園でアルバイトするようになりました。
このような新たな出会いがあり、うれしいです。

③ 現役世代や若年層が地域の活動に参画していることが少ないが、
どうすれば参加しやすくなるか？

　�　平日の行事が多く参加したくてもできません。学校（企業）と

社協が合同でイベント等を開催すると、学校事業（仕事）として
地域の活動に参画できると思います。

④ これから活動を考えている同世代、まだしていない同世代への
メッセージ
　�　ボランティア活動をすることで、座学では学べない体験がで
きます。今後の生活にも活きてくるので、参加できることから
一緒にやっていきましょう。

　大学卒業後、ソーシャルワーカーとして病院や施設で勤務。浦安こど
も食堂ネットワークの立ち上げから関わり、平成31年４月より代表。
精神保健福祉士、公認心理師。

代表

西山　緑さんのプロフィール

この方に聞きました!!

　定年退職後、自治会役員になったことをきっかけに地域貢献について考え
るようになり、地域で困っている方へ何かできないかと思い、平成29年４
月に有志を募り、「スマイル♡こども食堂浦安」を立ち上げ、同会代表となる。

代表

髙嶋　賢一さんのプロフィール

この方に聞きました!!

こどもの笑顔をみるために…ぴっくあっぷ
うらやすVol.4

　浦安市社会福祉協議会では、地域福祉活動の財源として、公共施設や法人・事業所等
に自動販売機を設置させていただき、その売上の一部を高齢者支援や子育てサロンの運
営など地域福祉活動に活用しています。
　今回は、法人・事業所等でご協力いただいている株式会社キヨシゲのご担当者に、「福
祉自動販売機」設置への思いなどをお聞きしました。

福祉自動販売機設置協力法人募集中！➡☎355-5271�総務課

Ｑ�「福祉自動販売機」を設置した経緯は？
Ａ 浦安鐵鋼団地協同組合の理事会で「福

祉自動販売機」について知り、地域の
福祉に少しでも貢献できればとの思いで始め
ました。

Ｑ�社員の皆さんの反応は？
Ａ社員に「福祉自動販売機」の導入の趣旨を周知し、社員は意識して当社

の自動販売機で飲料を購入するようにしているようです。

Ｑ�「福祉自動販売機」による寄付に期待することは？
Ａ地域の高齢者や子育て世帯等に有効に配分して活用してほしい。

こんにちは〜！うらちゃんですうらやす地域応援隊 1

株式会社 キヨシゲ

浦安市社会福祉協議会海浜２支部

推進委員　木田　涼香さん地
ち

域
い き

人
び と

File.

1 地域で輝いて活動する人にインタビューしてみました。

Ｑこの活動以外で、行っている地域貢献活動は？

Ａ当社の給茶機や自動販売機の売上の一部を公益財団法人がん研究会に
寄付し、先進的ながん研究の推進などに役立てていただいています。

万が一社員ががんになったときに医療機関を紹介していただけるといった社
員への福利厚生の一環でもあります。

Ｑ御社からひとこと

Ａ企業も含めて、地域で支え合える社会になれ
ばいいと思っています。 

 （株式会社キヨシゲ  総務部  部長  藤井 哲也さん）

「福祉自動販売機」で地域に貢献

いつも利用しています

〜鋼板・鋼材の販売・加工からスクラップまで、ワンストップで対応〜

木田涼香さんのプロフィール
　市内在住、福祉系大学１年生。母親が参加している支部社協活
動の影響を受け、大学入学後に支部社協推進委員として活動に参
加。将来、社会福祉士として地域に関わる仕事に就くことが目標。
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法人・事業者等
（郵便番号順）

有限会社御代川商事
株式会社馳走天乃
浦安駅前郵便局
株式会社久兵衛
株式会社ワイズマート
有限会社西益商事
株式会社みな川
有限会社吉野製作所
株式会社野田屋水道部
有限会社佐々木モータース
税理士法人桜頼パートナーズ会計　氏原
事務所
株式会社栗原建業
有限会社さかえや
井関産業株式会社
阿部木材株式会社
共栄石油株式会社　浦安駅前給油所
有限会社関口塗料店
泉沢社会保険労務士事務所
尾頭建設株式会社
町田清英税理士事務所
有限会社髙橋商店
有限会社大滝事務所
夢のみずうみ村浦安デイサービスセン
ター
社会福祉法人東京栄和会　うらやす和楽
苑
細山熱器株式会社第一工場
有限会社政丸水産
有限会社増田屋商店
株式会社鈴木設備工業
グループホームきらら当代島
相馬のり店
株式会社ステインハウス・パートナーズ
東京ベイ・浦安市川医療センター
有限会社牛山海苔店
社会福祉法人一静会��しずか荘
オザワ産業株式会社
小沢興業株式会社
有限会社丸喜
有限会社ソレイユ
チューナスカノウ
栄商事株式会社
酒井歯科医院
ベイエリア司法書士法人
双葉商事株式会社
株式会社京葉銀行　浦安支店
有限会社伊藤洋品店
有限会社浦安丸勝
一般社団法人はぐくみ　浦安わかば保育
園
株式会社もとゆき
医療法人社団友篤会　浦安皮膚科
株式会社丸茂海苔店
有限会社ラインズ
丸正商事株式会社
有限会社けいとや
株式会社湯本工業所
医療法人社団禎心会　浦安サンクリニッ
ク
おかべ会計
オオツカ歯科クリニック
株式会社森田質店
有限会社スタジオしんぞう
野島電機工業所
株式会社光設備
浦安施設管理協同組合
一般社団法人はぐくみ　浦安わかばの森
保育園

エメラルドサポート株式会社
共栄石油株式会社　浦安入船給油所
エンゼルマミー
ニュー上田クリニック
社会福祉法人わかみや福祉会　市立入船
北保育園
折笠商店
NPO法人たすけあいはとぽっぽ
NPO法人フレンズ
社会福祉法人聖隷福祉事業団　浦安エデ
ンの園
メイカイ株式会社
NPO法人i－net
かんだこどもクリニック
医療法人社団新虎の門会　新浦安虎の門
クリニック
株式会社リーガルコーポレーション
株式会社TMT
株式会社ガンズコーポレーション
ポニークリーニング　パークシティ新浦
安店
明海大学PDI浦安歯科診療所
学校法人明海大学
合同会社ウォルステクノリサーチ
黒﨑インターナショナル株式会社
介護付き有料老人ホームうらら新浦安
デイサービスきらら新浦安
ケアステーションきらら新浦安
グループホームきらら新浦安
医療法人社団ウィズダム　新浦安ブライ
ト歯科
浦安望海の街郵便局
グッドタイムリビング株式会社
三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ
株式会社タナベ建装
玉井珠算学院
順天堂大学医学部附属浦安病院
浦安富岡郵便局
ENEOS浦安団地SS　明治通商株式会社
株式会社アイハラ
株式会社近代
やぶ富
阿久津耳鼻咽喉科医院
有限会社伊藤青果
富岡接骨院
ことのは保育園
クリニック米澤
株式会社大樹園
ダンロップスポーツウェルネス
株式会社ケーワイテクノサービス
株式会社舞浜倶楽部　
医療法人社団祐希会　ひまわりクリニッ
ク
飯田耳鼻咽喉科クリニック
株式会社岩崎商会
有限会社東栄堂
白いエプロン
医療法人社団iCube�iCube�Dental�Clinic
新浦安
医療法人社団城東桐和会　タムス浦安病
院
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
浦安市介護事業者協議会
有限会社伊藤工業
株式会社E-Style�Trading�Company
株式会社ショット・サービス
碓井鋼材株式会社
株式会社ニホンケミカル
関根床用鋼板株式会社
清水鋼鐵株式会社
東洋鋼鐵株式会社
栄鋼管株式会社

上田クリニック
株式会社スペースワン
東京シティ信用金庫　浦安支店
株式会社装栄
有限会社岩田屋商店
理容ありま
有限会社宇田川ビル
株式会社アドバンス
小徳管理株式会社
株式会社宇田川土建
有限会社トップス・ビー・エムズ
有限会社田中屋海苔店
庚申堂
エービーホームズ株式会社
泉沢歯科医院
株式会社ベール松喜屋
電化ストアー野田屋
をばや商店有限会社
有限会社赤馬商店
カリン
有限会社さつまや
有限会社ナリタ
合資会社吉野商店
有限会社コガ薬局
彦田ハウジング株式会社
医療法人社団あべメンタルクリニック
雅心堂歯科医院
有限会社金三郎
株式会社大塚興産
株式会社大長
船宿吉野屋
有限会社指金
株式会社西金
有限会社岩田屋
有限会社西保企画
株式会社ママショップ加納リリーフケア
24
株式会社ママショップ加納
東京ベイ信用金庫　浦安支店
ベアビル株式会社
有限会社越後屋焼蛤店
東松メンテナンス株式会社
株式会社オリエンタルランド　社会活動
推進部
オリエンタルホテル東京ベイ
扶桑鋼管株式会社
株式会社アイエムエフ
医療法人社団司誠会　イナガキ眼科
新浦安こどもの木保育園
山宝株式会社　
ヤブサキ産業株式会社　マイパティオ美
浜SS
トライ総合有限会社
新浦安治療院
NPO法人さくら　
JR京葉線　新浦安駅
株式会社アトレ　新浦安店
司法書士法人・行政書士オールシップ
順風会小林クリニック　
金子小児科クリニック
医療法人社団くさかり眼科
新日本税理士法人浦安オフィス
医療法人社団頌栄会ベイシティクリニッ
ク
株式会社リエイ
千曲鋼材株式会社
株式会社シルバーウッド
そらまめ保育園新浦安駅前
有限会社六本木三井ハウジング
有限会社トモス工房
株式会社明和地所
医療法人社団そうき会　新浦安こどもク
リニック

株式会社飯塚土地管理
植野雅子音楽教室
ナグモ歯科医院
株式会社宇田川清掃
有限会社熊川自動車
株式会社醍醐商店
北部珠算学院
ロイヤル防災株式会社
株式会社千葉興業銀行　浦安支店
サイクルショップ　かんべ
株式会社木田屋商店
スフィンクス株式会社
大和田オフィス株式会社
さち子レディースクリニック
株式会社ダイゴ
有限会社ステーキハウスリブ
医療法人社団康栄会　浦安病院
醍醐会計事務所
東基工業株式会社
株式会社太平金属工業所
関東宇部コンクリート工業株式会社　浦
安工場
トーヨーウレタン株式会社
有限会社ベイローリー
ヒノデ第一交通株式会社　浦安営業所
有限会社川崎製作所
株式会社檪山交通　浦安営業所
有限会社京葉プラスチックス
一般社団法人日本農産物ブランディング
協会
浦安外科胃腸科医院
大衆割烹　丸正
金子製作株式会社
豆工房コーヒーロースト浦安
興和印刷株式会社
株式会社エコ・クリアランス
有限会社田中石材
司法書士村岡規夫事務所�
株式会社アップス
有限会社ヨイム
浦安建設協同組合
株式会社ハウスリペア
宮崎税務会計事務所
株式会社宝珠造園土木
グループホームきらら浦安海楽
市川恵子社会福祉士事務所
一般社団法人浦安市歯科医師会
有限会社勝花
株式会社丸利
浦安市商店会連合会
浦安商工会議所
共栄石油株式会社　ニュー浦安給油所
有限会社泉正商店
社会福祉法人芳雄会　みのり保育園
餅萬
浦安猫実二郵便局
公益社団法人浦安市シルバー人材セン
ター
株式会社新都市グリーン開発
株式会社永田工務店
株式会社長福
株式会社ウチダ・ファミリー・コーポレー
ション
有限会社ベンテンクリーニング
有限会社浦安花輪
小ばなし
山本医院
有限会社ブルックス
株式会社ikk
有限会社平四郎商店
有限会社伝次郎商店
株式会社清五郎運送
株式会社ソウケン

令和元年度　募金・会費にご協力をいただいた方々のご紹介
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株式会社京江シャーリング
株式会社インスメタル
有限会社清宮製作所
藤田商事株式会社
有限会社丸参鋼材
浦安鐵鋼団地協同組合
田中鉄鋼販売株式会社
株式会社キヨシゲ
株式会社須藤電機製作所
安田金属株式会社
藤澤鋼板株式会社
株式会社丸和
株式会社澁井鋼材店
株式会社森製作所
佐藤鐵鋼株式会社
株式会社セブンサービス企画装飾
東邦シャーリング株式会社
ごとう薬局
有限会社弁天グリーンセンター
MEDI＋PLUS
株式会社ファーストリゾート
臼杵運送株式会社　舞浜営業所
株式会社マルヨシ商事
東京ベイシティ交通株式会社
東京中央木材市場株式会社
大東コーポレートサービス株式会社
株式会社カネコ
株式会社浦安清運
株式会社伊豆造園土木
田口住宅工業株式会社
株式会社ヤマサン
有限会社金子工務店
平乃家
聖心小児科医院
株式会社モビック
株式会社岡﨑金物
鈴木医院
東学寺
株式会社のだや
正福寺
京葉ガーデン株式会社
有限会社今野
大川水産ホールディングス株式会社
株式会社三康建設
東栄信用金庫　浦安支店
有限会社堀常
東栄経友会浦安支部
浦安中央動物病院
株式会社山治
有限会社大塚商店
有限会社徳兵衛商店
長野印刷株式会社
有限会社佐久間商事
有限会社美津屋商店
引野造園株式会社
市川市農業協同組合　浦安支店
株式会社サマヨ
袖浦設備工業株式会社
東洋酵素化学株式会社
宝城院
大蓮寺
株式会社丸政建材
有限会社清管工営
有限会社吉野商店
三和株式会社
有限会社みかさ酒店
有限会社シブヤ事務機
有限会社ジンノエクスプレス
愛和元町保育園
東陽工業株式会社
浦安堀江郵便局
町山工業
タカハシ薬局
社会福祉法人宏仁会　清風荘うらやす
有限会社丸和ペイント
株式会社北栄機工
下長海苔店
日本郵便株式会社　浦安郵便局

高洲クラブ
海園の街盛年会
レジアスきらら会
セレナ・シニアクラブ
海南クラブ
潮騒くらぶ
グランデS＆Rクラブ
喜多栄クラブ

学校
（設立順／小・中・高・大）

市立浦安小学校
市立南小学校
市立北部小学校
市立見明川小学校
市立富岡小学校
市立美浜南小学校
市立東小学校
市立舞浜小学校
市立美浜北小学校
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
市立東野小学校
市立入船小学校
市立浦安中学校
市立堀江中学校
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
市立日の出中学校
市立明海中学校
市立高洲中学校
県立浦安高等学校
県立浦安南高等学校
東海大学付属浦安高等学校・中等部
東京学館浦安高等学校
順天堂大学医療看護学部
明海大学
了徳寺大学

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
富士見三丁目自治会
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
富士見二丁目自治会
美浜15自治会
京成サンコ－ポ浦安自治会
海楽中央自治会
富士見自治会
堀江中央自治会
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
北栄三丁目自治会
北栄四丁目自治会
パークシティ舞浜自治会
入船北エステ－ト自治会
ライオンズマンション浦安自治会
富岡エステ－ト自治会
日本航空浦安社宅自治会
高洲自治会
エル･シティ新浦安自治会
堀江橋自治会
入船リバ－サイド自治会
ベイシティ浦安自治会
海風の街自治会
舞浜三丁目自治会
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
日本生命浦安社宅自治会
コープ野村浦安自治会
ベイシティ新浦安自治会
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
川崎重工業新浦安社宅自治会
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
エアレジデンス新浦安オーナーズクラブ
自治会
シーガーデン新浦安自治会
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
プラウド新浦安マリナテラス自治会

老人クラブ
（老人クラブ登録順）

江川第一クラブ
堀江元町クラブ
八区若寿会
弁天クラブ
海楽菜の花クラブ
美浜寿会
入船中央寿会
弁天喜楽会
東野クラブ
堀江長寿クラブ
東野竹寿会
富士見和貴会
海風の街これから会
堀江中央しおかぜクラブ
舞浜三丁目マイアミクラブ
ゆめみ悠々会
富岡悠遊会

有限会社鹿島防水
有限会社内田商店
田中経営法務事務所
株式会社ENEOSウイング　湾岸浦安フ
リートTS
はぎもと行政書士事務所
有限会社守る
有限会社秋山商事　秋山サイクル
有限会社高山書店
駿河機工株式会社
株式会社浦安設備管工
仙人接骨院
有限会社山崎塗装
写真館テディベア
医療法人社団健勝会　浦安ふじみクリ
ニック
滝口耳鼻咽喉科
有限会社アイシン
健桜接骨院
株式会社陸王運輸
有限会社中昇木材
有限会社鈴木工務店
株式会社ラサ化工
有限会社ショウシン
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
有限会社浦安タイヤ商会
丸矢木材工業株式会社
有限会社小畑工務店
社会福祉法人誠和会　しおかぜ保育園
三歩木材有限会社
株式会社ヒライメンテナンス
株式会社テスコム
株式会社ケイハウス
学校法人川見学園　吹上幼稚園
クリーンエース株式会社
日田運輸株式会社
グループホームきらら浦安富士見
総武工業株式会社
株式会社メイン
三陽自動車株式会社　千葉営業所
三栄メンテナンス株式会社
株式会社共同購買会
千代田鋼材株式会社
芝浦シヤリング株式会社
株式会社トラベルジャスト
野村鋼機株式会社
ヤマト特殊鋼株式会社
株式会社ジャパンビバレッジ東京　船橋
支店
株式会社ジェイコム千葉
株式会社愛ネット
株式会社明光企画
株式会社総合印刷新報社　
ダイドービバレッジサービス株式会社
集団ストーカー犯罪防犯パトロールACP
ちば
株式会社C-NEXT

自治会
（自治会登録順）

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
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地域支え合いシンポジウム
　地域住民で高齢者の生活支援を考
える話し合い「地域支え合い会議（協
議体）」の報告や今後の展望を共有す
ることを目的として、２月18日（火）
に『地域支え合いシンポジウム』を開
催しました。
　初めに、淑徳大学総合福祉学部�
山下興一郎准教授の「地域で支え合
うこと」をテーマに基調講演。その
後、地域支え合い会議（協議体）で話

し合われている内容や今後の展望に
ついて、各日常生活圏域（中学校区
を基本とした圏域。市内には4つの
圏域【元町、中町北部、中町南部、
新町】があります。）の座長より紹介
され、高齢者の生活支援や居場所に
ついての意見交換を行いました。
　参加された方からは、「定期的に

話されている内容の情報を発信して
ほしい」、「地域でこのような話し合
いがされていることを初めて知っ
た」などの声が聞かれ、地域で行わ
れている活動を知っていただく絶好
の機会となりました。

移動ぽっかぽか
　平日の午前10時から午後３時まで
高齢者を中心とした居場所として、
「移動ぽっかぽか」を行っています。
この「移動ぽっかぽか」は、地域支え
合い会議の協議によって誕生した事
業で、現在当代島と富士見の２地区
で２か月に一度行っています。当代

島地区は奇数月第４月曜日に当代島
公民館またはうらやす和楽苑（いずれ
も当代島2丁目）、富士見地区は偶数
月第４水曜日に富士見和貴会館（富士
見5丁目）で開催しています。開催時
間中は時間に関係なく誰でも利用で
きますので、お近くにお越しの際は
お立ち寄りください。地域の皆さん
と一緒にお待ちしています。

環境にやさしい
植物油インキを
使用しています。

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
TEL047-355-5271
ファクス 047-355-5277
fukushi@urayasushi-shakyo.jp

ホームページ
http://urayasushi-shakyo.jp/

ホームページQRコード

社会福祉法人浦安市社会福祉協議会

　いつも「うらやす社協だより」をご
愛読いただきましてありがとうござ
います。
　「うらやす社協だより」をより良い
ものとしていくため、ご意見を募集
しています。電話やファクス、メー
ル等からお寄せください。ぜひご協
力をお願いします。

「うらやす社協だより」に対する
ご意見をお聞かせください

［令和2年　5月〜6月］

社協カレンダー

※最新情報はホームページをご覧ください

5
月
◯25日㈪
　移動ぽっかぽか�in�当代島
◯31日㈰うらやすファミリー・
サポート・センター全体交流会

6
月
◯24日㈬
　移動ぽっかぽか�in�富士見
　　　　〃　　　�in�堀江橋

○成年後見制度・相続相談（弁護士）
　�5月19日（火）、6月9日（火）、
　7月14日（火）
○相続・遺言・成年後見相談（司法書士）

 ※富岡公民館
　�5月13日（水）、6月17日（水）、
　7月29日（水）
◯助産師相談　※堀江つどいの広場
　�5月7日（木）、6月4日（木）、
　7月2日（木）

【相談】

トピックスTopics

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。

令和2年
1月1日〜3月31日（敬称略・順不同）

一般寄付　18件　287,463円
●サイクルプラザ秋山
●庚申堂
●横川自転車店
●株式会社キヨシゲ
●山一興産株式会社
●浦安囃子保存会
●石川正純
●�公益社団法人全日本不動産協会
千葉県本部市川浦安支部
●イマガワオートサイクル
●浦安市バレーボール協会

●一般社団法人京葉読売会
●�NPO法人日本入れ歯リサイクル協会
●�全国友の会�市川友の会�浦安方面

物品寄付　2件
●入船自治会
●�明治安田生命労働組合
船橋支部

善意
の
寄付

※�新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、内容が変更になる可能性がありますので、詳細は本会ホームページ
または直接お問い合わせください。
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うらやすファミリー・サポー
ト・センター全体交流会
　うらやすファミリー・サポート・
センター全体交流会は、会員もそう
でない方も参加いただけるイベント
です。会員同士の親睦を深めること
と、市民の方に広くファミリー・サ
ポート・センターの活動を知ってい
ただくことを目的に毎年開催してい
ます。
　昨年大好評だった「杉山兄弟の
シャボン玉ショー」をバージョン
アップした内容でお届けします。
とき：5月31日（日）午後1時～2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・在勤の方、先着
120人（会員でない方も含む）
保育：なし。お子様も一緒にご参加
ください。

費用：無料
申込：電話または右記QR
コードよりお申し込み
問合：浦安市社会福祉協議会　うら
やすファミリー・サポート・センター
☎700-6601

夏休みボランティア体験
学習2020
　夏休みの学生のボランティア学習
をサポートします！ 保育、高齢者、
障がい者施設でのボランティア活動
を通して、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、
新しい価値観や生き方などを学ぶ講
座です。初めてボランティアをする
学生さんも大歓迎です。一緒にボラ
ンティア活動への一歩を踏み出しま
せんか。
とき：①オリエンテーション…7月
22日（水）　午前9時30分～11時
30分
②体験期間（3日以上）…8月1日（土）
～8月26日（水）
※時間は施設ごとに異なります。
③修了式…8月28日（金）午後1時
30分～3時
ところ：①総合福祉センター2階
②各ボランティア活動施設
③東野地区複合施設
対象：市内在住、中学・高校・大学

インフォメーション
Information

昨年度の様子

等に在学中でボランティアに関心が
ある方。
定員：100人　　
申込期間：6月1日（月）～26日（金）
申込：浦安市ボランティアセンター
☎380-8864　FAX355-5277
{vc@urayasushi-shakyo.jp

浦安囃子保存会による寄付贈呈式 公益社団法人全日本不動産協会千葉県
本部市川浦安支部による寄付贈呈式

各圏域による発表 テーブルを囲んでおしゃべり

　交通事故により、保護者が死亡
または重度障がい者になった交通
遺児等を支援します。在学中１人
月額5,000円の奨学金を支給しま
す。義務教育課程修了後、直ちに
就職する交通遺児等には50,000
円を支給します。
対象：浦安市在住の方で下記に該
当する方
◦�義務教育課程を修了し、満18
歳までの高等学校（定時制、通
信制課程、盲学校、養護学校を
含む）またはそれに準ずる学校
施設に在学している方
◦�義務教育課程修了後、直ちに就
職する交通遺児等

問合：浦安市社会福祉協議会
総務課　☎355-5271

交通遺児等援護基金事業

　心配ごと相談所は、令和元年度
（令和2年3月）をもちまして閉所
しました。

心配ごと相談所の閉所について


