
　浦安市社会福祉協議会海浜２支部（該当エリア：日の出、明海）が
行ってきたシニアサロンが平成28年度から了德寺大学、ともづな
高洲（高洲地域包括支援センター）、浦安市社会福祉協議会南３支部
の協力を得て、新町エリアで行うフレイル予防を目的としたサロン
「シニアウェルネスサロン」に改編。ホームエクササイズを中心に地
域情報の提供、ランチ等を行いつつ、参加者の交流の場として新町
地区の高齢者の心身機能向上に寄与しています。

○�シニアウェルネスサロンで中心的に活動されている方に聞い
てみました。

Q「web会議サービス　zoom」（以下、zoom）を活用した取り組みに変更しようとしたきっかけは？

Aコロナ禍でも何かできることはないかと関係者で話し合い、
活動にかかわる方それぞれがzoomを使い始めていることか

ら、オンラインでできるのではと考え、実行に移しました。

Q開催についてどのようなことを工夫されましたか？

Aオンラインが便利とはいえ、参加される方が全員zoomを使
えるわけではないため、オンラインと実際の場のどちらでも

参加できる方法（ハイブリッド型）で行うようにしました。その際、
現地に来られた方にzoomの使い方をレクチャーし、次回以降はオ
ンラインでの参加ができるようにフォローしています。

Qオンラインで開催してよかったことや大変なことは？

A日頃からスマートフォンを利用している方が多かったため、
オンライン化するのに大きな苦労はなかったです。参加され

た方から「自宅から気軽に参加できて良い」、「時間に合わせて外出
しなくても良い」といった声を聞いています。一方、直接会うコミュ
ニケーション方法とは異なるため、深く関係づくりができないこと、
双方向型のコミュニケーションが取りづらいといった課題がありま
す。また、まだやり方がよくわからないといった声もあり、完全に
オンライン化できるまで継続してフォローが必要です。

　令和元年度より浦安市社会福祉協議会南３支部（該当エリア：高
洲、以下「南３支部」）とともづな高洲（高洲地域包括支援センター）
が介護者の心の負担軽減を目的に、課題解決ではなく介護経験者同
士の悩みや苦労を共有しながら、経験談を通してこれから介護を行
う方への不安を除き、少しでも地域に笑顔が増えるような集いの場
として取り組んでいます。

○�介護チャットルームで中心的に活動されている方に聞いてみ
ました。

Q開催にあたりどのような声掛けをされましたか？

A従来の口コミやポスターに加え、ポスターに二次元バーコー
ドを入れて、オンラインで行うことを周知しました。

Qオンラインと現地での同時開催にすることでの課題は？

Aオンラインでも行えるようになることで気軽に参加しやすく
なるかと思いますが、介護の苦労話等家族にあまり聞かれた

くない内容を話す場合もあるため、自宅から参加することが難しい
方もいらっしゃいます。そういった方のためにも現地で開催するこ
とも大切だと思っています。

　令和２年度より高洲中央
公園内で１時間程度散歩を
通しての交流と健康維持を
図るため南３支部が開催。
初回はグリーンアドバイ
ザーを迎え、公園内の木々
のことなどの解説を見聞き
しながら散歩しました。

Q集まってお茶を飲みながら交流することが多い地域のサロン
ですが、散歩を通しての交流に変更した理由は？

A巣ごもりが続いて近所の方と会えない日々を送っていると
いった声を聞き、簡単な運動も兼ねて安全に行うには外での

開催が良いのではと考えました。そこで、誰もができる散歩を通し
ての交流方法に変更しました。「久しぶりに近所の方に会えてうれし
かった」「一人ではなかなかできなかった散歩をするきっかけになっ
た」「何気ない景色が新鮮だった」といった声をいただいています。

Qグリーンアドバイザーが参加したことでどのような効果があ
りましたか？

A日頃何気なく見ている木々について詳しく教えていただき、
新しい知識となったとともに話のタネとなり、楽しく散歩す

ることができました。暖かくなり花が咲き乱れる時期にまた開催し
たいと考えています。

シニアウェルネスサロン 介護チャットルーム

うらちゃんさんぽ

グリーンアドバイザーより解説

○上記取り組みのお問い合わせは、地域福祉推進課☎355-5271

住み続けたいと思える地域をつくるために
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医�療法人社団新虎の門会　新浦安虎の門
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　マネセンター
株式会社モビック
株式会社ダイゴ
合同会社ヤマダ介護
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令和２年度 会費・募金にご協力を いただいた法人・事業所等のご紹介
〜コロナ禍にもかかわらず、多くの個人や団体の皆様に ご支援・ご協力をいただき、ありがとうございました〜
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有限会社佐久間商事
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東洋酵素化学株式会社
宝城院
大蓮寺
株式会社丸政建材
南歯科医院
株式会社浦安架設
有限会社清管工営
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〜会費・募金のご協力について〜
　浦安市社会福祉協議会では、赤い羽
根共同募金、歳末たすけあい募金、浦
安市社会福祉協議会会費のご協力を
募っています。皆様からいただきまし
たご寄付は、地域の福祉活動のために
役立てられます。

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
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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
株式会社吉野工務店
グループホームきらら浦安富士見
総武工業株式会社
MEDI＋PLUS
宮田鋼材株式会社
芝浦シヤリング株式会社
株式会社田中徳右衛門パイプ商店

町山工業
タカハシ薬局合同会社
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
有限会社光悠綜合サービス
株式会社舞浜企画
有限会社八木水道工業所
下長海苔店
西松建設株式会社　浦安社宅
有限会社内田商店
田中経営法務事務所
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東海大学付属浦安高等学校
株式会社マイエージェント
有限会社守る
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
医�療法人社団健勝会　浦安ふじみクリ
ニック

有限会社エイト流通サービス

令和２年度 会費・募金にご協力を いただいた法人・事業所等のご紹介

オンラインで地域研究を進める

～Civic Tech団体　U
ウ

R
ラ

A-C
シ

IM
マ

A～
設立経緯
　平成23年より有志で地域をテーマに研究を始
め、市内イベントをきっかけに幅広く会員を募集、
平成28年６月から市民団体として活動を開始し、
現在に至る。
活動内容・会員数（令和3年2月取材時）
　主にデータの整理、オンラインの地図の活用（地
図情報システム；GIS）、まちづくりゲーム（カー
ドゲーム）等ゲームを通したコミュニケーション
（ゲーミフィケーション）、グラフィックレコー
ディング（会議等話し合った内容を可視化・イラ
スト化して整理する技法）、スマートフォンアプ
リの開発を行っている。会員数は30名。
――コロナ禍での取組は？
　直接集まって話し合ったりすることが難しい状

況ですので、オンライン（主にzoom）でまちづく
りゲームを実施するとともに、毎月テーマを決め
てリモートゆる飲み会を行っています。今まで「地
域活動のモチベーション」、「ゲーミフィケーショ
ン」、「GIS」、「災害ボランティア」、「やさしい日
本語」等をテーマに挙げて、和気あいあいと話し
合っています。特にゲーミフィケーションの回で
は、ゲームを通して地域の課題を解決するための
ソフトの設計まで具体的な話に進みました。
――�活動していて良かったこと、大変だったことは？
良かったこと⇒業種・年齢・立場が異なる人が集
まり、交流することで、様々なことを学べ、人と
して成長を感じられることです。また、地域を研
究することで、それぞれから見た「浦安」を知るこ
とができ、新しい発見があります。

大変だったこと⇒参加する方々は、仕事や子育て、
学業以外の「自分の時間」を使うため、人集めには
苦労しています。
――�これから地域で活動をしたいと考えている方
へメッセージをお願いします。

　在宅勤務、外出自粛が続いていますが、オンラ
インを活用して自分の好きな時間帯にできる市民
活動はたくさんあります。自分に合った内容で気
軽に参加できそうなところに一歩踏み出してみる
と、自分の成長につながると思います。
　「URA-CIMA」では、浦安が好きな人が集まっ
て活動しています。ITやゲームの知識がなくて
も気軽に参加できますので、ぜひ一緒に活動しま
しょう。

ぴっくあっぷ
うらやす Vol.6

　テクノロジーを駆使し、地域課題・研究に
取り組むボランティア団体で、公務員、NPO、
SE（システムエンジニア）、民間企業営業職、
WEBライター、子育て中のママ、学生等がメ
ンバー。「URA-CIMA」の名には、浦安がまち
づくりで頂点に立ってほしいという願いや
「URA-CIMA」の取り組みによって
地域コミュニティを大きく変革させ
ようという想いがこめられている。

Civic�Tech団体�URA-CIMAとは…

URA-CIMAマーク

URA-CIMAが制作した「浦安版オンラインメイキットゲーム」でzoomを使用したゲーム大会の様子

うらやす社協だよりは年 4 回（4 月、7 月、10 月、1月）発行し、地域の取り組み等を紹介しています。
地域のために何かしたいとお考えのみなさまに、本紙を活用していただくため、広告掲載費の改定を行います。
詳しい内容は、次号（7 月発行）に掲載予定です。

うらやす社協だよりに
広告を掲載してみませんか?

自社の
広告宣伝
＋

地域貢献
につながる

〜コロナ禍にもかかわらず、多くの個人や団体の皆様に ご支援・ご協力をいただき、ありがとうございました〜
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浦安市ボランティア連絡
協議会主催『ボランティア
フェスティバル』開催
　3月28日（日）に東野パティオに
て「第19回ボランティアフェスティ
バル」が開催されました。新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、２
か月延期し、当日も感染対策をしっ
かり行いながら開催となりました。

コロナ禍により、令和2年度は思う
ようにボランティア活動ができない
中、「誰かのために」との思いで、で
きることを模索し活動してきた様子
や、これまでの活動実績などを紹介

しました。ボランティアをしてみた
い、興味があるという来場者にさま
ざまなボランティア活動に触れてい
ただく絶好の機会となりました。

トピックスTopics
［令和3年　4月〜6月］

4
月

◯28日（水）
　移動ぽっかぽかin富士見・
　in堀江橋
◯19日（月）〜5月31日（月）
　使わなくなった絵本・おも

ちゃの受付

6
月

○23日（水）
　移動ぽっかぽかin富士見・
　in堀江橋
○26日（土）
　おもちゃバザール

○成年後見・相続・遺言相談（弁護士）
　※東野パティオ
�5月18日（火）　6月8日（火）
7月13日（火）

○成年後見・相続・遺言相談（司法書士）
�※東野パティオ

　4月21日（水）　5月26日（水）
　6月16日（水）
○成年後見相談　※東野パティオ
�4月16日（金）・23日（金）・30日（金）

　�5月7日（金）・13日（木）・21日（金）・
27日（木）

　�6月4日（金）・10日（木）・18日（金）・
24日（木）

　�7月2日（金）・8日（木）
◯助産師相談　※堀江つどいの広場
　5月6日（木）　6月3日（木）
　7月1日（木）

【相談】

社協カレンダー

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
☎ 047-355-5271
D 047-355-5277

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

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FAX、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

　新型コロナウイル
ス感染拡大状況に
よってスケジュール
を変更する場合も
ありますので最新情報はホーム
ページをご覧ください。

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

読める・聞ける！いつでも どこでも
誰でも「うらやす社協だより」が、

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

× 1

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3年1月1日〜3月31日（敬称略・順不同）

一般寄付　11件　151,923円
●山一興産株式会社
●株式会社キヨシゲ
●庚申堂
●横川自転車店

物品寄付　1件
●ライオンズマンション
　浦安自治会

●NPO法人日本入れ歯リサイクル協会
●全国友の会浦安方面
●サイクルプラザ秋山
●�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

善意
の
寄付

◦生活支援員とは？
　支援計画に基づいて、障がいや
認知症のために支援が必要な方を
定期的に訪問し、福祉サービス利
用のための手続きの支援、預貯金
の出し入れや支払代行などの業務
を行います。基準に沿って手当を
お支払いします。

募 集

福祉サービス利用援助事業の
生活支援員募集

　現在、生活支援員を募集してい
ます。興味のある方は、うらやす
成年後見支援センターまでご連絡
ください。
☎355-5315
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うらやすファミリー・サポート・
センター『絵本・おもちゃバザール』
　うらやすファミリー・サポート・
センターでは、初めての企画として、
会員とその家族を対象とした「絵本・
おもちゃバザール」を開催します。
「家におもちゃがないからあると助
かるわ」というまかせて会員さんや、
「子どもが大きくなってきたから、
もう使わなくなったおもちゃは寄付

したいな」「今あるおもちゃに飽き
てきたから別のものが欲しいな」と
いうおねがい会員さん、どちらも対
象です。事前におもちゃを寄付して
くれた会員さんは、優先的に交換会
に参加できます。おもちゃの寄付を
していない方も、事前予約制で参加
いただき、絵本やおもちゃをお持ち
帰りいただくことができます。
使わなくなった絵本・おもちゃの受
付について
　4月19日（月）～5月31日（月）の
土・日・祝日を除く、午前9時～午
後4時にうらやすファミリー・サ
ポート・センター（総合福祉センター

２階）までお持ちください。
バザール当日
とき：6月26日（土）午前10時～午
後2時　※時間別事前予約制
ところ：東野パティオ2階会議室
対象：うらやすファミリー・サポー
ト・センター会員を含むご家族　先
着32組
費用：無料
申込：氏名、住所、電話番号、参加
希望時間帯、参加される人数（会員
を含むご家族）を電話でうらやす
ファミリー・サポート・センターへ
☎700-6601　
※申込開始は4月19日（月）午前9
時から。定員に達し次第、受付を終
了します。

インフォメーション
Information

絵手紙体験 民謡踊り披露

　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
交通遺児を支援します。１人月
額5,000円を支給します。義務
教育課程修了後、ただちに就職
する交通遺児には50,000円支
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、ただち
に就職する交通遺児
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


