
堀江ぽっかぽかでの世代を超えた交流の様子（令和元年9月撮影）

　10月1日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動がスタートしました。
　この運動では、新型コロナウイルス感染症の影響により、人とつな
がることが難しい中でも、つながることをあきらめず、孤立や孤独の
問題に取り組む活動を支援します。

　浦安市内においても、飛沫感染、接触感染を防ぐという基
本的な対策を行い、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に
適切に配慮した募金活動を行っていきます。この運動は、令
和４年３月31日まで実施します。

　赤い羽根共同募金は、集まった募金の７割が浦安市内の地域福祉活動費として、３割が千葉県内の福祉施設や�
福祉団体等へ助成されます。

　募金方法につきましては、ゆうちょ銀行へのお振込み、インターネットでの募金、市内47か所に設置している
赤い羽根募金箱、浦安市社会福祉協議会窓口でも受け付けています。

【浦安市内での募金の助成先】
◦�誰でも気軽に立ち寄れる地域の居場所「ぽっかぽか」
　（高洲・堀江・富岡の３か所）の運営費
◦�地域の見守り活動の一つである、ひとり暮らし高齢者等への食事サービス�
（おべんとう配食）の事業費
◦障がいのある方やひとり親家庭等の福祉団体の活動　etc

１ ゆうちょ銀行へのお振込み
　�【ゆうちょ銀行】口座：00150-1-59670
� �名義：共同募金会浦安市支会
　��「振込手数料加入者負担」として振り込むと手数料が無料になります。

４ インターネットでの募金

２ 窓口での募金
　�浦安市社会福祉協議会（東野1－7－1）
　�浦安市老人福祉センター（東野1－9－1）
　�高洲ぽっかぽか（高洲5－3－2　地域交流プラザエスレ高洲内）
　�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）

３ 市内に設置している赤い羽根募金箱
　�赤い羽根募金箱設置先一覧

※�赤い羽根募金箱を置かせていただける法人様・企業様・事業所様を
募集しています。電話またはメールでお問い合わせください

　地域での孤立を防ぎ、世代間交流の場をつくる等、こ
れからも浦安市で安心して住み続けることができるよ
う、赤い羽根共同募金は「地域のつながりづくり」を目
的として実施します。浦安市を良くするしくみである赤
い羽根共同募金に、ぜひご協力をお願いします。

窓口で500円以上の
募金をしていただいた方
へオリジナルピンバッジ
をお渡しします！！

赤い羽根オリジナルバッジ〜 2021年度版〜

　左の二次元コードを読み込むと、浦安
市へ赤い羽根共同募金の寄付ができる
ページに移動します。寄付方法や寄付金
額はご自身で選択することができます。

募金の使いみち

募金の方法

赤い羽根共同募金運動がスタートしました！
『つながりをたやさない社会づくり～あなたは一人じゃない～』
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11 文化会館 27 富岡公民館
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住み続けたいと思える地域をつくるために
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　第28回フードドライブが令和３年10月29日（金）まで開催されています。
　フードドライブとは、各家庭で使い切れない未使用食品を持ち寄り、それ
らをまとめてフードバンク団体や地域の福祉施設・団体などに寄贈する活動
です。浦安市社会福祉協議会では「フードバンクちば」の窓口を担っており、
下記受付場所にて期間中受け付けております。皆様からお預かりした食品は、
「フードバンクちば」でお預かりし、福祉関連施設や支援団体を通じて生活
に困窮している方に届けられます。皆様、本活動へのご理解・ご協力をよろ
しくお願い申し上げます。

◦お米（令和2・3年度産）・パスタ
◦乾物（海苔、豆等）
◦保存食品（缶詰、瓶詰等）
◦フリーズドライ食品
◦インスタント食品、レトルト食品
◦ギフトパック
　（お歳暮、お中元、贈答品の余剰等）

◦調味料各種、食用油等
◦飲料※アルコール不可
　（ジュース、コーヒー、紅茶等）
※�賞味期限まで2月以上あるもの
※常温保存可能なもの
※未開封であるもの

浦安市社会福祉協議会　事務局
（浦安市東野1-7-1　総合福祉センター内）
高洲ぽっかぽか
（浦安市高洲5-3-2　高洲公民館内）
堀江ぽっかぽか
（浦安市堀江3-9-22）
富岡ぽっかぽか
（浦安市富岡3-1-7　富岡公民館内）

前回のフードドライブでお寄せいただ
いた食料品の数々。ご協力いただいた
方々に心より感謝申し上げます。

［令和3年　10月〜12月］

10
月
◯10月1日〜3月31日
　赤い羽根共同募金運動期間
◯10月26日（火）
　民謡踊りボランティア体験講
座

11
月
◯11月2日、9日、16日、30日�
（各火）
　聞こえのサポーター養成講座

12
月
◯12月1日〜31日
　歳末たすけあい募金運動月間
○12月1日（水）〜2月28日（月）
　「つどいの広場・ぽっかぽか
イルミネーション」点灯

◯成年後見・相続・遺言相談（弁護士）
　in東野パティオ　※要予約
　�11月9日（火）　12月14日（火）
　令和4年1月11日（火）
◯成年後見・相続・遺言相談（司法書士）

 in東野パティオ　※要予約
　11月17日（水）　12月22日（水）
　令和4年1月26日（水）
◯助産師相談 in堀江つどいの広場
　11月4日（木）　12月2日（木）
　令和4年1月6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

受
付
場
所

　新型コロナウ
イルス感染拡大
状況によりスケ
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。

一般寄付　8件　552,068円
●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　　
●株式会社三菱UFJ銀行　　　　　　　　●匿名

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。

善意
の
寄付

令和3年
7月１日〜9月30日
　　　　　（敬称略・順不同）

聞こえのサポーター養成講座
　加齢等によって中途失聴や難聴と
なった方々とのコミュニケーション
として筆談を学ぶ全4回の講座です。
とき：11月2日、9日、16日、30
日いずれも火曜日　午後2時～4時
ところ：東野パティオ（東野1-9-3）
対象：市内在住、在勤、在学（高校
生以上）の方
定員：先着15名
費用：無料
持ち物：筆記用具
講師：NPO法人千葉県中途失聴者・
難聴者協会
申込：講座名、氏名、住所、電話番
号、年齢、受講理由を浦安市ボラン
ティアセンターへ。　
☎380-8864　FAX355-5277
{vc@urayasushi-shakyo.jp

民謡踊りボランティア体験講座
　民謡踊りボランティアグループの

体験講座です。
とき：10月26日（火）午後1時～3時
ところ：東野パティオ（東野1-9-3）
対象：市内在住、在勤、在学の方　
定員：先着10名
費用：無料
持ち物：動きやすい服装、筆記用具
講師：民謡踊りグループ「陽踊」
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

インスタグラムはじめました
　浦安市内に3か所ある、地域の
方々が集う場所「ぽっかぽか」の公式
インスタグラムをはじめました！
ぽっかぽかは、子どもから大人まで、
いつでも誰でも、好きな時に行ける
地域の居場所です。おうちでもでき
る季節に合わせた手づくり作品や、
普段のぽっかぽかの様子などを、楽
しく紹介していきま
す！
　フォローよろしくお
願いします。

インフォメーション
Information 「つどいの広場・ぽっかぽか

イルミネーション」を点灯します
　今年も12月1日（水）～2月28日
（月）の期間に、堀江フラワー通り沿
いにある、堀江つどいの広場と堀江
ぽっかぽかの冬の風物詩のイベン
ト・イルミネーションの点灯を行い
ます。
　「ぽっかぽか」公式インスタグラム
をフォローいただき、イルミネー
ションをバックに撮影した写真や動
画を、「#ぽっかぽかイルミネーショ
ン」「#堀江ぽっかぽか」のハッシュ
タグを付けてインスタグラムに投稿
いただいた方の中から、「♡いい
ね！」の数が多い方に景品が当たる
キャンペーンも開催します！
　現在、イルミネーション事業にご
協力していただける協賛店、協賛品
を募集しています。詳しくは、浦安
市社会福祉協議会のホームページを
ご覧の上、下記までご連絡ください。
☎ 355-5271　{chiikidukuri@
urayasushi-shakyo.jp

お寄せいただきたい品目は以下のとおりです

あなたの症状に合わせた施術
に特化した接骨院です。
身体の骨格の中心である骨盤・
股関節の「歪み」「ねじれ」を
整えることで原因の分からない
身体の不調を開放へ導きます。

腰痛
腰部ヘルニア
坐骨神経痛

腰痛
腰部ヘルニア
坐骨神経痛

「うらやす社協だよりを見た」で、初回15,000 円 ➡ 8,900 円

５番・９番・37 番
清滝弁財天バス停前
マルエツスーパー向かい

困ったときの最後の砦です
とりで

フードドライブ受付中!!家庭にある
食べきれない食品を

お寄せください

「うらやす社協だより」ユニバー
サル電子ブックは、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…下のコードからダウ
ンロードサイトへ
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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