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　これまでぽっかぽかは高洲、堀江、富岡の3か所にあり、「このような、みんなでいつで
も集まれる場所がほしい…！」という市民の方の声を受け、当代島にオープンすることに
なりました。
　以前は美容室だった場所を活用しているため、大きな鏡やシャンプー台はそのままになっ
ています !「昭和レトロ」な雰囲気を残しつつ、みなさんが居心地の良い場所をつくってい
きます。
　今はコロナ禍のため、人と人との距離をあけ、パーテーションを設置するなど感染対策
を実施しながら開所しています。今後は室内や道路を挟んで向かい側にある公園を利用し
たさまざまな企画もご用意していきます。漫画や雑誌を読んだり、昔遊びもできます。
　「どんなところなんだろう ?」「誰かと少し話したいな」「疲れたから休んでいこうかな」
など、どなたでも気軽に立ち寄れる場所です。皆様のお越しを心よりお待ちしています。

昭和レトロなベーゴマ、めんこなどを展示（遊べます）

美容室の趣を残しつつ、どこか懐かしい雰囲気の室内

オープニングセレモニーを開催しました

　あけましておめでとうございます。
　令和元年の大晦日に日本で初めて新型コロナウイルス
の報道がなされてから、2年の月日が流れました。その間、
うらやす社協では、新型コロナウイルスの影響で経済的
に困窮した方を対象にした生活福祉資金の特例貸付事業
などさまざまな対応に追われました。地域では、高齢者
や子育て世帯が、不要不急の外出の自粛によりこれまで
通っていた居場所を失いました。
　現在、感染者数も減り、少しずつ日常を取り戻しつつ
ある方もいらっしゃる一方、いまだに警戒心をもって日
常を送られている方も多くいらっしゃると思います。我々
社協としては、コロナ禍で顕在化した福祉課題としっか

りと向き合い、これまで中止せざるを得なかった地域福
祉活動を、感染対策をしっかりした上で、徐々に再開さ
せていきます。
　こうしたなか、うらやす社協の4か所目の地域拠点と
して、「当代島ぽっかぽか」を12月にオープンしました。
地域の方たちがお散歩やお買い物の途中にふらっと立ち
寄り、なにげない会話をして、ほっとして笑顔で過ごせる、
当たり前にそこにある地域のみなさんの居場所として、
広く親しまれることを願っています。皆様お近くにお越
しの際にはぜひお立ち寄りください。
　本年が皆様にとりまして、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。
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年頭ごあいさつ

月～金　午前10時～午後4時30分（土日祝日・年末年始を除く）

住 所
電話・FAX

おさんぽバス医療センター線「当代島児童公園」から徒歩30秒アクセス
開所日
メールアドレス

ぽっかぽかインスタグラム

老若男女問わずどなたでも気軽に立ち寄れる「憩いの場」です!
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うらやす社協会長から北1支部長
へ鍵の引き渡し

市長より開所祝いのお言葉を
いただきました

　 ご寄付いただきました
　開設にあたり、「MUFG SOUL ～熱い思いを社会のチカラに～」プロジェ
クトとして、株式会社三菱 UFJ 銀行様からご寄付をいただきました。ありが
とうございました。
　また、当該ご寄付に際してご協力いただきました株式会社キヨシゲ様にも御
礼申し上げます。

　12月1日（水）午前11時から、オープニングセレ
モニーを開催しました。
　当代島ぽっかぽかの開設に向けて長きに渡り奮闘さ
れてきた、社協北1支部支部長・髙梨鎭雄氏は、「こ
の当代島エリアに、地域のみなさんの憩いの場所があ
ればいいなと10年以上前から切望していました。念
願が叶って、感無量です」と話されました。
　当代島ぽっかぽかでは、地域の推進委員やスタッフ
が、皆様の来所を心よりお待ちしています。

当代島ぽっかぽかオープン!

住み続けたいと思える地域をつくるために

Urayasu
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　第28回フードドライブが令和3年9月13日（月）から10月29日（金）まで開催されました。
　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、この期間中、83件のご協力をいただ
きました。写真はご協力いただいた食品です。
皆様のご厚意に深く感謝申し上げます。
　皆様からご寄付いただいた食品は、「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お配り
します。
　次回は令和４年1月17日（月）～2月28日（月）
の開催を予定しています。皆様からのご協力を
お待ちしております。

●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
　☎047-355-5271
●高洲ぽっかぽか
　浦安市高洲5-3-2　高洲公民館内
　☎047-721-1294
●堀江ぽっかぽか
　浦安市堀江3-9-22
　☎047-721-3737
●富岡ぽっかぽか
　浦安市富岡3-1-7　富岡公民館内
　☎047-380-1294
●当代島ぽっかぽか
　当代島2-12-31
　☎047-319-3156
※開催期間外にお持ちいただいても、お預かりできません

受付場所

フードドライブで「もったいない」を誰かの「ありがとう」に!!

高洲ぽっかぽか

堀江ぽっかぽか

富岡ぽっかぽか

高洲5-3-2（高洲公民館１階）
☎047-721-1294
月～土　午前10時～午後５時

（祝日・年末年始・休館日を除く）
「うらちゃんカフェ高洲」
「囲碁将棋サロン」ほか

住　所
電　話
開所日

イベント

住　所
電　話
開所日

イベント

住　所
電　話
開所日

イベント

堀江3-9-22（フラワー通り）
☎047-721-3737
月～金　午前10時～午後４時30分

（土日祝日・年末年始を除く）
「手づくりサロン」「弾き語り」
「ぽっかぽかランチ」ほか

富岡3-1-7（富岡公民館１階）
☎047-380-1294
月～土　午前10時～午後５時

（祝日・年末年始・休館日を除く）
「ぽっかぽかサロンin富岡」
「土曜交流サロン」ほか

　ぽっかぽかは、子どもから大人まで地域の方が誰でも気軽
に集い、交流できる場所です。
　さまざまなサロンを開催したり、「実は困っている」「誰か
に聞いて欲しい」という、ちょっとした相談の窓口になって
います。
　また、各ぽっかぽかでは地域の情報の発信やボランティア
活動保険の受付・車いすの貸出も行っています。
　現在、「高洲」「堀江」「富岡」「当代島」の４か所にあり、
開所時間中は自由に出入りができます。いつでも立ち寄って

いただける、地域の憩いの場です。
　これからも地域のみなさんの居場所になれるよう、支部社
協推進委員や関係機関のみなさんと連携しながら運営してい
きます。
　どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。
※写真は新型コロナウイルス流行前のものです。
※ コロナ感染防止対策のため、入口での検温と消毒、名簿記

入をお願いしています。
※当代島ぽっかぽかについては1面をご覧ください。

ぽっかぽかってこんなとこ

■インスタグラム ■ぽっかぽかイルミネーション
　ぽっかぽか（高洲・堀江・富岡・
当代島）では、日々の出来事やイベ
ント情報などをインスタグラムでお
知らせしています。右記二次元コー
ドを読み取って、フォローをお願い
いたします！！

　堀江ぽっかぽかの斜め前にある堀江つどいの広場・旧医院では、令和4年2月28日
までの期間中、毎日午後4時15分から9時までイルミネーションが点灯しています。
また、点灯期間中、インスタグラムに「# 堀江フラワー通りイルミネーション」もし
くは「# 堀江ぽっかぽか」とハッシュタグを付けてイルミネーションが映った写真を
投稿いただいた方の中から「いいね♥」が多い方に、豪華景品（商品券・ホテル食事
券等々）が当たるキャンペーンを実施しています。ぜひキャンペーンにご参加ください。

うらちゃんカフェ高洲でのひとコマ

弾き語りで盛り上がる

ぽっかぽかサロンでほっと一息
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いちょうの森クリニック浦安

☎047-711-1515
猫実三丁目交差点そば

質の高い胃内視鏡検査

大腸内視鏡検査

おなか・おしりの症状
　ご相談ください

「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

成年後見制度 〜市民が支えあえる地域をめざして〜

　認知症の方や障がいがある方などが自分らしい生活を送るために、成年後
見人などがご本人の代わりにお金の管理や福祉・介護サービスなどの契約・
手続きを行う制度です。将来に備えて準備する任意後見制度と今すぐ支援が
必要な方が利用する法定後見制度があります。
　浦安市では、法定後見制度の担い手を養成するため、市民後見人養成講座
を開講しています。

成年後見制度とは…

　市民後見人養成講座終了後の活動形態は、①市民後見人としての受任、②
社協の後見活動をサポートする後見支援員、③学びを生かした広報活動に従
事するうらやす成年後見サポーターズ（以下、「サポーターズ」）の3つがあ
ります。
　たとえば、まずサポーターズ活動からスタートし、次に、後見支援員とし
て直接被後見人等に関わり、さらに「もっとやりがいのある活動がしたい、
学んだことを地域へ還元・貢献したい」という意欲を高め、市民後見人へと
活動の幅を広げる方もいます。
　令和3年10月時点で16人のサポーターズ、12人の後見支援員および3人
の市民後見人が活動しています。

うらやす成年後見サポーターズと市民後見人

　本人や家族・親族、支援者と一緒に、本人や家族の意向、今課題になって
いることなどを整理しながら、本人が自分らしく生活していくための支援を
行っています。
　成年後見制度を利用した方が良いのかわからない、制度のことを知りたい、
利用の場合の手続きはどのようにすればよいか聞きたい等、お気軽にお問い
合わせください。
●うらやす成年後見支援センター　☎047-355-5315

うらやす成年後見支援センターは
このようなことをしています

うらやす成年後見サポーターズのみなさん 成年後見制度の紙芝居の様子

「市民×成年後見制度
〜市民が支えあえる地域をめざして〜」

の開催
　成年後見制度はどういった制度なのか、市内で活動して
いる市民後見人はどのような活動を行っているのかなどを
知っていただく機会として、「市民×成年後見制度～市民
が支えあえる地域をめざして～」を以下の通り開催します。
成年後見制度にご興味のある方や活動をしてみたいとお考
えの方はぜひこの機会をご活用ください。詳しい内容は下
記二次元コードより本会ホームページをご覧ください。
日　時　令和4年2月26日（土）
　　　　午後1時30分～ 4時
会　場　浦安市文化会館　小ホール
対象者　市内在住・在勤・在学の方　先着100名程度
申込方法　電話、メールもしくはファクスにてお名前、住
所、電話番号を記載のうえ、以下までお申し込みください。
●うらやす成年後見支援センター
　  ☎　  047-355-5315　
　FAX　047-355-5277
　{koken@urayasushi-shakyo.jp

①市民後見人 ②後見支援員 ③うらやす成年後見
　サポーターズ

後見人として身近な視
点でご本人に寄り添っ
た支援を展開

市民後見人につながる
実務経験の場として、
社協の後見活動の一部
を担う

地域に出向き、紙芝居
を導入し成年後見制度
をわかりやすく伝える
PR 活動を展開

市民後見人養成講座（2年間）修了
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　郵便局のATMに通帳、印鑑、保険証などが入ったポー
チを忘れた男性が近くの交番に紛失届を出すために行っ
たところ、既にそのポーチが届けられていたそうです。届

けてくれた方にお礼をしたいと思い申し出ましたが、お礼を希望しなかったため、か
ないませんでした。その方への感謝の気持ちと、ポーチを忘れた自分への戒めの気
持ちで今回寄付することにしました。この広報誌を通じて、ポーチを届けてくださっ
た方にこの気持ちを伝えさせていただきます。「ありがとうございました」。

　協賛受付は令和4年2月28日までとなっております。ご協力のほど
よろしくお願いいたします。

［令和4年　1月〜3月］

寄付の
エピソード紹介

受付中

○成年後見・相続・遺言相談（弁護士）
　in東野パティオ
　※要予約
　 2月8日（火）、3月8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
　1月26日（水）、2月16日（水）
　3月16日（水）
◯助産師相談 in堀江つどいの広場
　2月3日（木）、3月3日（木）
　4月7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。是非ご協力
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

ご協力ありがとうございます

　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
更する可能性が
ありますので最
新情報はホーム
ページをご覧く
ださい。

　皆様からいただいた協賛金・協賛品は、ぽっかぽかイルミネーション点
灯期間中（～令和4年2月28日）、インスタグラムに「#堀江フラワー通り
イルミネーション」もしくは「#堀江ぽっかぽか」とハッシュタグを付けて
イルミネーションが映った写真を投稿いただいた方の中から、「いいね♡」
が多い方への豪華景品としてプレゼントさせていただきます。

令和3年11月24日～12月31日受付分（敬称略・順不同）

令和3年10月１日～12月31日受付分（敬称略・順不同）

●株式会社長福　●尾頭建設株式会社　　●鈴木医院　●明海大学
●サントリービバレッジソリューション　●オリエンタルホテル東京ベイ

歳末たすけあい募金はすべて浦安のために
　昨年12月1日～31日にかけて、歳末たすけあい募金運動を行いました。
　この運動は、新たな年を迎える時期に支援を必要としている方々が、安心して暮らすことができる
よう地域のみんなで支え合うことを目的としています。
　千葉県共同募金会浦安市支会（事務局：浦安市社会福祉協議会）では、自治会、法人・事業所の皆様
のご協力をいただき募金活動を行うほか、12月1日（水）に浦安市内の駅前にて街頭募金を実施しまし
た。浦安市内で集められた募金は、以下のような地域の福祉活動に活用します。

■歳末たすけあい募金の使い道 
◦支援を必要としている人への「歳末援護金」
　浦安市内の障がいのある方や福祉施設で生活されている方、交通事故で親を亡くさ
れた世帯、また経済的な理由で学習機会に恵まれない子どもなどに配付する歳末援護
金品として活用します。
◦地域福祉を推進するための「地域福祉事業」
　ひとり暮らし高齢者への年賀状事業、見守り訪問活動のカレンダー配付事業、障が
い者・高齢者などの外出支援のための福祉車両貸出事業、自治会などへの軽貨物車両
貸出事業などに活用します。

問合せ・
申請窓口

実施中
○3月31日（木）まで
　赤い羽根共同募金運動

１
月

○1月11日（火）～31日（月）
　Uセンター講座募集期間
○1月27日（木）
　精神保健ボランティア体験
　講座

２
月

○2月26日（土）
　市民×成年後見制度
　～市民が支えあえる地域を
　めざして～

一般寄付　９件　290,512円　　物品寄付　3件
●横川自転車店
●山一興産株式会社
●浦安市議会OB会
●株式会社キヨシゲ

●庚申堂
●株式会社三和製作所
●株式会社ねこまど
●浦安市歯科医師会

●株式会社アイハラ
●匿名

⑴教育支援資金（生活福祉資金）のご案内

⑵緊急小口資金等にかかる特例貸付の期限延長についてのお知らせ

生活福祉資金のご案内

　入学・就学するのに必要な資金の捻出が困難で、高校・短大・専
門学校・大学に進学予定の低所得世帯等に資金の貸し付けを行う制
度です。

　新型コロナウイルスの影響による休業や失業等によって生活資金
でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付の申請期限が
令和4年3月末まで延長されました。

浦安市社会福祉協議会　生活サポート班
☎047-355-5271（平日午前9時～午後5時）
※ 来所する前にお電話いただくとスムーズにご案内で

きます。

高校 短大・専門学校 大学
教育支援費

（月額上限額） 35,000円 60,000円 65,000円
就学支度費 500,000円以内　※入学時のみ

※借受申込者は就学する本人です。申込世帯の生計中心者が連帯借受人となります。
※申請時には、お住いの地区の民生委員との面談をしていただきます。
※利用には審査があります。場合によりますが、申請後、1か月程度かかります。

厚生労働大臣表彰 
　朗読ボランティアはまゆう
浦安市民功労者表彰
　市坪　惠利子 氏（民生委員・児童委員）
　栗原　三枝子 氏（元民生委員・児童委員）
全国社会福祉協議会会長表彰
　吉田　和枝 氏（民生委員・児童委員）
　毎田　久子 氏（民生委員・児童委員）
全国保護司連盟理事長表彰
　上平　紀子 氏（保護司）
千葉県知事表彰
　大村　洋子 氏（民生委員・児童委員）
千葉県社会福祉協議会会長表彰
　植村　薫 氏（民生委員・児童委員）
千葉県社会奉仕賞
　浦安拡大写本るーぺ
関東地方更生保護員会委員長表彰
　安藤　毎夫 氏（保護司）

　社会福祉分野などで、長年の功績がたた
えられ、次の方々が表彰されましたので、
ご紹介します。（順不同）

令和3年 表彰者の紹介

街頭募金の様子

小中学生が作った高齢者へ送る年賀状

●�⑴⑵についての詳細は千葉県社会福祉協議会
　ホームページをご確認ください。
●⑴⑵の問い合わせや申請は下記までお願いいたします。

【ぽっかぽかイルミネーション協賛】

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】
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精神保健ボランティア
体験講座

　心の病のある方と交流するボラン
ティア活動について、学ぶ講座です。
とき：令和4年1月27日（木）午後1
時30分～3時
ところ：東野パティオ会議室
対象：市内在住、在勤、在学の方、
先着10人
講師：心のボランティア浦安・うら
ら
費用：無料　持ち物：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

インフォメーション
Information


