
社協って市役所じゃないの？ 社協ってどんな組織なの？

わたしたちは浦安市社会福祉協議会です
（うらやす社協）

　社会福祉協議会（以下、社協）は、国、都道府県、市
区町村に設置されています。さらにその市区町村を小
さい区域に分けた支部社協があります。
　社協って、市役所じゃないの？ そう思われている

方もいらっしゃるかもしれませんが、社協は市役所ではありませ
ん。社会福祉法に定められた「地域福祉の推進を図ること」を
目的とした民間の社会福祉法人です。

社協ってなにをしているの？

　社協は日本全国各地にありますが、各社協に
よって実施している事業は異なります。地域の実態に
応じて、その地域の福祉課題を解決するための事業を実施しています。
うらやす社協が行っている事業は以下のとおりです。

■�支部社協（浦安市を11の地域にエリア分け）によるサロン運営等の地域福祉活動
■地域拠点「ぽっかぽか（高洲、堀江、富岡、当代島）」の運営
■ボランティアセンターや災害ボランティアセンターの運営
■成年後見支援センターの運営
■日常生活自立支援事業
■堀江つどいの広場や子育てサロン（望海、北栄、猫実）の運営
■ファミリー・サポート・センターの運営
■放課後うらっこクラブ（児童育成クラブ・放課後こども教室）の運営
■�富岡地域包括支援センターの運営（東野支所
を含む）

■老人福祉センターの運営
■生活福祉資金貸付事業
■民生委員児童委員協議会事務局運営
■保護司連絡協議会事務局運営
■赤い羽根共同募金・歳末助け合い募金運動
■車いすや松葉杖、福祉車両等の貸出し　　等

社協の財源はどうなっているの？

　社協の財源は、主に地域住民の皆さ
んからの募金や会費です。その他、浦
安市の事業を実施する際に受け取る委
託金や補助金などがあります。

■うらやす社協会員の皆さんからの会費
■赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の配分金
■�市民の方々からの寄
付金や遺贈金

■�行政からの事業補助
金や委託金

■�福祉自動販売機の売
上げの一部

　社協は、市民の皆さんにより組織された団体です。以
下のような方たちの協力により、地域福祉活動を推進
しています。

■�民生委員・児童委員
■�保護司
■�自治会、老人クラブ
■�障がい者団体、当事者団体
■�ボランティア団体、市民活動団体
■�社会福祉事業の施設及び団体
■�PTA、子ども会、学校支援コーディ
ネーター、青少年相談員
■�地域住民の皆さん　　等

地域の拠点『ぽっかぽか』

駅での街頭募金

推進委員による見守り訪問

移動販売による買い物支援

住み続けたいと思える地域をつくるために
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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
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
阿部木材株式会社
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
有限会社大滝事務所
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
町田清英税理士事務所
有限会社髙橋商店
株式会社ステインハウス・パートナーズ
有限会社相馬のり店
東京ベイ・浦安市川医療センター
有限会社ソレイユ
オザワ産業株式会社
小沢興業株式会社
有限会社丸喜
栄商事株式会社
桐生孫治税理士事務所
酒井歯科医院
ベイエリア司法書士法人
有限会社伊藤洋品店
株式会社京葉銀行　浦安支店
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
一�般社団法人はぐくみ　浦安わかば保育園
医�療法人社団孚誠会　浦安駅前クリニック
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
有限会社松井商店
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
植野雅子音楽教室
豆工房コーヒーロースト浦安
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
スフィンクス株式会社
大和田オフィス株式会社
株式会社ダイゴ
株�式会社ビーオアシス　おあしすケアマ
ネセンター
株式会社モビック
有限会社ステーキハウスリブ

吉野クリニック
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
順天堂大学医療看護学部
株式会社岩崎商会
有限会社東栄堂
株式会社E-Style�Trading�Company
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
碓井鋼材株式会社
本間鋼業株式会社
株式会社ニホンケミカル
清水鋼鐵株式会社
株式会社エーワン
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
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
藤澤鋼板株式会社
株式会社丸和
富安株式会社浦安事業所
株式会社東日本ブリキテクノ
株式会社澁井鋼材店
株式会社森製作所
株式会社セブンサービス企画装飾
ごとう薬局
有限会社弁天グリーンセンター
JR京葉線　舞浜駅
大�東コーポレートサービス株式会社　浦
安サービス部
東京ベイシティ交通株式会社
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
平乃家
樫原建設株式会社
聖心小児科医院
岡善丸水産
有限会社すず
株式会社岡﨑金物
鈴木医院
有限会社金子工務店
京葉ガーデン株式会社
株式会社舞浜企画
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
有限会社ZOOK
東学寺
株式会社のだや
正福寺
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
引野造園株式会社
株式会社サマヨ
かおる美容室
株式会社山治
ゆう歯科オフィス
宝城院
大蓮寺

有限会社さしきん
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
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有限会社惣七商事
東京ベイ信用金庫　浦安支店
ベアビル株式会社
東松メンテナンス株式会社
澄法律事務所
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
株式会社ブライトンコーポレーション
扶桑鋼管株式会社
医療法人社団司誠会　イナガキ眼科
山�宝株式会社　スクールショップサン
ポー

トライ総合有限会社
JR京葉線　新浦安駅
順風会　小林クリニック　
金子小児科クリニック
司法書士法人オールシップ
医療法人社団くさかり眼科
医�療法人社団頌栄会　ベイシティクリ
ニック

新日本税理士法人浦安オフィス
株式会社リエイ
千曲鋼材株式会社
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
ヒラキバレエスクール
秋本労務管理事務所
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

プレミアムサロン　プリンセス
ニュー上田クリニック
エメラルドサポート株式会社
折笠商店
エンゼルマミー
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

NPO法人i－net
かんだこどもクリニック
メイカイ株式会社
有限会社サンメトリックス
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
黒﨑インターナショナル株式会社
デイサービスきらら新浦安
医�療法人社団ウィズダム　新浦安ブライ
ト歯科

グ�ッドタイムリビング株式会社　グッド
タイムリビング新浦安

株式会社タナベ建装
順天堂大学医学部附属浦安病院
浦安富岡郵便局
阿久津耳鼻咽喉科医院
有限会社伊藤青果
富岡接骨院
株式会社ケーワイテクノサービス
クリニック米澤
セントラル眼科今川内
株式会社大樹園

社会福祉法人芳雄会　ふたば保育園
医療法人社団康栄会　浦安病院
醍醐会計事務所
株式会社エヌティサービス
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
株式会社檪山交通　浦安営業所
いちょうの森クリニック浦安
金子製作株式会社
興和印刷株式会社
株式会社エコ・クリアランス
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
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
市川恵子社会福祉士事務所
田中経営法務事務所
特定非営利活動法人ワーカーズコープ　
浦安地域福祉事業所　
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
公益財団法人うらやす財団
浦安市商店会連合会
浦安猫実二郵便局
株式会社スウィートマミー
株式会社新都市グリーン開発
株式会社長福
白富士クリーニング　ホームドライ
株�式会社ウチダ・ファミリー・コーポレー
ション
有限会社浦安花輪
小ばなし
有限会社ブルックス　ENEOS浦安SS
株式会社ikk
社会福祉法人芳雄会　みのり保育園
社会福祉法人芳雄会　めぶき保育園
東建設株式会社
株式会社ソウケン
株式会社清五郎運送
岡㟢歯科医院
上田クリニック
有限会社平四郎商店
だんらんの家　浦安
株式会社スペースワン
浦安一番有限会社
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
認定NPO法人発達わんぱく会
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
有限会社田中屋海苔店
泉沢歯科医院
株式会社野田屋
有限会社赤馬商店
カリン
バーバーサワダ
有限会社さつまや
有限会社ナリタ
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
浦安市立浦安駅前保育園
有限会社渡福商店
有限会社金三郎
株式会社大塚興産
株式会社大長

令和3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
コロナ禍の中、他にも多くの個人、団体や自治会の皆様にご   支援・ご協力をいただきました。心より感謝申し上げます。
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株式会社丸政建材
株式会社浦安架設
有限会社清管工営
有限会社吉野商店
袖浦設備工業株式会社
東洋酵素化学株式会社
愛和元町保育園
浦安堀江郵便局
有限会社シブヤ事務機
合同会社JV
有限会社みかさ酒店
さくら通りみなみ歯科医院
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
下長海苔店

ヤマト特殊鋼株式会社
坂野興業株式会社
有限会社地国商店
株式会社金城商会
サ�ントリービバレッジソリューション株
式会社

市川浦安地区保護司会
株式会社明光企画
市川市農業協同組合　
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
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
税理士法人スタート　市原事務所

有限会社ショウシン
社会福祉法人誠和会　しおかぜ保育園
有限会社浦安タイヤ商会
特�定非営利活動法人さくら　さくら保育園
ポケットママ株式会社
株式会社テスコム
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
MEDI＋PLUS
株式会社ファーストリゾート
芝浦シヤリング株式会社
株式会社東京葬祭　
野村鋼機株式会社
株式会社辰巳菱機

浦安郵便局
はぎもと行政書士事務所
有限会社内田商店
東海大学付属浦安高等学校
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
有限会社守る
仙人接骨院
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
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

令和3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
コロナ禍の中、他にも多くの個人、団体や自治会の皆様にご   支援・ご協力をいただきました。心より感謝申し上げます。

　うらやす社協では、「フードバンクちば」の窓口を担っており、皆様からお預かりした食品を、「フード
バンクちば」を通じて福祉関連施設や生活に困窮している方たちの支援団体にお配りしています。
　開催期間中は、右記の受付場所にて食品をお預かりいたします。皆様からのご協力をお待ちしております。

（郵便番号順）

受付場所

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

堀江ぽっかぽか
浦安市堀江3-9-22
☎047-721-3737

高洲ぽっかぽか
浦安市高洲5-3-2　高洲公民館内
☎047-721-1294

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
浦安市当代島2-12-31
☎047-319-3156

インプラント、セラミック治療
噛み合わせや顎関節の相談なら
浦安市のさくら通り みなみ歯科医院へ

〒279-0041 千葉県浦安市堀江６丁目１-43
https://minamident.com

047-711-1805お問合わせ・
ご予約は

浦安おさんぽバス 舞浜線 舞浜駅「浦安郵便局」より徒歩 分

当院では患者様とスタッフ
の安全を確保するために、
感染防止対策に力をいれ
ております。

院長 
南 一郎

～安心できる歯科医院を目指して～

S a k u r a  S t r e e t  M i n a m i  D e n t a l  C l i n i c

マクドナルド

浦安中央病院

JR京葉線・武蔵野線
新浦安駅

浦安郵便局 バス停浦安郵便局

首都高速湾岸線

浦安市役所

さくら通り
みなみ歯科医院

フードドライブで「もったいない」を誰かの「ありがとう」に！！

「フードバンク」と「フードドライブ」の違いって？
「フ�ードバンク」とは…食品企業の製造工程で発生するまだ食べられるにもかかわらず廃棄されてし
まう規格外品などを引き取り、福祉施設等へ無料で提供する活動・団体のこと。

「フ�ードドライブ」とは…一般家庭で消費しきれない食品を持ち寄り、それを必要とする人々にフー
ドバンクなどを通じて寄付する活動のこと。

〜第30回フードドライブ開催のご案内〜
開催期間　令和4年5月16日（月）〜6月30日（木）

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（ジュース、コーヒー、紅茶等）

※いずれも賞味期限まで2か月以上あるもの
※第30回については、お米の受入を停止させていただきます

◆お寄せいただきたい品目は以下のとおりです◆

うらやす社協の
会員募集について
（会費ご協力のお願い）
　社協の活動にご賛同いただける皆さん
に、「会員」となっていただき、「会費」とい
う形でご支援いただいています。地域福祉
活動のためにご協力をお願いします。

会費の使い道
●子育て支援（子育てサロンの運営等）
●�高齢者支援（地域拠点「ぽっかぽか」の運
営等）
●�ボランティアセンターや災害ボランティ
アセンターの運営等

対　　象 会員区分 会費（年額）

個人・団体等の方 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

うらやす社協だより広告募集
発行日：4月、7月、10月、1月の15日（年4回）
金額：22,000円（税込）　　
掲載場所：1区画（横60mm×縦75mm）
応募方法：お電話（☎047-355-5271）でお
問合せください。
原稿形式：データを完全入稿ください。
※�広告制作を依頼する場合は別途料金発生
その他、ご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

※会費の納入金額分を割引きます。
※�10口以上会費を納入していただいた場合、
広告掲載料1回分が無料となります。

1回最大22,000円
広告掲載料 割 引 ！
★賛助会員特典★
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ぽっかぽかイルミネーション
を点灯しました
　12月1日〜2月28日の期間で、
堀江フラワー通りの堀江つどいの広
場（旧医院）前にて、毎年恒例のイル
ミネーションを点灯しました。
�今年は【つながるイルミネーショ
ン】と題し、イルミネーションを撮
影しInstagramでハッシュタグを
付けて投稿してくれた方の中から、
「いいね♥」が多い方に、浦安市内で
使えるお食事券等をプレゼントする
企画も実施しました。直接見に来るこ
とができなかった方から、「Instagram
を通じて写真やコメントを見ること

で、明るく楽しい気持ちを分けても
らえた」との声をいただいています。
　投稿写真の中には、ご家族やご友
人と撮影された写真や、子どもたち
がサンタさんに手を振っている写真
などが投稿されました。
　ぽっかぽかInstagramページでは、
皆様に投稿していただいた写真が常

時見られるようになっています。ぜ
ひ、下記二次元コードを読み取って
フォローしてくださいね！トピックスTopics

［令和4年　4月〜6月］

4
月

○4月28日（木）
　移動ぽっかぽかin富士見和貴
会館

5
月

○5月下旬（未定）
　移動ぽっかぽかin堀江橋
○5月28日（土）
　成年後見制度PRイベント
　「市民×成年後見制度」

6
月

○6月20日（月）
　車いす・白杖体験講座
○6月下旬（未定）
　移動ぽっかぽかin富士見和貴
会館

○成年後見・相続・遺言相談（弁護士）
　※東野パティオ
�4月12日（火）　5月17日（火）
6月14日（火）

○成年後見・相続・遺言相談（司法書士）
�※富岡公民館

　4月20日（水）　5月18日（水）
　6月15日（水）
◯助産師相談　※堀江つどいの広場
　5月12日（木）　6月2日（木）
　7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。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。

　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。

令和4年1月1日〜3月31日（敬称略・順不同）

（敬称略・順不同）

ぽっかぽかイルミネーション
協賛御礼

一般寄付　16件　287,855円 　皆様からいただいた協賛金及び協賛品
は、ぽっかぽかイルミネーション点灯の上
記イベントの当選者へプレゼントさせてい
ただきました。
●株式会社アップス　
●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

　ご協力いただきありがとうございました。

善意
の
寄付

「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

●�エメラルドサポート株式
会社
●株式会社キヨシゲ
●山一興産株式会社
●志賀ユリ子
●全国友の会浦安方面
●�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
●サイクルプラザ秋山

●富岡健康体操クラブ
●横川自転車店
●庚申堂
●熊丸祐史
●�NPO法人日本入れ歯リサ
イクル協会
●匿名
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問合：うらやす成年後見支援セン
ター
☎047-355-5315　FAX047-355-
5277
{koken@urayasushi-shakyo.jp

車いす・白杖体験講座
　外出など移動で困っている方をサ
ポートする介助ボランティアの体験
講座です。
とき：6月20日（月）　午前10時〜正
午
場所：総合福祉センター
対象：市内在住、在勤、在学の方先
着　8名
講師：介助グループ「あいあい」
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
ターへ
☎047-380-8864　FAX047-355-
5277
{vc@urayasushi-shakyo.jp

【開催予告】
成年後見制度PRイベント�
「市民×成年後見制度」、
市民後見人養成講座

（成年後見はじめて編・基礎編）
　新型コロナウイルス感染症の拡大
によって開催延期となっていた成年
後見制度PRイベント「市民×成年後
見制度」は5月28日（土）の開催を予
定しています。詳しくは5月の広報
うらやすをご覧ください。
　また、成年後見制度のことを知り
たい方や、成年後見制度に関する活
動をしてみたい方を対象に、「市民後
見人養成講座（成年後見はじめて編・
基礎編）」を6月下旬から開催します。
6月1日の広報うらやすでご案内をし
ますので、ぜひご覧いただき、お申
込みください。また、本会ホームペー
ジ　http://urayasushi-shakyo.
jp/�でも情報を掲載しますので併せ
てご覧ください。

　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　　☎047-355-5271

交通遺児等
援護基金事業

インフォメーション
Information

ご投稿いただいた写真の一部です


