
　ボランティアや地域活動と聞くとどんなことをイメージされます
か？ もしかすると、何か特別なことと思われるかもしれません。
でも、そんなことはないのです。
　ちょっとした自分の得意なこと、好きなこと、日頃何気なく取り
組んでいることが、ボランティアや地域活動になり得るのです。きっ
とあなたのその行動、その力は、誰かにとっての大きな助けになる
でしょう。身近に頼れる人がいない、話し相手がほしい等、あなた
の力を必要としている人がいます。
　また、元気なうちからボランティアや地域活動を通じて地域との
かかわりをもっておくことも大切なことです。いつかご自身が年を
重ね、体力や気力が低下してきたとき、そのつながりが役に立つこ
とがあるかもしれません。
　仕事を辞め少し時間ができた方、なにかを始めたいと思っている
方、特技を生かしたい方、どなたでも大歓迎です。浦安市ボランティ

アセンターにお気軽にご連絡ください。
　浦安市ボランティアセンターでは、ボランティアコーディネー
ターがボランティア活動のコーディネートをはじめ、20以上の登
録ボランティア団体の活動支援を行っています。また、みなさんの
「できること」、「得意なこと」、「これからやってみたいこと」等のお
話を丁寧に聞きながら、それぞれに合ったボランティア活動（傾聴、
移動支援、施設訪問、特技披露、子育て支援等）や地域活動（サロン、
サークル、老人クラブ活動等）をご紹介します。
　困ったときにはお互いさま。ひとりでも多くの力で支え合える地
域をつくっていきましょう！！

☎047-380-8864 　{vc@urayasushi-shakyo.jp
浦安市ボランティアセンター

ボランティア・地域活動のすすめ
～できることから無理なくはじめよう～

　うらやす社協では、SNS（facebook、Instagram、Twitter）を利用
した情報発信を行っています。お手持ちのスマートフォンやタブレッ
トでフォローして、皆さんのお住いの地域の福祉活動情報をゲットし
てくださいね！

うらやす社協代表
フェイスブック

ぽっかぽか
インスタグラム

堀江つどいの広場
インスタグラム

浦安市ボランティア
センター

インスタグラム

うらやす社協代表
ツイッター

うらやす社協のSNSを紹介します

住み続けたいと思える地域をつくるために
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　社協の活動にご賛同いただけるみなさまに「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

◦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くと、
広告掲載料1回分が無料となります。

最大、広告掲載料
22,000円／回が
無料になります

社協だより広告掲載料 割 引 ！

賛助会員特典

収 入 収 入

支 出支 出

令和３年度収支予算・決算、令和４年度収支予算
単位：円

科目 予　算 決　算
会費 4,600,000 3,719,061
寄付金 1,600,000 1,258,720
市補助金 81,310,000 80,400,330
共同募金 6,355,000 6,354,984
助成金 79,000 79,000
受託金 390,758,000 380,400,100
貸付金償還金 649,000 0
利用料等 21,191,000 20,627,153
受取利息等 12,000 2,722
雑収入 3,433,000 2,831,013
その他の活動収入 8,796,000 8,452,989
前期末支払資金残高 77,351,000 77,351,351
事業区分間繰入金収入 △�7,818,000 △�7,474,389

合　計 588,316,000 574,003,034

単位：円
科　目 予　算　額

会費 4,525,000
寄付金 1,600,000
市補助金 81,310,000
共同募金 6,730,000
助成金 79,000
受託金収入 425,193,000
貸付金償還金 865,000
利用料等 23,603,000
受取利息等 12,000
雑収入 4,309,000
その他の活動収入 15,926,000
事業区分間繰入金収入 △�15,926,000
前期末支払資金残高 40,847,000

合計 589,073,000

単位：円
事業区分・サービス区分 予　算 決　算

1 社会福祉事業会計
法人運営事業 120,420,000� 108,775,883�
地域福祉活性化事業 38,595,000� 35,378,856�
ボランティアセンター事業 5,165,000� 4,807,375�
共同募金配分金事業 6,355,000� 6,354,984�
交通遺児 (等 ) 援護基金事業 1,000� 0�
福祉資金等貸付事業 715,000� 0�
生活福祉資金貸付事業 8,689,000� 8,231,800�
成年後見支援センター事業 50,412,000� 49,936,334�
福祉サービス利用援助事業 4,624,000� 4,505,219�
災害ボランティア事業 805,000� 503,477�
障がい福祉事業 3,146,000� 2,602,920�
老人福祉センター事業 140,882,000� 129,634,402�
放課後児童健全育成事業 123,921,000� 122,761,046�
ファミリー・サポート・センター事業 13,591,000� 13,125,882�

サービス区分間繰入金支出 △�61,557,000 △�61,098,570
計 455,764,000 425,519,608

2 公益事業会計
地域福祉センター事業 676,000� 676,000�
地域包括支援センター事業 49,970,000� 48,830,876�

計 50,646,000 49,506,876 
3 収益事業会計
自動販売機設置運営事業 11,090,000� 10,197,827�

計 11,090,000 10,197,827 
事業区分間繰入金支出 △�7,818,000 △�7,474,389

合　計 509,682,000 477,749,922 

単位：円
事業区分・サービス区分 予　算　額

1 社会福祉事業会計�
法人運営事業 130,682,000�
地域福祉活性化事業 43,975,000�
ボランティアセンター事業 6,330,000�
共同募金配分金事業 6,730,000�
交通遺児等援護基金事業 181,000�
福祉資金等貸付事業 1,565,000�
生活福祉資金貸付事業 4,051,000�
成年後見支援センター事業 50,230,000�
福祉サービス利用援助事業 5,692,000�
災害ボランティア事業 1,133,000�
障がい福祉事業 2,935,000�
老人福祉センター事業 159,250,000�
放課後児童育成健全事業 125,767,000�
ファミリー・サポート・センター事業 14,580,000�

サービス区分間繰入金支出 △�45,181,000
計 507,920,000

2 公益事業会計
母子福祉センター事業 676,000�
地域包括支援センター事業 72,676,000�

計 73,352,000 
3 収益事業会計
自動販売機設置運営事業 13,490,000�

計 13,490,000 
事業区分間繰入金支出 △�15,926,000

合　計 578,836,000 
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うらやす社協の会員募集について
（会費ご協力のお願い）

菅原千尋
　総務課に配属された、�菅

すが

原
わら

�千
ち

尋
ひろ

で
す。最近は電話にも慣れてきて、受話
器を取るスピードが上がりました。目
標は土地勘を身に付けて浦安市のプロ
になることです。市民のみなさまに浦
安市の福祉情報を適切に提供できるよ
う頑張ります！

加藤彩乃
　富岡地域包括支援センター（ともづ
な富岡）に配属された、�加

か

藤
とう

�彩
あや

乃
の

で
す。高齢者の方の介護や福祉について
の相談支援を行っています。お近くに
お越しの際には、ぜひお気軽にお立ち
寄りください！麻生優巴

　地域福祉推進課・子育て支援班に配
属された、麻

あそ

生
う

�優
ゆう

巴
は

です。入職と同時
に広島から浦安に来たばかりで、まだ
分からないことも多いですが、浦安の
歴史の流れを感じられる街並みに感動
しています。保育の勉強もしてきたの
で、子育て中の保護者のみなさまが育
児の不安や悩みをひとりで抱え込まな
いようなサポートができるよう励んで
まいります！

秋田栞奈

　老人福祉センター（Uセンター）に配
属された、秋

あき

田
た

�栞
かん

奈
な

です。高齢者の
方々に寄り添い、みなさまに安心して
ご利用いただけるよう精一杯努めま
す。至らない点も多いと思いますが、
ご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたし
ます。見かけたら声をかけてください!!

4月入社のフレッシュな新人職員4名をご紹介します!!

法人・事業所
のみなさま
ここに注目
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本店 浦安市猫実4-13-1(庚申通り)

TEL/FAX 047-351-2722
イオン新浦安店(しまむら内)
TEL 047-381-2162 

浦安市老人福祉センター
60歳以上の浦安市民がご登録・ご利用いただけます！

〒279-0042　浦安市東野1-9-1

TEL 047-351-2096
https://ucenter.jp

「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）
掲載場所：１区画
　　　　　（横60mm×縦75mm）
金　　額：22,000円（税込）／1回　　
応募方法：�まずは浦安市社会福祉協議

会（☎355-5271）までお問
い合わせください。

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がかかります。

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。

令和４年度事業計画 ※�新型コロナウイルス感染症の影響により
変更になる場合があります。

　令和４年度の事業は、新型コロナウイルス感染拡大の状況など社会情勢を踏まえながら、これまで制限されていた活動の再開と新たな
視点を取り入れた業務の運営に取り組み、みなで支え合える地域づくりを推進します。

　第30回フードドライブが６月30日（木）まで開催されました。
　浦安市社会福祉協議会では50件の御協力をいただきました。みなさ
まの御厚意に深く感謝申し上げます。
　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ま
す。みなさま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お配りいたします。
　次回は9月12日（月）～10月31日（月）の期間で開催予定です。みなさまの御協力をお待ちしております。
　また、9月17日（土）～19日（月）には、モナ新浦安1階イベントスペースにて食品ロス削減のためのイベン
トを実施予定です。ぜひご来場ください。
　食品ロスに対するみなさまの思いを、困っている方の「ありがとう」に変えるお手伝いをしたいと思います。

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

フードドライブで「もったいない」を誰かの「ありがとう」に
～第30回フードドライブ開催のご報告と次回開催のお知らせ～

法人運営
　法人組織として部門間の連携や調整を図り、適正な運営に取り組みます。
　また、コロナ禍で減少している社協会員の加入の促進を図り、自主財源
の確保に努めます。
　さらに、社協の地域福祉活動を広く知っていただくために、ホームペー
ジのリニューアルを行うとともに、SNSを活用した積極的な情報発信を
行います。

地域福祉活動の展開
　令和3年12月に４か所目となる地域拠点「当代島ぽっかぽか」がオープン
しました。４つの拠点で、支部社協との連携やさまざまな資源を活用し地
域性に応じた事業を実施することで、住民同士が交流できる居場所を展開
していきます。
　支部社協活動では、コロナ禍で中断していた活動を再開し、人々が集え
る場の運営、見守り活動、孤立防止など、地域のつながりづくりに取り組
みます。また、認知症支援にかかる講座・イベント等を11ある支部社協の
全支部で実施し、「浦安市認知症とともに生きる基本条例」の施行のPR及び
理解促進を図ります。

福祉教育の推進
　夏休みに中学･高校･大学生等を対象に、ボランティア体験を通して様々
な人との出会い、人の笑顔にふれる喜びを体験することで、新しい価値観
や生き方、自分にできることを探す講座を行います。

成年後見支援センター運営
　成年後見制度の利用促進を進めるため、第４期となる「浦安市市民後見
人養成講座」を実施し、成年後見制度等の業務に取り組む体制の充実を図

ります。また、成年後見制度を幅広く知っていただくために、同講座を「成
年後見はじめて編」「基礎編」「応用編」と段階を分けて開催し、成年後見
制度に関する担い手の拡充を図ります。

災害ボランティアセンター運営
　東日本大震災発生から11年が過ぎましたが、この間、全国的に大きな
地震が発生しています。今後の災害に備え、コロナ禍を踏まえた感染対策
を講じながら、災害ボランティアセンター移行･運営訓練を実施します。�

老人福祉センターの段階的な再開
　コロナ禍の情勢を踏まえ、実施できなかった講座や教室、サークル活動、
自主事業などを段階的に再開し、高齢者の健康増進活動を促進します。

富岡地域包括支援センター運営
　令和４～8年度にかかる富岡地域包括支援センター及び東野支所の運営事
業者として、採択されました。新たな提案として、遠方に居住している家族
や就労等により昼間相談できない方々を対象に、オンラインによる相談会を
実施します。また、出張相談会を開催することで身近な場所での相談事業の
充実を図ります。

自動販売機の設置による地域福祉活動推進
　コロナ禍による休館等が原因で停滞していた売上の回復が、今後は見込
まれます。引き続き、公共施設等の福祉自動販売機の売上手数料の一部を、
地域福祉活動に活用します。

1. 社会福祉事業区分

主な事業内容

2. 公益事業区分

３. 収益事業区分
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成年後見制度PRイベント
「市民×成年後見制度～市
民が支えあえる地域をめ
ざして～」を開催
　成年後見制度の普及・PRを目的
としたイベントを5月28日（土）に
開催しました。
　当日は司法書士による成年後見制
度に関する講演と、市内で活動する
市民後見人の活動についてパネル
ディスカッションを行いました。参
加された方は熱心に聴講され、「責

任のある仕事だと思った」、「将来の
不安を感じていたが、“決して一人
ではない”という言葉に救われる思
いだった」、「将来のために役に立っ
た」、「市民後見人を少し身近に感じ、
市民後見人の良さを知ることができ
た」といった感想をいただきました。

うらやす成年後見支援センターでは
引き続き成年後見制度の普及を進め
るとともに、成年後見制度に関する
相談を承っていますので、お気軽に
ご連絡ください。
うらやす成年後見支援センター
☎047-355-5315

トピックスTopics
［令和4年　8月～10月］

8
月

○20日（土）　27日（土）
　市民後見人養成講座「基礎編」
○28日（日）
　ボッチャ・車いす体験講座

9
月

○3日（土）　10日（土）
　市民後見人養成講座「基礎編」
○12日（月）～10月31日（月）
フードドライブ受付
○17日（土）～19日（月）
　食品ロス削減イベント（仮）
　inモナ新浦安　出展予定

10
月

○1日（土）～
　赤い羽根共同募金開始
○1日（土）　12日（水）　15日（土）
　市民後見人養成講座「基礎編」

○成年後見・相続・遺言相談（弁護士）
　※東野パティオ
　�8月9日（火）　9月13日（火）
　10月11日（火）
○成年後見・相続・遺言相談（司法書士）

 ※富岡公民館
　7月20日（水）　8月17日（水）
　9月21日（水）
◯後見相談会（社会福祉協議会）
　※東野パティオ
　毎月第1・3・5金曜日
　　　第2・4木曜日
◯助産師相談　※堀江つどいの広場
　8月4日（木）　9月1日（木）
　10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

　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4月１日～6月30日（敬称略・順不同）

一般寄付　９件　431,860円

善意
の
寄付

●�浦安ライオンズクラブ
●�株式会社キヨシゲ
●�山一興産株式会社
●�庚申堂

●�浦安拡大写本グループ「るーぺ」
●�サイクルプラザ秋山
●�横川自転車店
●�匿名

「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

　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。
ユニバーサル電子ブック「カタログポ
ケット」は、今号をもって終了とさせてい
ただきます。次号（10月15日発行）から
は、通常の電子ブックを社協ホームペー
ジで掲載いたします。ご了承のほどよろ
しくお願い申し上げます。

　うらやすファミリー・サポート・セン
ターは、子育ての援助をしてほしい方（お
ねがい会員）、子育ての援助をしたい方
（まかせて会員）、または両方を希望する
方（どっちも会員）が、地域の中で支えあ
いながら活動する組織です。子育て中の
保護者の育児の不安や負担を和らげるた
め、地域で子育てを応援しています。
　現在、ファミリー・サポート・センター活動で援助をしていただける、
まかせて会員とどっちも会員を大募集しています。身近な方で子育て支
援の活動にご興味がある方がいらしたら、お声がけしていただけると幸
いです。どうかみなさまのご協力をお願いします。
うらやすファミリー・サポート・センター
☎047-700-6601　{famisapo@urayasushi-shakyo.jp

オンライン個別相談会
「ともづなネット」
はじめました！

うらやすファミリー・サポート・センター
まかせて会員募集

③オカリナ演奏ボランティア体験講座
　子育てサロンや高齢者施設でオカ
リナの演奏を行うための演奏ボラン
ティア体験講座です。
とき：10月12日（水）午前10時～
11時30分
ところ：東野パティオ
対象：市内在住、在勤、在学の方　
先着10名
講師：オカリナサークル　ハーモニー

①～③共通
費用：無料
申込：講座名、氏名、住所、連絡先、
年齢を浦安市ボランティアセンター
へ
浦安市ボランティアセンター
☎380-8864　FAX355-5277
{vc@urayasushi-shakyo.jp

ボランティア体験講座[①～③]

①ボッチャ・車いす体験講座

　パラリンピックの公式種目となっ
ているボッチャ競技の紹介と、車い
すでの外出体験を通してボランティ�
ア活動を学ぶ講座です。
とき：8月28日（日）午後1時30分～
3時
ところ：東野パティオ

対象：市内在住、在勤、在学の方　
先着20名
講師：福祉サークル「コスモス」
②車いす・白杖体験講座
　外出など移動で困っている方をサ
ポートするボランティアの体験講座�
です。
とき：9月26日（月）午前10時～正
午
ところ：総合福祉センター2階
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」

インフォメーション
Information

　毎月第4金曜日　第一部：午後
5時15分～5時45分　第二部：
午後6時15分～6時45分にオン
ライン（zoom）による個別の高齢
者相談会を開始しました。
　遠方からの相談や開設時間内の
来所が難しい方におすすめです
が、zoom利用環境が整っており、
メールでのやり取りが可能な方の
みとなります。
　二次元コードから
申込フォームに入れ
ますのでぜひご利用
ください。

ボッチャ体験

高齢者疑似体験

ファミサポの援助活動の様子
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シンポジウムの様子 会場での活動展示の様子


