
４ インターネットでの募金

　令和４年度赤い羽根共同募金運動は、コロナ禍によりつながるこ
とが難しいなかにあっても、孤立・孤独の問題に取り組む活動を支
援する重要性を強く啓発していくことを目的としています。そのた
め、令和３年度から継続して「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～」がテーマとなっています。
　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５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
活動費として活用され、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。浦安市内では、当代島・堀江・富岡・高洲の４か所
にある、誰でも気軽に立ち寄れる地域の居場所「ぽっかぽか」の運
営費や、地域の見守り活動のひとつである、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）の事業費のほか、障がいのあ
る方やひとり親家庭等の福祉団体の活動費として活用されます。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。

募金は、以下の4つの方法で受け付けています。

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）
　 当代島ぽっかぽか（当代島2－12－31）

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。

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
〜 2022年度版〜

　左の二次元コードを読み込むと、赤い羽根共同募金へ寄付が
できるページに移動します。寄付方法や寄付金額、寄付先の地
域、寄付金の使いみちはご自身で選択することができます。

地域の居場所「ぽっかぽか」は赤い羽根
共同募金を活用して運営しています

ぽっかぽかは子どもたちの居場所としても

赤い羽根共同募金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～』

募金の方法

設置先名 地区
1 浦安駅前郵便局

当代島

2 ENEOS浦安駅前SS
3 株式会社ワイズマート浦安本社
4 当代島公民館
5 うらやす和楽苑
6 当代島ぽっかぽか
7 浦安駅前行政サービスセンター

北栄8 豆工房コーヒーロースト浦安
9 スタジオしんぞう
10 ふたば保育園
11 浦安市役所3階 社会福祉課

猫実

12 文化会館
13 浦安商工会議所
14 ENEOSニュー浦安SS
15 浦安市シルバー人材センター
16 めぶき保育園
17 ENEOS浦安SS

設置先名 地区
18 みのり保育園

猫実19 浦安猫実二郵便局
20 田中屋海苔店
21 中央公民館
22 美浜公民館 美浜23 ママショップ加納クリーニング
24 新浦安駅前行政サービスセンター 入船25 ENEOS浦安入船SS
26 日の出公民館 日の出
27 浦安望海の街郵便局 明海
28 富岡公民館

富岡
29 富岡ぽっかぽか
30 浦安富岡郵便局
31 ENEOS浦安団地SS
32 富岡整骨院

33 株式会社舞浜倶楽部
新浦安フォーラム 高洲

設置先名 地区
34 浦安市特別養護老人ホーム 高洲35 高洲ぽっかぽか
36 舞浜駅前行政サービスセンター 舞浜
37 ビーナスプラザ 千鳥
38 堀江つどいの広場

堀江39 堀江ぽっかぽか
40 浦安堀江郵便局
41 東野児童センター

東野

42 社会福祉協議会
43 老人福祉センター

44 ENEOSウイング湾岸浦安
フリートTS

45 浦安郵便局
46 堀江公民館

富士見47 株式会社舞浜倶楽部
富士見サンヴァーロ

48 ENEOS浦安インターSS

住み続けたいと思える地域をつくるために
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不要になった
介護･福祉用品
をご自宅まで回収に伺います。

未使用品・新古品なら

無料で回収に伺います！

＜お問い合わせ先＞

Tel. 080-0777-3027
Mail: carehappyqol@gmail.com

（受付時間：平日 9:30-16:30）

古物商許可：千葉県公安委員会  第441060000788号
産業廃棄物収集運搬：千葉県  第01200185331号
　　　　　　　　　　東京都  第13-00-185331号

中古の介護福祉用品･家具･家電などの回収
廃棄･リサイクルも承ります（回収廃棄費用は別途）
お気軽にご相談ください。

合同会社ＪＶ 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

コロナ禍でも交流を絶やさない。行ってみよう！ あなたのまちのサロン！

支部社協の子育てサロンって
こんなところ

　浦安市社会福祉協議会では、支部社協・保育園・UR都市機構等と協力し、子育てサロンを開催しています。
　ここでは、子育ての情報交換をしたり、ママ友をつくったりする方もいらっしゃいます。
　ぜひ、お気軽にご参加ください。心よりお待ちしています。

主催 名称 開催場所 対象年齢 開催日等

社協

堀江つどいの広場 堀江つどいの広場 ３歳以下 月曜～金曜　午前9時～午後5時　第1・第3土曜日　午前10時～午後2時

うらちゃんサロン望海 ＵＲ望海の街集会所 ０～２歳、妊婦 【0歳児・妊婦】第4月曜日
【1・2歳児】12月、3月の第2月曜日　午前10時～午後1時

うらちゃんサロン北栄 ふたば保育園 ０～３歳、妊婦 毎月第3金曜日　午前10時～11時
うらちゃんサロン猫実 みのり保育園 ０～３歳、妊婦 毎月第1火曜日　午前10時～11時

ぽっかぽか
南1・南2 子育てサロンぽっかぽか 富岡公民館　３階　和室 どなたでも 毎月第4火曜日　午前10時～11時30分

東１ 東１・子育てサロン 美浜三丁目自治会集会所 ０～３歳 12・3月の第1月曜日【要予約】
午前10時～11時30分

東２ 東２・子育てさろん 猫実東自治会集会所 ０～３歳 毎月第2水曜日　午前10時～正午
西１ 西１・にこにこ子育てサロン 堀江公民館 ０～１歳 奇数月　第4水曜日　午前10時～11時30分
西２ 西２・子育てサロン 富士見和貴会館 ０歳 毎月第3月曜日　午前10時～11時30分

南１ 南１東野子育てサロン 東野クラブ会館 ０歳 奇数月　第3金曜日　午前10時～11時30分
南１ふれあい親子広場今川 今川記念館 どなたでも 奇数月　第3水曜日　午前10時30分～正午

北１ 北１ふれあい子育てサロン 当代島公民館 ０～２歳 10月26日（水）、1月24日（火）　午前10時～11時30分
北２ 北２子育てわいわい広場 第10区自治会集会所 ０～２歳 毎月第1金曜日　午前10時～正午

海浜1 入船６丁目
ふれあい子育てサロン

入船東エステート
合同集会所 ０～３歳 毎月第2金曜日　午前10時～正午

海浜2 海２子育てサロン ベイシティ浦安D棟　コミュニティスクエアⅡ ０歳～就園前 不定期開催　午前10時～正午

　支部社協子育てサロンは、
現在11か所で行われており、
支部社協推進委員（※）のみな
さんが中心となって開催され
ています。それぞれの地域で
開催していますので、ご近所
のお友達作りもできます。ぜ
ひ、お近くの子育てサロンま
でお越しください。
※ 推進委員…民生委員児童委

員・自治会・老人クラブ・
支部社協の子育てサロンの様子

堀江ぽっかぽか手作りサロン 移動ぽっかぽかの様子

詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください！　浦安市社会福祉協議会　子育て支援班　☎047-355-5271

　サロンの運営者は、支部社協の推進委員
のみなさんです。参加者と同じ地域の住民
でもあるため、そこから近隣同士のお付き
合いが生まれたり、支え合いや見守り活動
にもつながっていきます。まずはお近くで
実施しているサロンに足をお運びくださ
い。

　ぽっかぽかは、誰でも気軽に立ち寄れる地域の居場所です。
　市内に4拠点（当代島・堀江・富岡・高洲）あり、月～金曜日に（富岡・高洲は月
～土）開所しています。職員1名が常駐してみなさんの来所をお待ちしています。
また、当代島と堀江では、登録員と呼ばれる地域にお住いの方が常駐し、みなさん
のお話相手になったり、相談にのったりします。ぽっかぽかランチや歌声サロンと
いったイベントが開催されることもあります。こうした常設型ぽっかぽか以外にも、
非常設型の「移動ぽっかぽか」を、富士見和喜会館と、堀江橋自治会集会所にてそれ
ぞれ隔月1回ずつ開催しています。
　日頃から地域のつながりを持っておくことは、災害時や、困ったときの支え合い
につながります。おひとりでも、ご夫婦でも、お友達づれでも、ご家族でも、どう
ぞお気軽にお越しください。

支部社協シニアサロンでの脳トレ輪なげの様子

支部社協シニアサロンってこんなところ

ぽっかぽかってこんなところ

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★

子育て

子育て

多世代

シニア
多世代

PTA・福祉団体等の団体から選出された方及び有識者によって構
成され、それぞれがお住いの地域で福祉活動を行っています。
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うらちゃんサロンって
こんなところ

　うらちゃんサロン北栄・猫
実は、社会福祉法人芳雄会が
運営するふたば保育園・みの
り保育園と協働し、うらちゃ
んサロン望海では、UR都市
再生機構と協働して子育てサ
ロンを開催しています。それ
ぞれのサロンでは、母子保健
推進員や優しいスタッフのみ
なさんが見守るなか、安心し
て親子交流ができる場所と
なっています。

うらちゃんサロン北栄でのふれあい遊び

子育て



　第31回フードドライブが令和４年10月31日（月）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
います。皆様からお預かりした食品は、「フードバンクちば」により、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。ぜひご協力をお願い申し上げます。
　また、令和４年９月17日（土）から9月19日（月祝）までMONA新浦
安において「食品ロスをなくそう！」と題してフードロス削減への啓発イ
ベントが開催されました。浦安市社会福祉協議会も本企画に協力し、フー
ドドライブの受入れ等を行いました。
　３日間で95件ものご協力をいただきました。みなさまのご厚意に深
く感謝申し上げます。
　これからも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

ご家庭に眠っている食品をお持ちください
～第31回フードドライブ開催とフードロス削減イベントのご報告～

コロナ禍でも交流を絶やさない。行ってみよう！ あなたのまちのサロン！
　浦安市社会福祉協議会では、支部社協や市内に4拠点ある市民の方の居場所「ぽっかぽか」にて、シニアが集えるシニアサロンを実施してい
ます。コロナ禍で閉じこもりがちになり、身体機能や認知機能が低下する「コロナフレイル」が全国的に深刻化しています。シニアの方々にとっ
て、今日行く（≠教育）ところがあり、今日用がある（≠教養がある）ことが、フレイルの進行を防ぐために重要なことであると言われています。
　ご自身がお住いの地区のシニアサロンにぜひ足をお運びください。同じく地域にお住いの推進委員と呼ばれる地域福祉活動を推進する方々
がみなさんのお越しをお待ちしています。

シニア
多世代

詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください！　浦安市社会福祉協議会　地域・ボランティア推進班　☎047-355-5271

イベントで寄せられた食品の一部

主催 名称 開催場所 地区 対象年齢 開催日等 備考

東1
みはま・美浜サロン エルシティエルセンター 美浜1-5丁目 65歳以上 2月14日（火）
みはまいきいきサロン 美浜公民館 美浜 65歳以上 毎月第3火曜日（3 月は第2火曜日）　午後2時

～4時
※公民館協力事業
要申込

東2 東2さろん

猫実東自治会集会所 猫実1・2丁目
70歳以上の一人暮ら
し、高齢者世帯、
日中一人暮らしの方

11月18日（金）、3月27日（月）　午前10時～
※要申込
参加費は1回300円

海南クラブ会館 海楽1丁目 11月30日（水）、3月22日（水）　午前11時～
海楽中央自治会集会所 海楽2丁目 1月26日（木） 午前10時～
北栄4丁目自治会集会所 北栄4丁目 2月24日（金）午前11時～

西1 ほりえいきいきサロン 堀江公民館 堀江,富士見 65歳以上 毎月第3火曜日　午後2時～4時 ※公民館協力事業
要申込

西2 西2・健康サロン 舞浜レインボーくらぶ会館 舞浜2・3丁目 中高年 毎月第1・3金曜日　午後2時～4時

南1

東野サロン 東野クラブ会館 東野 全年齢 毎月第2・4日曜日
午後1時～3時

みんなのカフェ 京成サンコーポ浦安管理棟 富岡 全年齢 毎月第2月曜日・第4木曜日　午後2時～4時
ふれあいカフェ 富岡エステート・サンコーポ浦安

合同自治会集会所 富岡 全年齢 毎月第1・3水曜日　午後1時～4時

富岡1・4丁目茶話会サロン 富岡自治会集会所（第2か第3のいず
れか） 富岡 全年齢 毎月第2水曜日・第4木曜日　午後1時～3時

ふれあい広場とみおか 不定 富岡 全年齢 毎月1回程度
ふれあい広場いまがわ 今川記念館/今川団地集会所

（都度変更） 今川 全年齢 毎月第2火曜日　午前10時～正午

南2

縁側サロン 東野竹寿会館 東野3丁目　コモンシティ 60歳以上 毎週金曜日　午後1時30分～
食事会 東野竹寿会館 東野3丁目　コモンシティ 60歳以上 毎月第3火曜日　午前11時30分～
弁天お気楽サロン 弁天喜楽会館 弁天1,4丁目 60歳以上 毎週水曜日　午後1時～
アートサロン　 弁天喜楽会館 弁天1,4丁目 60歳以上 毎月第1・3月曜日　午後1時～
弁天2丁目サロン パークシティ弁天自治会館 弁天2丁目 全年齢 毎週木曜日　午後1時～
ふれあいサロン 常盤会館 弁天3丁目（他地区も可） 60歳以上 毎週木曜日　午後1時30分～
健康体操教室 常盤会館 弁天3丁目（他地区も可） 60歳以上 毎週水曜日　午前10時～

南3 ふれあいサロン エスレ高洲 高洲 概ね60歳以上 12月中旬頃実施予定　午前10時～正午 詳細はお電話で
お問合せください。

北1

当代島1,3丁目ふれあいサロン 当代島公民館　視聴覚室 当代島1,3丁目
独居65歳以上、日中
独居・高齢夫婦75歳
以上

10月23日（日）、1月22日（日）

当代島2丁目ふれあいサロン 当代島公民館　視聴覚室 当代島2丁目
独居65歳以上、日中
独居・高齢夫婦75歳
以上

10月23日（日）、2月26日（日）

猫実4丁目ふれあいサロン 若草会館 猫実4丁目
独居65歳以上、日中
独居・高齢夫婦75歳
以上

未定

猫実5丁目ふれあいサロン 第8区自治会集会所 猫実5丁目
独居65歳以上、日中
独居・高齢夫婦75歳
以上

未定

北2 猫三サロン 猫実三丁目自治会集会所 猫実 65歳以上 1月13日（金）

海浜1

カフェ2001 エアレジデンス新浦安 入船1丁目 全年齢 奇数月　第2日曜日　午後2時～4時
入西こみゅにてぃカフェ 入船西管理組合集会所 入船2丁目 全年齢 毎月第3金曜日　午後1時～5時
入船4丁目お楽しみサロン 入船自治会集会所 入船4丁目 全年齢 毎月第3金曜日　午後1時～4時 ※要申込
入船4丁目盆踊りサロン 入船自治会まちづくり活動プラザ 入船4丁目 全年齢 毎月第2・4金曜日　午後1時～4時 ※要申込
入船4丁目健康マージャン教室 入船自治会集会所 入船4丁目 全年齢 毎月第4火曜日　午後1時～4時 ※要申込
入船4丁目ラジオ体操 さつき苑ちびっこ広場 入船4丁目 全年齢 毎週月曜日　午後1時30分～
入船5丁目サロン「入船」 入船北エステート管理事務所集会所 入船5丁目 全年齢 毎月第2・4金曜日　午前10時～正午

入船6丁目サロンＵ♥ Ｉ 入船東管理組合集会所 入船6丁目 全年齢 毎週月曜日　午前10時30分～正午
※あんしんマンション
ライフ協力事業
※2・4月曜日に健康
相談を実施

入船6丁目ふれあいサロン 入船東管理組合集会所 入船6丁目 全年齢 毎月第4金曜日　10：00～12：00
海浜2 シニアサロン　ひのでＣａｆé 日の出公民館 日の出、明海 65歳以上 毎月第4月曜日 　午前10時～正午 ※公民館共催事業

要申込

ぽっかぽか

高洲ぽっかぽか 高洲公民館内 全域 全年齢 月曜日～土曜日　午前10時～午後5時 ☎047-721-1294（直通）
堀江ぽっかぽか 堀江3-9-22 全域 全年齢 月曜日～金曜日　午前10時～午後4時30分 ☎047-721-3737（直通）
富岡ぽっかぽか 富岡公民館内 全域 全年齢 月曜日～土曜日　午前10時～午後5時 ☎047-380-1294（直通）
当代島ぽっかぽか 当代島2-12-31 全域 全年齢 月曜日～金曜日　午前10時～午後4時30分 ☎047-319-3156（直通）

移動
ぽっかぽか

移動ぽっかぽかin富士見和貴会館 富士見5-8-34 全域 全年齢 偶数月の第４月曜日　午前10時～正午
移動ぽっかぽか
in堀江橋自治会集会所 富士見3-24-19 全域 全年齢 奇数月の第４月曜日　※１月のみ第５月

曜日　午前10時～正午
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［令和4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24日（月）
　家族介護者交流会（ともづな

富岡主催）
○10月25日（火）
　民謡踊りボランティア体験講座
○10月29日（土）
　Uセンター祭り2022
※特別企画・秋山武雄写真展の

み～11月2日（水）

11
月

○ 11 月1 日、8 日、15 日、22
日各火曜日

　聞こえのサポーター養成講座
○11月8日（火）
　絵手紙ボランティア体験講座
○11月25日（金）
　話し相手ボランティア体験講

座

社協カレンダー

第四期浦安市市民後見人
養成講座基礎編（座学）終了

　6月から開始した第四期浦安市市
民後見人養成講座は、30名を超える
多くの方が参加し、成年後見人に必

要な知識を習得するための講義、グ
ループワーク等を行いました。10月
で講義については一旦終了となり、
これより施設実習や実務研修に入り、
後見人としての資質を高めていきま
す。
　近い将来新たな市民後見人が誕生
するよう、成年後見支援センターは
サポートを続けながら、支援の受け
手支え手を超えた、お互いが支え合

える地域づくりを目指し、取り組ん
でいきます。

トピックスTopics

一般寄付　8件　54,360円 物品寄付　1件　絵本
●江頭まり子　●横川自転車店（2件）　●庚申堂
●山一興産株式会社　●ゆかた会　●株式会社キヨシゲ（2件）

●大河原一樹

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4年
7月１日〜9月30日
　　　　　（敬称略・順不同）

ボランティア体験講座

①民謡踊りボランティア体験講座

　高齢者施設等で民謡踊りを披露す
るボランティアを体験します。
とき：10月25日（火）午後2時～4時
ところ：東野パティオ　第1・2会
議室
対象：市内在住、在勤、在学の方
定員：先着10名
講師：民謡踊りグループ「陽踊」　

②絵手紙ボランティア体験講座

　ひとり暮らしの方や施設に入所さ
れている方に贈る絵手紙を作成する
ボランティアを体験します。
とき：11月8日（火）午前10時～正午
ところ：東野パティオ　第4会議室
対象：市内在住、在勤、在学の方　
定員：先着10名
講師：ボランティア絵手紙の会「つ
つじ」

③話し相手ボランティア体験講座

　高齢者の話し相手ボランティアを
体験します。
とき：11月25日（金）午前10時～
11時30分
ところ：東野パティオ　第1・2会
議室
対象：市内在住、在勤、在学の方
定員：先着10名
講師：話し相手グループ

災害ボランティア養成講座
　浦安市における災害対応と、災害
ボランティアセンターの基礎知識を
学ぶとともに、災害ボランティアセ
ンターの運営に協力いただけるボラ
ンティアを養成する講座です。
とき：12月10日（土）午後1時～4
時30分
ところ：東野パティオ　第1・2会
議室
対象：市内在住、在勤、在学の方
定員：先着30名
講師：浦安市危機管理監 河合龍也氏

　上記体験・養成講座すべて費用は
無料です。
　申込みは、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

Uセンター祭り2022
　3年ぶりにUセンター祭りが帰っ
てきます！
　Uセンター祭りは、センターを
知っていただくことや、地域の方と
の交流を目指しています。当日は団
体の発表や出店などたくさんのイベ
ントがあります。みなさまのご来場
お待ちしております。
　特別企画・秋山武雄写真展［「浦安」
青べかの消えた街の詩］も同時開催。
とき：10月29日（土）午前10時～
午後1時
※特別企画・秋山武雄写真展のみ
11月2日（水）まで開催
ところ：浦安市老人福祉センター

（愛称Uセンター）
☎351-2096　FAX351-7373
{ucenter@urayasushi-shakyo.jp
※今後の状況により、イベントは中
止・変更となる場合がございます。

富岡地域包括支援センター
相談会と介護者交流会

①出張！ともづな富岡 サミット相談会（申込不要）

　富岡地域包括支援センター（通称：
ともづな富岡）では、お買い物のつ
いでにご自身やご家族等の高齢化に
伴う心配ごとを相談できる場とし
て、サミットストアライフガーデン
浦安富岡店にて毎月出張相談会を実
施しています。時間内であればいつ
でも、予約不要で相談できます。ど
んなささいなことでもかまいませ
ん。お気軽にご相談ください。

インフォメーション
Information

とき：10月17日（月）午前10時～
正午、11 月16 日（水）午後1 時30
分～3時30分
12月16日（金）午前10時～正午
ところ：サミットストアライフガー
デン富岡店　喫茶スペース

②ともづなネット！オンライン個別相談会（要事前申込）

　お仕事等により、ともづな富岡開
所時間内に来所や電話ができない場
合や、市内在住の高齢のご親族のこ
とについて、遠方にお住いの方が相
談をしたいときには、オンライン個
別相談会をご活用ください。オンラ
イン個別相談会は、Zoomアプリを
利用したオンラインによる対面相談
です。複数人でご参加いただけます
ので、親御さんのことについて、そ
れぞれ別地域にお住いのご兄弟で一
緒に話を聞くなどの利用ができます。
とき：10月28日（金）、11月25日

（金）、12月23日（金）いずれも2部制。
【1部】午後5時15分～5時45分
【2部】午後6時15分～6時45分
対象：市内在住の高齢者（概ね65
歳以上。それ以下でも相談可）につ
いてのご相談であれば、相談者はど
なたでも可。Zoom利用環境が整っ
ている方。
申込み：右記二次元コー
ドを読み込み、申込み
フォームに必要事項を記
入の上送信してください。

家族介護者交流会（申込不要）
　家族介護者交流会は、介護者同士
で話をしたい方、悩みを相談したい
方を中心に、仲間づくりや介護の情
報交換を行う場です。介護未経験で
も、いつか来る未来にそなえておき
たい方、興味がある方の参加も大歓
迎です。
とき：10月24日（月）午後2時～3
時30分
ところ：東野パティオ　第3・4会
議室
対象：ご家族の介護をしている方。
介護に関心のある方ならどなたでも。
内容： ミ ニ 講 座【「 有 料 老 人 ホ ー
ム」ってどんなところ？】
　参加者同士の交流あり。個別相談
も受け付けます。

　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。

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

【 相 談 】
○成年後見・相続・遺言相談（弁護士）
　※東野パティオにて
　 11月8日（火）　12月13日（火）
○成年後見・相続・遺言相談（司法書士）

 ※富岡公民館にて
　10月19日（水）　11月16日（水）
　12月21日（水）
◯後見相談会（社会福祉協議会）
　※東野パティオにて
　毎月第1・3・5金曜日
　　　第2・4木曜日
　（12月29日～1月3日は除く）
◯助産師相談  ※堀江つどいの広場にて
　11月10日（木）　12月1日（木）
　1月5日（木）
◯出張！ともづな富岡サミット相談会
　※ サミットストアライフガーデン富

岡店にて
　10月17日（月）　11月16日（水）　
　12月16日（金）　
○ともづなネット！ オンライン個別
　相談
　10月28日（金）　11月25日（金）
　12月23日（金）

12
月

◯12月1日～31日
　歳末たすけあい募金運動月間
◯12月10日（土）
　災害ボランティア養成講座

　「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。
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市民後見人養成講座グループワークの様子

今年もUセンターダンサーズが出演します


