つなぎ・結び・広げる〜出会い・ふれあい・支え合い〜 による地域づくり
うらやす社協のキャラクター
「うらちゃん」
です。
「社協だより」
のナビゲーターを務めます。
毎号、 社協情報を詳しくお届
けしていきます。
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・

社協だより新装刊

あらためまして、はじめまして。

浦安市社会福祉協議会の広報紙を、装いも新たにお届けいたします。

サイズ・デザイン・紙面構成を刷新いたしました。紙名も「うらやす社協だより」に変更しました。

“新装刊”の今回は、社協の新拠点紹介をはじめ、本年度の事業計画や予算・決算、

リ・オープンしました。
堀江つどいの広場
（子育てサロン）

社協会員などを掲載しています。

これを機会に、これまで以上のご愛読ご協力を何卒よろしくお願い申しあげます。

Front News & Topics

リ・オープンしました！

災害ボランティアセンターの常設にむけて

堀江つどいの広場

（子育てサロン）

平成23年4月1日から一時閉鎖されていた堀江つ

どいの広場（子育てサロン）が今年6月1日に再オー
プンし、当社協が運営を行っています。

初日にはオープニングイベントを開催。堀江幼稚

園児による手遊び歌、浦安女声合唱団による合唱、
バルーンアートなどで参加した皆さんに楽しいひと

ときを過ごしていただきました。施設の内容は4面
をご覧ください。

災害ボランティアセンター

浦安市社会福祉協議会の職員と役員が、震災による

津波で甚大な被害を受けた宮城県石巻市等を視察して
きました。この視察には市職員も同行し、被災した地

センターを常設に
平成23年3月11日に東日本を襲った巨大地震によ

り、本市も液状化による多大な被害を受け、当社協に
設置した災害ボランティアセンターには近隣をはじめ
全国から多くの災害ボランティアに駆けつけていただ

域や建物等の現地視察のほか、石巻市社会福祉協議会
で、当時の市内の様子や災害ボランティアセンターの
設置・運営の状況、現在のセンターの活動状況などに
ついて伺いました。

石巻市の津波による浸水範囲は、市域の約13％で

きました。

すが、その面積は約73k㎡にも及び、これは浦安市の

ている地震等の災害に備えるため、本年度、常設の災

千棟、死者・行方不明者は合わせて約3,800人を超え

このセンター運営の経験から、今後発生が予測され

害ボランティアセンターを当社協内に設置することに
なりました。

常設のセンターでは、災害ボランティアセンター運

営訓練をはじめ、ボランティアの養成講座、各種研修
浦安女声合唱団の
さわやかな歌声で
会場を魅了

石巻市を視察しました …視察報告…

面積の約4.3倍にあたります。また被災家屋は約5万4
ています。

石巻市社協も津波による被害を受け、災害ボランティ

アセンターは、石巻専修大学の協力を得て大学構内に

設置されました。センターには全国から多くのボランティ

会、啓発活動、資機材の整備等を行っていく予定です。

アが駆けつけ、広大な敷

ホームページなどでお知らせしていきます。

アの野営テント（多い時

センターの事業内容や開設スケジュール等は、今後、

地の一部にはボランティ

で約500張り）が張られ
ていたとのことです。

今回の視察で得られた

石巻市海岸線沿いの瓦礫

情報や石巻市社協から教
示いただいた内容は、今
後の常設センターの設

置・運営の参考にしてま
堀江幼稚園児が元気に合唱

オリエンテーション

土砂撤去活動

いります。

専修大学駐車場（ボランティア用駐車場に）
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出会い・ふれあい・支え合い
平成25年度

浦安社協が
地域福祉の
架け橋に☆

浦安市社会福祉協議会事業計画
うらやす地域福祉活動計画 II の基本理念である、
「つなぎ・結び・広げる〜出会い・ふれあい・支え合い〜」
に基づき地域福祉の推進に取り組んでまいります。
ボランティアセンター

支部社協の活動

ボランティア
をしたい人とお
手伝いを必要と
する人をつない
でいます。

○ボ ランティア
に関する相談
受付、登録
○ボランティア
の育成、講座
の開催

皆さんがお住まいの地域には社会福祉協議会の
支部（支部社協）が組織されています。支部社協
は、地域の方々が「自分たちの地域は自分たちで
良くしていこう」という目的や考え方のもとに組
織された任意の団体です。

浦安市内には、東・西・南・北・海浜ごとに2
つずつ、合計10支部があり、それぞれの支部では、
高齢者サロン、子育
てサロン、福祉や健
康に関する講座の開
催、見守り、助け合

福祉体験教室（車いす体験）

○ボランティア情報の受発信
○ボランティア関係保険の手続き
○福祉機材の貸出

い活動等の地域福祉
活動を行っています。

会話もはずむサロン活動

成年後見・生活支援センター

福祉関係団体事務局

ご自分で金銭や大切な財産書類等を管理するこ
とが困難な高齢者や障がいのある方の財産や権利
を守り、安心して日常生活が送っていただけるよ
う支援を行っています。
○成年後見制度に関する相談・啓発

各種団体が地域での役割を果たしていただける
よう、社協が事務局の役割を担っています。
○浦安市ボランティア連絡協議会
○浦安市民生委員児童委員協議会
○浦安市保護司連絡協議会

高齢者・障がい者の外出支援
高齢者・障がい者を対象に、車いすに乗ったま
ま利用できる軽自動車「ハートフル号」の貸出し
を行っています。また、高齢者・障がい者などの
社会参加を促進するため、団体が主催する行事に
大型バス「きずな号」やリフト付き大型バス「ス

マイル号」
（いずれも運転手付き）の貸出しを行っ
ています。

きずな号

老人福祉センター（愛称：U センター）
市内にお住まいの60歳以上の方を対象とした
施設で、健康増進及び教養の向上を図るとともに
レクリエーションなどを楽しむことができます。
カラオケ、囲碁・将棋、各種教室など、毎日多く
の方で賑わっています。
◆利用時間
午前９時〜午後４時
休館日／日曜・祝祭日・年末年始
問い合わせ／老人福祉センター ☎351-2096

○法人後見の受任
○成年後見、相続、遺言に関する弁護士相談
（予約制・無料）
○福祉サービス利用援助事業（福祉サービスの利
用手続きや金銭管理などのお手伝い）
○心配ごと相談

○千葉県共同募金会浦安市支会

地域福祉センターの管理・運営
地域での福祉活動やボランティア活動を行って
いる団体等の活動拠点として使用していただくた
めに「浦安市地域福祉センター」の管理を行って
います。
◆利用時間
午前９時〜午後５時 休館日／祝祭日

◆生活福祉資金
低所得・高齢者・障がい者世帯等に、福祉資金
や教育支援資金などの貸付けを行っています。
（他
制度が優先となります。）
◆総合支援資金
失業や収入の減少等により、生活の維持が困難
となった世帯に貸付けを行っています。

東野小学校地区児童育成クラブ
保護者が就労などで昼間に留守になる家庭の小
学校1 〜４年生の児童を対象に、放課後や夏休み
などに保育を行っています。

園児たちと一緒に

福祉活動団体への支援

貸付事業

※利用にあたっては団体登録が必要です。

福祉活動を行っている団体の活動を支援し、ま
た団体との協働事業を実施しています。
○共同募金配分金による活動助成
○ふれあい広場の開催
○福祉しょっぷ「ふくふく」の運営
自治会等による地域活動への支援として、軽貨
物車両の貸出しも行っています。

※ハローワークへの求職申込みと職業相談が必要です。
※貸付けにあたっては一定の用件を満たす必要があります。

福祉教育

うらやすファミリー・サポート・センター

学校や地域で行う福祉教育の相談や福祉教材
（高齢者疑似体験用器材や車いす等）の貸出しを
行っています。

「子育てを援助してほしい人」と「子育てを援助
したい人」
、
「両方を希望する人」が会員として登
録し、地域で子育ての支援を行っています。

会員募集中

（60才以上の方）

公益社団法人

浦安市シルバー人材センター
〒279-0004 浦安市猫実2-12-7

T E L 047-355-4001
FAX 047-355-4002
ご葬儀は
安心・信頼・誠実の

シルバー葬祭部

10120-384-680

官公需適格組合

浦安市書店協同組合

お仕事をご依頼ください！

４

スマイル号

〒279-0002 浦安市北栄
TEL

FAX

2-10-23
047-352-6016

「 ふくふく」で は、
障がい者福祉施設
で作られた小物や
クッキーなどを展
示・販売しているよ！

広告募集中

浦安市社会福祉協議会
お問い合わせ

TEL 047-355-5271
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平成 24 年度決算及び平成 25 年度予算
［一般会計］

社協カレンダー

繰入金
3,942万8,509円

県社協補助金
260万0,000円

市補助金
7,483万
8,000円

自販機手数料等
924万8,686円
共同募金
1000万
4,540円

老人福祉センター
1億2,602万
助成金
21万8,000円 1,299円

収入

貸付金償還金
45万
3,000円
利用料等
183万
8,778円

平成
年度予算額

25

市補助金
8,193万
8,000円

共同募金
1,159万
4,000円

収入

貸付金償還金
60万0,000円

ふれあいのまちづくり事業
2,534万8,674円

福祉車両貸出
840万2,890円

放課後健全育成事業（学童）
4,959万2,000円

地域ぐるみネットワーク
2,676万1,000円

法人運営
1億
1,006万
7,000円

寄付金
300万0,000円
県社協補助金
0円
老人福祉センター
1億2,597万
0,000円

支出

ボランティアセンター
447万1,000円
共同募金配分
1,161万5,000円
福祉貸運営基金
1,020万0,000円
交通遺児等援護基金
42万1,000円
福祉資金貸付
503万4,000円

障がい福祉事業
513万1,000円

福祉車両貸出
1,175万5,000円
ふれあいのまちづくり事業
2,585万9,000円

災害ボランティア
295万4,000円

平成 24 年度決算及び平成 25 年度予算［公益事業特別会計］
収 入
24 年度
（決算額） 25 年度
（予算額）
経理区分
238,800
276,000 ファミリーサポートセンター
15,209,900
16,491,000 地域福祉センター
15,448,700
16,767,000 計

科目

会費
受託金
計

9

支 出
24 年度
（決算額） 25 年度
（予算額）
14,502,670
15,657,000
1,050,000
1,110,000
15,552,670
16,767,000

続相談
○成年後見制度・相
週木曜日）
○心配ごと相談（毎

September

○成年後見制度・相続相談
○心配ごと相談（毎週木曜日）
○第2回入門ボランティア
スクール
○第3回入門ボランティア
スクール

10

交通遺児等援護基金
24万0,960円
福祉資金貸付
432万5,170円

助成金
31万8,000円

受託金
2億2,031万9,000円

利用料等
176万3,000円

支出

会費
520万0,000円

自販機手数料等
1,105万6,000円

共同募金配分
1,027万6,911円

災害ボランティア
103万4,000円

福祉運営基金等取崩
1,029万0,000円

繰入金
2,506万3,000円

ボランティアセンター
351万3,760円

福祉貸運営基金
2,633万5,059円

障がい福祉事業
451万9,486円

受託金
2億0,250万3,506円

雑収入・繰越金等
1,868万9,000円

法人運営
1億
1,691万
1,283円

August

8

October

月

年度決算額

24

寄付金
179万8,735円

地域ぐるみネットワーク
902万8,314円

○社会を明るくする
運動強調月間
○心配ごと相談（毎
週木曜日）
○第1回入門ボラン
ティア
スクール

月

平成

雑収入・繰越金等
107万6,581円

放課後健全育成事業（学童）
3,840万6,537円

［平成 25 年 7 月〜 10 月］

July

月

会費
420万6,822円

7

月

収 入
支 出
科目
24 年度
（決算額） 25 年度
（予算額）
経理区分
24 年度
（決算額） 25 年度
（予算額）
会費
4,206,822
5,200,000 法人運営
116,911,283
110,067,000
寄付金
1,798,735
3,000,000 地域ぐるみネットワーク
9,028,314
26,761,000
市補助金
74,838,000
81,938,000 ボランティアセンター
3,513,760
4,471,000
県社協補助金
2,600,000
0 共同募金配分
10,276,911
11,615,000
助成金
218,000
318,000 福祉貸運営基金
26,335,059
10,200,000
受託金
202,503,506
220,319,000 交通遺児等援護基金
240,960
421,000
利用料等
1,838,778
1,763,000 福祉資金貸付
4,325,170
5,034,000
貸付金償還金
453,000
600,000 福祉車両貸出
8,402,890
11,755,000
共同募金
10,004,540
11,594,000 ふれあいのまちづくり事業
25,348,674
25,859,000
自販機手数料等
9,248,686
11,056,000 災害ボランティア
1,034,000
2,954,000
繰入金
39,428,509
25,063,000 障がい福祉事業
4,519,486
5,131,000
雑収入・繰越金等
1,076,581
18,689,000 老人福祉センター
126,021,299
125,970,000
福祉運営基金等取崩
27,725,050
10,290,000 放課後健全育成事業
（学童）
38,406,537
49,592,000
計
375,940,207
389,830,000 計
374,364,343
389,830,000
福祉運営基金等取崩
2,772万5,050円

3

募金運動
○赤い羽根共同
・相続相談
○成年後見制度
（毎週木曜日）
○心配ごと相談
ランティア
○第4回入門ボ
スクール

善意のご寄付
ありがとうございます！
平成25年3月12日〜 7月3日（敬称略・順不同）

一般寄付

18件

341,655円

○シーガーデン新浦安管理組合
○江川第一クラブ ○イマガワオートサイクル
○志賀ユリ子
○Uセンター ゆかた会
○横川自転車
○秋山サイクル
○青少年相談員
○葛南盆養愛好会

○山一興産株式会社
○ビーナスプラザ
○藤菊会
○あすか21

○三悠プロセス共同作業所
○株式会社三和製作所 ○匿名

物品寄付

3件

○匿名

社協募金箱寄付

1件

1,699円

○浦安市社会福祉協議会（窓口）

き り と り 線

平成 25 年度

浦安市社会福祉協議会
会員・会費のお願い

1.

一般会員

1口

300円（

口）

2.

特別会員

1口 1,000円（

口）

3.

賛助会員

1口 2,000円（

口）

き り と り 線

き り と り 線

社会福祉協議会が身近な地域で取
り組んでいる子育て支援や高齢者サ
ロン、ひとりぐらし高齢者の見守り
活動などの事業に対しまして、市民
の皆さまのご理解をいただき、会員
（会費）として、身近な地域での福
祉活動にご支援・ご協力をお願いい
たします。

《自治会にご加入の皆様方へ》
現在、自治会のご協力をいただき
まして「社会福祉協議会会員・会費
のお願い」をさせていただいており
ます。何卒ご協力の程よろしくお願
いいたします。
会員の種類

一般会員 一般世帯の方

会費
（年額）

１口

300円

社協の地域福祉
特別会員 活動に特にご協 １口 1,000円
力いただける方

賛助会員 法人・事業所等 １口 2,000円

き り と り 線

※お手数ですが「ゆうちょ銀行・郵便局」にてお振込いただけますようお願いいたします。
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社協の拠点です。どうぞよろしく！
身近で気軽に立ち寄れる処・相談できる処

ふれあいサロンや見守り支援、相談窓口など

より処 ぽっかぽか・福祉の交番

エスレ高洲支部社協事務所

身近で気軽に立ち寄れる
処、相談のできる処として
「より処 ぽっかぽか・福祉
の交番」が堀江フラワー通
りにオープンしています。
この場所は、支部社会福
祉協議会の活動拠点、福祉
に関するさまざまな相談な
どを気軽にできる場所、ま
た福祉情報の発信場所とし
て、身近な地域の中で活用
していただければと思って
います。
どうぞお気軽にお越しください！

地域の人が集まる交流スペースとして、ふれあいサロンの実施や身近な地域
の福祉相談窓口を展開し、見守り支援や情報発信ができる場となる地域福祉活
動の拠点です。
○サロンスペース
・サロン活動（囲碁・将棋、
健康体操等）。
・自由にお休みやお絵かき
ができるスペース。
○福祉・ボランティアに関
する相談
・ボランティアをしてみたい。
・ちょっと困った、どこの窓口
いつも元気に健康体操
にいったらいいの？
○地域情報の発信
・地域活動の紹介。

いつでもお気軽に！

●開所日・時間：月曜日〜金曜日（土曜日・日曜日・
祝日 及び 年末年始はお休み）
午前10時〜午後4時30分
●場所・連絡先：浦安市堀江3-9-22
TEL/FAX 047-721-3737
E メール h-shibushakyo@jcom.home.ne.jp

賑やかにサロン活動

懐かしくて、落ち着いた雰囲気の子育てサロン

NE

W

堀江つどいの広場（子育てサロン）

平成23年4月1日から一時閉館していた「堀江つどいの広
場（子育てサロン）
」が今年6月1日に再オープンしました。
「堀江つどいの広場」は、長い間浦安の医療に貢献してきた
旧濱野医院住宅（昭和4年建築）の建物を利用し、たたみ敷
きのあたたかい雰囲気の中で子育てサロンを行っています。

●開所日・時間：月曜日〜金曜日（土曜日・日曜日・
祝日 及び 年末年始はお休み）午前9時〜午後5時
●対象：3歳以下のこどもとその保護者
※こどものみの利用は不可
●内容：親子の交流、育児相談、子育てに関するセ
ミナーなど
●場所・連絡先：浦安市堀江3-1-8
TEL 047-351-2646
※駐車場はありません。バスまたは自転車、徒歩で
おいでください。

●開所日・時間：月曜日〜土曜日（祝日・年末年
始・休館日を除く） 午前10時〜午後5時
●場所・連絡先：浦安市高洲5-3-2
TEL 047-721-1294 FAX 047-721-1295
E メール t-shibushakyo@jcom.home.ne.jp

Voice

堀江つどいの広場の
スタッフの多くは、以
前開設していたときの
ベテランスタッフです。
区画整理による2年間
の休業中、今か今かと
再開を期待されていま
した。
「田舎のおばあちゃんの家にきたみたい。」
「こういう和風のお家は、すごく落ち着き
ますね。」
「二人目三人目が産めたのは、かつてのつどいの広場があったおかげです。」
等々、多くの声をいただいています。
子育て中のママ達パパ達のほっとする場になればいいなと思います。
お近くに来られたら是非お立ち寄りください。スタッフ一同笑顔でお待ちしています。

市民の方々の身近な心配ごとや悩みごとの相談先として、成年後見
制度のほか、様々なご相談に応じています。どうぞお気軽にご利用く
ださい。
福祉サービス利用援助事業
高齢の方や障がいのある方が安心して地域生活を送れるように、福
祉サービスについての情報提供や手続きのお手伝い、利用料の支払い
や生活費の払戻など金銭管理のお手伝いを行っています。
成年後見制度に関する相談・啓発
成年後見制度って何？どのように利用するの？などの疑問にお答え
し、制度利用をサポートしています。また、制度に関する講演会や出
前講座などを行っています。
法人後見の受任に関する事業
社会福祉協議会が法人として後見等を引き受けるものです。
※対象者は、浦安市に居住する住民税非課税者で、市長申立てをした方、
または福祉サービス利用援助事業の利用者等となります。
成年後見制度・相続・遺言の弁護士相談（予約制・相談無料）
●相談日：毎月第2火曜日午後1時30分〜 3時30分（相談時間は一人45分）
●会 場：総合福祉センター 2階相談室
将来認知症になった時に備えたい、相続について詳しく知りたい、
遺言書を作りたいなど成年後見制度・相続・遺言などについて、弁護
士がお答えします。

〒 279-0042 浦安市東野 1-7-1
総合福祉センター内
TEL 047-355-5271 FAX 047-355-5277
shakyo@jcom.home.ne.jp

●うらやすファミリー・サポート・センター
TEL 047-700-6601 famisapo@jcom.home.ne.jp
●うらやす成年後見・生活支援センター
TEL 047-355-5271 sodan-shakyo@jcom.home.ne.jp
●浦安市ボランティアセンター
TEL 047-380-8864
urayasuvc@jcom.home.ne.jp
……………………………………………………………………
●浦安市老人福祉センター
〒 279-0042 浦安市東野 1-9-1 TEL 047-351-2096
FAX 047-351-7373
http://urayasu-shakyo.sakura.ne.jp/senior
●エスレ高洲支部社協事務所
〒 279-0023 浦安市高洲 5-3-2 TEL 047-721-1294
t-shibushakyo@jcom.home.ne.jp
●東野小学校地区児童育成クラブ
〒 279-0042 浦安市東野 1-7-3 TEL 047-304-1880
higashino-club@jcom.home.ne.jp
●より処 ぽっかぽか 〜福祉の交番〜
〒 279-0041 浦安市堀江 3-9-22 TEL 047-721-3737
h-shibushakyo@jcom.home.ne.jp
●堀江つどいの広場（子育てサロン）
〒 279-0041 浦安市堀江 3-1-8 TEL 047-351-2646
線
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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。

至東京

うらやす成年後見・生活支援センター（浦安市社会福祉協議会内）
相談受付 ： 月〜金曜日（祝日・年末年始を除く）午前8時30分〜午後5時
TEL：355-5271 FAX：355-5277 E-mail： sodan-shakyo@jcom.home.ne.jp

●社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会

JR新浦安駅

心配ごと相談
●相談日：毎週木曜日午後1時〜 3時
●会 場：総合福祉センター 2階相談室
心配ごと相談専用電話：353-2288
【ご相談はこちらまで…】

私達が堀江つどいの広場のスタッフです！

堀江つどいの広場
スタッフの声

うらやす成年後見・生活支援センターの相談事業

《お振込の際のご注意
（裏面）
》

囲碁・将棋で腕くらべ

●東西線浦安駅前、東京ベ
イシティ交通バス④⑧⑫
番線で
『市役所入口郵便
局前』
下車、徒歩 3 分
●京葉線新浦安駅北口、東
京ベイシティ交通バス⑤
番線で
『東野保育園』
下車
徒歩 1 分
●京葉線新浦安駅南口、又
は舞浜駅南口おさんぽバ
ス
「舞浜線」
で 26 番『総合
福祉センター』下車すぐ
環境にやさしい
植物油インキを
使用しています。

