
総合福祉センターに誕生
　10月1日、常設型の災害ボランティアセンターを浦
安市社会福祉協議会内に設置しました。
　当日は式典の前に社会福祉協議会事務所入り口に災
害ボランティアセンターの看板を松崎市長の手によっ
て設置しました。その後、開設式典を市長、議長をは
じめ、関係機関・団体が出席して行いました。
　式典終了後は東日本大震災の際に浦安市の被災者や
子育て支援者の心のケアを行った、武蔵野大学教授で
臨床心理士の藤森和美氏をお招きし、開設記念講演会
を開催しました。講演会には多くの市民が参加し、災
害に対する関心の高さがうかがえました。
　常設型となった災害ボランティアセンターの主な役割

は、①災害ボ
ランティアの
養成、②災害
ボランティア
コーディネー
ターの養成、③
被災地へのボ
ランティア派

　NHK「すくすく子育て」
や読売新聞「人生案内」
の回答者としてもおなじ
みの大日向雅美氏をお迎
えして孫育て世代向けの
講演会を行います。
※�子育てまちづくり支援
プロデューサーの紙芝
居とギター演奏あり。
日時：10月28日（月）午後1時〜 3時
場所：堀江三丁目自治会集会所　堀江3-1-11
対象：市内在住のおおむね50歳以上の方　先着80名
費用：無料
申込：直接または、電話、FAX（住所、氏名、電話
　　　番号）で、浦安市社会福祉協議会へ

大日向雅美氏　プロフィール
　恵泉女学園大学大学院教授
　NPO法人あい・ぽーとステーション代表理事
　社会保障制度改革国民会議　委員
　子ども子育て会議　委員など

「孫は来てよし、帰ってよし」
大日向雅美氏による孫育て講演会

災害ボランティアセンターが
常設になりました！

万一のときに備えて―
Front�News�&�Topics
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遣、④災害に関する情報の収集・発信（フェイスブック、
ツイッター等）、⑤関係機関等との情報交流や協力体制の
整備、⑥災害時に備えた訓練の実施、⑦災害時における
運営本部の立上げ・運営などです。
　日頃から災害ボランティア活動を行い、災害への備
えを強化していきます。

東北被災地へ復興支援バスを運行 
参加者を募集
日　　程：11月9日（土）〜 10日（日）
　　　　　※1泊2日・雨天決行
行 き 先：福島県いわき市
集　　合：出発当日午前6時30分までに、浦安市総合
　　　　　福祉センター正面玄関
参 加 費：9,000円（バス代、高速代、宿泊費、昼・
　　　　　夕・朝食各1回、施設入館料、保険料含む）
対　　象：市内在住・在勤の18歳以上の方
定　　員：40人（先着順）
申 込 み：10月16日（水）〜 25日（金）午後5時
　　　　　�までに、電話または直接に下記の問合せ窓

口まで
問合せ先：浦安市災害ボランティアセンター
　　　　　（浦安市社会福祉協議会内）☎355-5520
※�今回の復興支援バスは、被災地における震災時の様
子や復興への取り組みを視察・研修することにより、
被災地の現状を理解し側面から復興支援を行うこと
を目的に運行します。行程等詳細については、社会
福祉協議会ホームページでご案内しています。

藤森和美氏による記念講演会

堀江つどいの広場
リニューアルオープン記念

災害に備えた運営を
行っていくよ。

開設式であいさつする宇田川会長
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毎号、社協情報を詳しくお届
けしていきます。



浦安市社会福祉協議会 

広告募集中

TEL047-355-5271
お問い合わせ

お仕事をご依頼ください！

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
TE 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

http://www.chibakenshakyo.net/

福祉のしごと
就職フェア
福祉のしごと
就職フェア
福祉のしごと
就職フェア inちば
日時　平成25年11月16日（土）
　　　13：00～16：00【12：30より受付開始】
会場　幕張メッセ国際会議場
　　　コンベンションホール他
　　　千葉市美浜区中瀬2-1
参加費無料！ 履歴書不要！ 入退場自由！
福祉の仕事に関する情報コーナー
社会福祉施設等との面談
千葉県福祉人材センター

TEL043-222-1294

市内には
10の支部社協
があるよ！

　高齢者に楽しんでいただけるイベントやサロンづ
くり、子育てサロンの充実など、地域のニーズに
合わせた活動を進めています。また、北部小学校
主催行事にも積極的に参加協力しています。友愛
訪問では、地域の高齢者宅へ手づくりの品をお届
けし、とても喜ばれています。

支部社協 {
社会福祉協議会の小地域福祉活動

　ふれあいサロンやバスツアー等にできるだけ多
くの方に参加していただこうと、同じ地域に住ん
でいる推進委員が高齢者宅等を訪問し、声をかけ
ています。日頃から住民同士が顔見知りになるこ
とが、災害時のたすけあいにもつながると確信し
ています。

元町の地域性を生かした
つながり

猫実4・5丁目、当代島
1北

支部社協

　ふれあいまつりやバスツアーを実施し、地域の
高齢者同士の交流の場を増やしています。堀江公
民館事業「いきいきサロン」に協力し、また、小
学校などで西1の「紙芝居」を披露し、児童に好
評です。毎年ひとりぐらしの高齢者を対象とした友
愛訪問を実施し、地域のつながりを大切にしてい
ます。

いきいきと暮らせるまちづくり
を目指した活動の取り組み

堀江3 ～ 5丁目、富士見2・3丁目
1西

支部社協

地域のなかで手を取り
合って仲良く活動

北栄1 ～ 3丁目、猫実3丁目
2北

支部社協

　高齢の方を対象としたふれあいまつり、地域ご
とに開催するサロン・日帰りバスツアー・お花見
サロンでは交流の輪が広がっています。
　子育てサロンでは、子ども達が元気いっぱいに
遊び、親子・地域の交流の場となっています。

“高齢者・子育ての孤立”
を防ごう　－交流の輪－

北栄4丁目、海楽、猫実1・2丁目
2東

支部社協

　地域における世代間交流では、舞浜幼稚園と協働
でケナフや花等の栽培を、中高年層の健康維持・向
上では、健康サロン・健康教室を、子育て中のお母
さんの交流では、子育てサロンという3本柱を活動
計画とし実施しています。また、地域の高齢者の外
出支援として、日帰りバスツアー等も企画しています。

世代間交流･健康･子育て
の3本柱で活動を推進！

堀江1・2・6丁目、富士見1・4・
5丁目、舞浜2西

支部社協

　高齢者の皆さんの生活をサポートしていくため
に、声かけや見守りをはじめとした地域での支え
あい活動を進めています。また、今年度より3年
間、千葉県より福祉教育推進団体の指定を受けま
したので、小中高等学校とともに福祉教育に取り
組んでいきます。

「笑顔  ふれあい  いきいき」
地域をつなげる

東野3丁目、弁天、鉄鋼通り、港、千鳥
2南

支部社協

推進委員は男性5名、女性
17名で、仕事をしている若
い委員も多いなか、輪を大
切に、楽しみながらサロン
活動を推進しています。

合力知江支部長より

高齢の方や小さな子
どもたちが安心して暮
らせるように、地域の

“絆”を大切に活動し
ています。

三柴金造支部長より

地域で一緒に暮らして
いる皆さんが、お互い
に助け合って暮らすこ
とができたら、すばら
しいと思います。

高梨鎭雄支部長より

53名の推進委員の皆
様と力を合わせて、各
地域の実情に合った活
動を進めています。

谷昭夫支部長より

「にしいち」は更に絆を深め
るべく、皆さんと一緒にい
きいきと暮らせるまちづく
りを目指し活動に取り組ん
でいます。

塩谷祐司支部長より
今こそ助け合い・支え合うこ
との大切さ、絆の大事さに気
づいてもらい、相手の気持ち
を考え、思いやりの心を育て
活動したいと考えています。

桑原敬和支部長より
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の
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1.　赤い羽根共同募金　　　　　　　円

2.　歳末たすけあい募金　　　　　　円

○成年後見制度・相続相談［14日（火）］

○心配ごと相談（毎週木曜日）

January1
月

○第11回ふれあい広場［10日（日）］

○ 東北被災地復興支援バスツアー

［9、10日（土、日）］

○成年後見制度・相続相談［12日（火）］

○心配ごと相談（毎週木曜日）

○第5回入門ボランティアスクール［13日（水）］

November11
月

社協カレンダー
［平成25年10月〜平成26年1月］

○赤い羽根共同募金運動［1日（火）〜12月31日（火）］
○成年後見制度・相続相談［8日（火）］
○心配ごと相談（毎週木曜日）
○ 第4回入門ボランティアスクール
　［22日（火）］

October10
月

一般寄付　15件　545,498円
○浦安ライオンズクラブ
○イマガワオートサイクル
○秋山サイクル
○横川自転車
○山一興産株式会社
○東野自治会
○富岡夏祭り実行委員会
○猫実四丁目自治会
○志賀ユリ子
○ビーナスプラザ
○ベイシニア浦安女性部会
○匿名

物品寄付　1件
○芦田　行夫

善意のご寄付
ありがとうございます！
平成25年7月4日〜 10月3日（敬称略・順不同）

◆災害時における支援のための準備金
として積立て（※全国での対応）　◆県
内福祉施設の移動用福祉車両や器具の
購入　◆浦安市内の独居高齢者等への
食事サービス　◆浦安市における地域
福祉活動の拠点づくり　◆浦安市内福
祉団体の活動助成 など

◆障がい児や交通遺児世帯・障がいが
あり施設入所されている方々への歳末
支援金　◆独居高齢者に対しての市内
小中学生からの年賀状送付事業　◆地
域で支援が必要な方々への緊急連絡先
等を記載できるカレンダー配布事業　
◆地域での福祉活動として支部社会福
祉協議会への活動助成　◆自治会等へ
の軽貨物車両貸出し事業 など

{ ◎支部社協って？　みなさんの住んでいる地域には社会福祉協議
会の支部（支部社協）があります。
　支部社協は、最も身近な社協として、「自分た
ちの地域は自分たちで良くしていこう」という理
念のもと地域の方々で組織された団体です。浦
安市内には10支部があり、それぞれの支部で
様々な地域福祉活動を行っています。

◎どんな活動をしているの？
　高齢の方、障がいのある方、子育て中の方が住み慣れた地域でいつ
までも安心して生活できるよう「ふれあいいきいきサロン」「子育てサロ
ン」、健康教室や健康をテーマとした講座、介護保険制度や相続・遺言
などの講座、自治会祭りや小中学校、保育園の行事への参加協力、外
出支援や地域の方々との交流の場づくりとして「バスツアー」の実施、
お手伝いが必要な方へのたすけあい活動や声かけ活動など、様々な取り
組みを行っています。

〜千葉県内・災害積立・浦安
市内で活用される募金として〜

〜浦安市内で活用される募金として〜

※お手数ですが「ゆうちょ銀行・郵便局」でお振込くださいますようお願いします。

赤い羽根共同募金
10月 1日～ 12月 31日

歳末たすけあい募金
12月 1日～ 12月 31日

　地域コミュニティづくり活動として高齢者・子
育て世代向けのサロン活動、バスツアーや児童育
成クラブ、こども会との交流など多世代交流を
行っています。また、広報紙「みなみの風」（年
2回発行）にて各地区の活動について紹介してい
ますので、ぜひご覧ください。

見守り助け合いの場を
充実・拡大

東野1・2丁目、富岡、今川、高洲
1南

支部社協

1

　居住区の推進委員を核としてバスツアーや多種多
彩なサロンを毎月・通年で開催。また地区全体で推進
委員会・行事・広報誌の発行、防災グッズ配布等、広
報誌いりふねに掲載しています。特徴的な事業は、年
2回募集する高齢者対象の防災グッズの配布で、現
在7期募集で10月配布予定です。既に配布した高齢
者宅には年2回グッズの点検に訪問して顔なじみとな
り、親しく会話が交わせるようになってきています。

各居住区の実状に合った活動を
広げるための居場所作り

入船
1海
浜

支部社協

　日の出・明海地区のサロン活動を充実させ、住民
同士の交流がより良い形で深められるようにとさま
ざまな活動をしています。転居したばかりで顔見知
りがいない、小さい子どもがいるのでお母さん同士
の友だちをつくりたいなど、いろいろな悩みを抱えて
いる方も、ぜひ海浜2支部の行事にご参加ください。

元気で明るく笑顔で挨拶
ができるまちづくり

日の出、明海
2海
浜

支部社協

ふれあいで　いきいき
暮らす　まちづくり

美浜
1東

支部社協

地区の推進委員さんの
ボランティア精神に支え
られ、地域の絆づくりの
ため楽しいサロンを催
しています。皆さんも
ぜひ参加してください。

宮下喜久子支部長より

先輩委員の種を引き継ぎ、子育て・高
齢者・グラウンドゴルフ・バスツアーなど
ふれあいのサロン交流が花開いていま
す。これからもみなさんに喜んでいただ
けるよう地域の輪を広げていきます。

志賀ユリ子支部長より

地域のニーズにマッチした活動
で居場所作りを進め、幅広い年
齢層の方たちが参加してみたい
と思える活動を心がけています。

上田信子支部長より

海浜2支部はサロンや
バスツアーなど色々
な活動を展開していま
す。地域の皆さまのご
協力をよろしくお願い
します。

小田榮祐支部長より

○歳末たすけあい募金運動［1日（日）〜31日（火）］
○歳末チャリティー映画まつり［7日（土）］
○成年後見制度・相続相談［10日（火）］
○心配ごと相談（毎週木曜日）

December12
月

　活動のうち最大事業は美浜中学校での福祉体験型
文化祭「美浜☆はまかぜ祭」です。午後の授業を活用し、
地域の方・PTA・福祉ボランティアの方 ・々先生・推
進委員との連携で中学生との交流を行っています。ま
た、美浜北小学校・美浜南小学校での昔遊びの授業・
ふれあい給食などを教室で開催しています。美浜公
民館で行われている高齢者サロンに協力しています。
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【日時】�11月14日（木）・15日（金）午前9時〜午後4時
　　　16日（土）午前9時〜午後3時
【場所】浦安市老人福祉センター
　　　（愛称：Uセンター）
【内容】��Uセンターの登録サークルによる

発表会や作品展示を行います。開
催期間中は一般開放となりますの
で、60歳未満の方も来館できます。

　　　※�使用券をお持ちでない方の自家
用車での来館、機能回復室・浴
室の利用はできません。

【問】浦安市老人福祉センター（愛称：Uセンター）
　　☎351-2096

●日時／ 11月10日（日） 午前10時〜午後1時30分
●場所／浦安市総合福祉センター
　市内で活動するボランティア・福祉関係団体が日頃の活動を多くの皆
さんに知っていただくとともに、赤い羽根共同募金運動の啓発を目的に
開催します。
●バザー等の販売及び活動紹介展示
●パフォーマンス
　・よさこいソーラン
　・吹奏楽演奏
　・ベーゴマ大会　等
●赤い羽根共同募金 PR

歳末
12月1日～12月31日

●社会福祉法人浦安市社会福祉協議会
〒 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
●浦安市災害ボランティアセンター
TEL 047-355-5520（10 月 16 日直通電話開通予定）

u-saigaivc@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

●�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

  

  

順天堂  
病院●  

  線 
西 

東 

浦 駅 
安 

  

  橋 
船 

西 
至 

消防署●  

⑤ 
●市役所  

市役所入口
郵便局前  郵便局  至

東
京

J
R
新
浦
安
駅

●東野保育園  

●レストラン  

④⑧⑫  

湾 
岸 
線 
路 

5

（ 
国 
道 
3 7 
号 
）   

  総合福祉センター  老人福祉センター  

●

《お振込の際のご注意（裏面）》

■自治会を通じての募金について
自治会を通じて封筒が届いた場合には、自治会の
班長さんや管理センターなど、取りまとめている
方を通じてのご協力をお願いします。
■募金の受付について
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）にて受け付けています。なお、
3面の払込取扱票にてお振込みいただくこともで
きますのでご協力をお願いします。（手数料無料）

※ その他、市役所、公民館、文化会館、行政サービスセ
ンター、福祉施設等公共施設にも設置してあります。

（郵便番号順）

あなたのやさしさが、地域福祉をささえます！

●上映日／ 12月7日（土）
●場所／浦安市文化会館大ホール

赤い羽根

迫力のパフォーマンスをお楽しみに！

全国一斉にスタート！
共同募金が

たすけあい募金

10月1日～12月31日

w

ww.a ka i ha ne .o r .j
p

A
KA

IH
ANE KYODO BOKIN

歳末たすけあい募金

歳末チャリティー映画まつり12
7

◎児童センター秋祭り 同時開催！
◎11月10日からは家族の週間だよ！

家族みんなで遊びにきてネ！

千葉県共同募金会　〒260-0026�千葉市中央区千葉港4-3�千葉県社会
福祉センター 2F�TEL�043-245-1721）
千葉県共同募金会浦安市支会　浦安市社会福祉協議会事務局�〒279-
0042�浦安市東野1-7-1総合福祉センター内�TEL�047-355-5271

平成24年度�浦安市における赤い羽根共同募金と
歳末たすけあい募金の総額は、

11,337,724円
毎年のご協力に感謝申し上げます。

市内事業所の皆様に募金箱の設置に
ご協力をいただいています！

おすすめイベントその②

第11回ふれあい広場 11
10

おすすめイベントその①

ハッピーバードセキグチ 当代島1
共栄石油㈱浦安駅前
給油所 当代島1

㈱ワイズマート浦安本店 当代島2
モンテヤマザキ浦安店 北栄1
すたじお真三 北栄2
コーヒーロースト 北栄2
浦安商工会議所 猫実1
共栄石油㈱ニュー浦
安給油所 猫実1

みのり保育園 猫実2
浦安猫実二郵便局 猫実2
青木 猫実2
シルバー人材センター 猫実2
㈲ブルックス 猫実2
浦安猫実四郵便局 猫実4

ママショップ加納ク
リーニング 美浜4

マイパティオ美浜 美浜4
共栄石油㈱浦安入船
給油所 入船4

浦安望海の街郵便局 明海4
ニッセイ総合研修所 富岡2
浦安富岡郵便局 富岡3
明治通商㈱ 富岡3
㈲東栄堂高洲店 高洲3
㈱サンアソシエイツ 弁天1
堀江郵便局 堀江5
浦安郵便局 東野1
㈱一光湾岸浦安フリー
ト給油所 東野2
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浦安ライオンズクラブ協賛

4 http://urayasu-shakyo.sakura.ne.jp うらやす社協だより　No.82 　2013年（平成25年）10月15日号

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。


