
　本年4月に浦安市社会福祉協議会会長に就任いたしました。微力ですが、皆様
のご支援ご協力をいただきながら、あたたかさと安心を実感できる地域福祉を推
進するために力を尽くしてまいりますので、よろしくお願いいたします。
　社会情勢が大きく変化するなかで、昨今の社会福祉は制度による支援と制度に
よらない支援の一体的な取り組みの重要性が増しており、とりわけ地域の皆様や
福祉団体、関係者の方々が力を合わせて地域の福祉課題に取り組む大切さを痛
感しています。
　今年度は重点事業として子育て支援事業、県下初の常設型災害ボランティアセ
ンターの運営や市民後見人の養成などを行ってまいります。
　また、社会問題となっている生活困窮状態からの早期自立・予防の支援につい
ても、中長期的な施策として取り組んでいかなければなりません。
　これらを展開していくために現在、準備が進められている市の地域福祉計画と
連動して、地域の皆様や団体の具体的な行動を示した地域福祉活動計画（平成
27年度からの5か年計画）を策定いたします。
　さらに、このような社会福祉協議会の活動を皆様によく知っていただくために
広報・啓発を充実させてまいります。
　事業の展開は地域の皆様や各団体の方々と協働して行ってまいりますが、当社会
福祉協議会は地域福祉の推進役としての役割を努めてまいりたいと考えております。

ごあいさつ

社会福祉法人
浦安市社会福祉協議会

会長　大塚　久美子

おかげさまでこのほど、老人福祉センター（愛称Uセ
ンター）が開館5周年を迎えました。たくさんの市民
の皆さんに愛され、利用されてきましたことに感謝い
たします。毎年恒例の「夏まつり」を下記のとおり開催
しますので、ぜひお越しください。

U・湯・友・遊で5周年!
rayasu

Uセンター開館5周年記念

地域をつなぐ

日　時：平成26年7月19日（土）
　　　　午前9時30分〜午後3時30分
場　所：浦安市老人福祉センター（東野1-9-1）
ライブ等出演者
　�東野小学校吹奏楽部、フラ・フイ・オハナ、東野
児童センターハッピー劇団、ホセウィリアム、青空
麒麟児、ロマニー、洋一郎

お問い合わせ　TEL�351-2096

縁日も
あります

住民相互の
たすけあい

高齢者
支援

青少年
健全育成

障がい者
支援

子育て
支援

災害ボランティアセンター
災害時体制移行訓練

堀江つどいの広場

ファミリーサポートセンター

リフト付き大型バス　スマイル号 障がい児と学生ボランティアのふれあい事業

地域の方と幼稚園児の交流

老人福祉センター

ふれあいバスツアー

東野小学校地区児童育成クラブ

夏まつり 719土

ボランティアグループによる介助
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うらやす社協の「うらちゃ
ん」です。平成26年度
も皆様のご支援をお願い
します。



福祉のしごと
施設見学会

平成26年度
福祉のしごと
施設見学会

千葉県福祉人材センター
TEL043-248-1294

第3回 平成26年度

参加者募集中！参加者募集中！
【日時】平成26年7月30日（水）
【会場】特別養護老人ホーム
　　　習志野偕生園
【問い合わせ】

浦安市社会福祉協議会 

広告募集中

TEL047-355-5271
お問い合わせ

会費
470万円
寄付金
200万円
助成金
31万8,000円

会費
402万5,750円

寄付金
164万1,681円

市補助金
8,090万
4,000円 助成金

31万8,000円

受託金
2億2,385万1,544円

利用料等
174万
1,616円

貸付金償還金
26万

3,500円

共同募金
1,027万
9,589円

自販機手数料等
1,126万2,872円

繰入金
1,714万8,102円

雑収入・繰越金等
3,631万122円

福祉運営基金等取崩
1,124万2,340円

市補助金
8,123万
8,000円

受託金
2億5,340万4,000円

利用料等
277万8,000円

貸付金償還金
60万円

共同募金
1,153万
6,000円

自販機手数料等
1,251万9,000円

繰入金
2,041万3,000円

雑収入・繰越金等
2,063万9,000円

福祉運営基金等取崩
31万円

法人運営
1億
1,444万
7,631円

地域ぐるみネットワーク
1,930万7,177円
ボランティアセンター
353万7,921円
共同募金配分
1,053万9,038円
福祉貸運営基金
18万362円
交通遺児等援護基金
30万円
福祉資金貸付
507万4,915円
福祉車両貸出
1,027万4,309円
ふれあいのまちづくり事業
2,619万4,088円

災害ボランティア
295万3,650円

障がい福祉事業
513万850円

災害ボランティア
424万9,000円

障がい福祉事業
522万6,000円

老人福祉センター
1億4,055万
7,000円

放課後健全育成事業（学童）
4,917万8,265円

法人運営
1億58万
9,000円

地域ぐるみネットワーク
3,056万2,000円
ボランティアセンター
480万9,000円
共同募金配分
1,154万9,000円
福祉貸運営基金
17万円
交通遺児等援護基金
24万1,000円
福祉資金貸付
782万円
福祉車両貸出
1,224万7,000円
ふれあいのまちづくり事業
3,773万8,000円

放課後健全育成事業（学童）
5,469万8,000円

老人福祉センター
1億2,601万
1,448円

収入 支出

収入 支出

平
成
25
年
度
決
算
額

平
成
26
年
度
予
算
額

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

○赤い羽根共同募金運動

○第4回入門ボランティアスクー

ル［21日（火）］
○成年後見制度・相続相談

○市民後見人養成講座（10月〜

12月）
○心配ごと相談（毎週木曜日）

October10
月

○災害ボランティア入門講座［7
日（日）］

○第2回入門ボランティアスクー
ル［12日（金）］

○第3回入門ボランティアスクー
ル［29日（月）］

○成年後見制度・相続相談
○心配ごと相談（毎週木曜日）

September9
月

○第1回入門ボランティアスクー

ル［8日（金）］
○災害ボランティア入門講座［30

日（土）］
○「市民後見人養成講座」説明会

○成年後見制度・相続相談

○心配ごと相談（毎週木曜日）

August8
月

社協カレンダー
［平成26年7月〜10月］

○Uセンター夏まつり［19日（土）］○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）

July7
月

一般寄付　18件　299,830円
全国友の会　浦安方面
ビーナスプラザ
浦安市バレーボール協会
今川オートサイクル
サイクルプラザ秋山
横川自転車
山一興産株式会社
株式会社三和製作所
葛南盆養愛好会
髙瀨恭子
牧瀬眞一
匿名

物品寄付　2件
長谷川治夫
匿名

善意のご寄付
ありがとうございます！
平成26年3月15日〜 7月2日（敬称略・順不同）

平成25年度決算   平成26年度予算
収　入 支　出

科目 25年度（決算額） 26年度（予算額） 経理区分 25年度（決算額） 26年度（予算額）
会費 4,025,750 4,700,000 法人運営 114,447,631 100,589,000
寄付金 1,641,681 2,000,000 地域ぐるみネットワーク 19,307,177 30,562,000
市補助金 80,904,000 81,238,000 ボランティアセンター 3,537,921 4,809,000
助成金 318,000 318,000 共同募金配分 10,539,038 11,549,000
受託金 223,851,544 253,404,000 福祉貸運営基金 180,362 170,000
利用料等 1,741,616 2,778,000 交通遺児等援護基金 300,000 241,000
貸付金償還金 263,500 600,000 福祉資金貸付 5,074,915 7,820,000
共同募金 10,279,589 11,536,000 福祉車両貸出 10,274,309 12,247,000
自販機手数料等 11,262,872 12,519,000 ふれあいのまちづくり事業 26,194,088 37,738,000
繰入金 17,148,102 20,413,000 災害ボランティア 2,953,650 4,249,000
雑収入・繰越金等 36,310,122 20,639,000 障がい福祉事業 5,130,850 5,226,000
福祉運営基金等取崩 11,242,340 310,000 老人福祉センター 126,011,448 140,557,000

計 398,989,116 410,455,000 放課後健全育成事業（学童） 49,178,265 54,698,000
計 373,129,654 410,455,000

収　入 支　出
科目 25年度（決算額） 26年度（予算額） 経理区分 25年度（決算額） 26年度（予算額）

会費 262,200 276,000 ファミリーサポートセンター 15,017,660 16,212,000
受託金等 17,002,341 17,078,000 地域福祉センター 1,110,000 1,142,000

計 17,264,541 17,354,000 計 16,127,660 17,354,000

［一般会計］

［公益事業特別会計］

及
び

（単位：円）

（単位：円）
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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）
浦安鐵鋼団地協同組合

彦田ハウジング（株）

賛助会員としてご支援いただき
ありがとうございます。
ご協力いただいている全ての法
人・事業所等については毎年3
月15日号でお知らせしています。

※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。

•中高生等対象の夏休みボラン
　ティア体験学習
•障がい児と学生のふれあい事業
•ボランティア依頼相談
•ボランティア講座開催
•ボランティア備品購入

一般会費

300円240円
（80%）

60円
（20%）

地域ぐるみ福祉活動
（10支部社協事業）

ボランティア活動
（ボランティアセンター）

•地域での居場所づくり事業
　（ふれあいサロンや子育てサロン）
•ひとりぐらし高齢者等外出支援事業
•声かけ見守り活動
•介護や脳トレ講座等の開催
•福祉教育、異世代交流の推進

浦安市社会福祉協議会 会費にご協力をお願いします

対象 会員区分 会費（年額）

地域福祉活動にご賛同いただける方
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

会費の使い道

社会福祉協議会の事業

生活への支援・
相談

◦うらやす成年後見・生活支援センターの
運営
◦法人後見として成年後見制度による支援
◦高齢者や障がいのある方で自己判断が困
難な方への福祉サービス利用援助事業に
よる支援
◦心配ごとに関する相談
◦遺言・相続等に関する弁護士による相談
◦低所得世帯等への生活福祉資金の貸付　

等

高齢者・障がい
者・団体への
支援

◦老人福祉センターの運営
◦ひとり暮らし高齢者等への食事サービス
◦手話通訳、要約筆記講座の実施
◦福祉団体への助成　等

子育て支援

◦東野小学校地区児童育成クラブの運営
◦ファミリーサポートセンターの運営
◦堀江つどいの広場（子育てサロン）事業
◦交通遺児に対しての援護　等

災害・地域活動
への支援

◦常設型災害ボランティアセンターの運営
◦大型バス、車いす対応車両、車いす、軽
貨物車両の貸出　等

団体事務 ◦民生委員児童委員協議会、保護司連絡協
議会、千葉県共同募金会浦安市支会　等

身近な地域での福祉活動として

　少子高齢化問題に対する様々な取り組みを進めていくには、身近な
地域での住民の方々の協力やつながりが大切です。
　市町村の社会福祉協議会（社協）は、地域福祉の推進を図ることを
目的に各自治体に設置されている民間福祉団体で、市町村の区域内に
おける社会福祉に関する事業の企画・実施、福祉活動への住民の参加
のための援助など様々な事業・活動を展開しています。
　社協のこうした事業・活動や身近な地域における住民同士の支援活
動にご理解とご賛同をいただき、市民の皆様方に社協の会員として会
費の納入という形で地域福祉活動にご支援いただきますよう、是非と
も皆様のご協力をお願いいたします。

私たちも社協会員です！

高齢者支援

青少年健全育成 障がい者支援

子育て支援

住民相互の
たすけあい

こんなまちをめざして
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5

お気軽にお立ち寄りください！　〜社協が運営する地域拠点〜

　身近で気軽に立ち寄れ、相談のできる場所として、
堀江フラワー通り沿いに「より処ぽっかぽか福祉の交番」
があります。
　ここでは、園芸サロンや介護講座開催、移動交番、
車いすの貸出しなどを行っています。また、お茶やコー
ヒーをご用意し、皆様のお越しをお待ちしています。

●�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
※車いすの貸出しも行っています。

より処ぽっかぽか 福祉の交番
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

懐かしくて、落ち着いた雰囲気の子育てサロン

・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
（相談例）
・ボランティアをしてみたい。
・ちょっと困った、どこの窓口にいったらい
いの？

○地域情報の発信
・地域活動の紹介。

　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開き、見守り支援や情報発信を行っています。
○サロンスペース
・サロン活動（囲碁・将棋、健康体操等）。

●�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
※車いすの貸出しも行っています。

エスレ高洲支部社協事務所

　昨年6月に再オープンした堀江つどいの広場（子育てサロン）
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
の中で親子がのんびり過ごせる場です。飲食スペースや授乳
室、昼寝ができる部屋もありますので、ぜひご利用ください。

　浦安市社会福祉協議会では、
障がいのある方々の就労・自立
支援の一助として、障がい者施
設等で製造・制作した商品を社
会福祉協議会事務所前のロビー
で陳列・販売しています。

●�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

※月1回土曜日に各種イベント等を行っています。
●�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、子育てに関するイベントなど
●�場所・連絡先：浦安市堀江3-1-8
　TEL�047-351-2646　Eメール��h-tsudoi@jcom.home.ne.jp
※�駐車場はありません。バスまたは自転車、徒歩でお越しください。

堀江つどいの広場（子育てサロン）

《お振込の際のご注意（裏面）》

いつでもお気軽に！

脳トレで介護予防

囲碁・将棋で腕くらべ

賑やかにサロン活動

●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 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

h-tsudoi@jcom.home.ne.jp
●�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
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●

元町地域にあるため、浦安
で生まれ育ち、生活をされ
てきた方の来所も多く、昔
の浦安の話や浦安の言葉に
ついて教えてくださいま
す。地域の方が安心して立
ち寄れる笑顔の絶えない
「より処」にしていきたい
と思います。

Voice 【スタッフの声】

支部社協事務所は公民
館の入っているエスレ
高洲内にあることから、
幅広い世代の方とお話
しする機会があります。
各サロンの参加者はも
ちろん、公民館の講座
に参加される方、勉強
をしに来た学生さんな
ど、みなさん気軽に声
をかけてくださいます。
これからも気軽に立ち
寄れる場所として多く
の方に利用していただ
きたいです。

Voice【スタッフの声】

家の中に居てもしゃべるこ
とがないので、近くにこう
した場所があってとても助
かります。ここに来ると色
んな情報も得られるし、お
しゃべりをするのも楽しみ
です。私にとっての『憩い
の場』です。

Voice 【利用者の声】

是非お立ち寄りください。

ふ ふく く

いろいろ取りそろえています。

つお や 小 物に

福 祉 し ょ っ ぷ

裏面の振込取扱票について
の注意事項です。
お読みになってください。
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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。


