
　浦安市社会福祉協議会では浦安市及び UR 都市機構と協働により、乳幼児と子育て中
の親が交流できる場所として「子育てサロン」を望海の街集会所にオープンしました。
家事や子育てで忙しい毎日のひとときを、一緒に楽しくすごしませんか。
※詳しい開所日時等は2面をご覧ください。

望海の街 子育てサロンオープン!

　赤い羽根共同募金運動は、民間の社会福祉
活動を財源面で支えていくため、住民の参加に
よる自主的な活動として、今年も10月1日より
全国で一斉に展開されます。
　皆様からのあたたかい善意は、千葉県内の民
間社会福祉施設や福祉団体への支援と、地震
や台風などの災害時の支援（災害ボランティア
支援、被災者への災害見舞金の配分等）浦安
市における地域福祉事業（ひとり暮らしの高齢
者への食事サービスや寝たきりの高齢者の見守
りサービス、地域福祉活動の拠点づくり、障が
い福祉団体や母子家庭の支援等）に役立てられ
ます。
　皆様のご協力をよろしくお願いします。
※募金の払込取扱票を3面に記載しています。

赤い羽根共同募金が
全国一斉にスタート！ 10月1日～

12月31日
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あなたのやさしさが、地域福祉をささえます！

●日時／ 11月9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・福祉関係団体が集い、開催し
ます。バザーでは掘り出し物がたくさんあります。ぜひ遊びに
きてください。なお、バザー等の売上の一部は赤い羽根共同募
金にご協力いただいております。
●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　等
●赤い羽根共同募金 PR

いろいろなパフォーマンスをお楽しみに！

◎児童センター秋祭り 同時開催！
◎11月9日からは家族の週間だよ！

みんなきてネ！

第12回ふれあい広場
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「うらちゃん」です。
今回の特集は
子育て支援です。



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

浦安市社会福祉協議会 

広告募集中

TEL047-355-5271
お問い合わせ

社協の子育て支援
　地域福祉の推進の一つとして、社協では、少子化や核家族化等にともなう
子育ての孤立化、子育てへの不安などのない、安心して子どもを育てられる
環境づくりに取り組んでいます。
　今回は、日常の中で気軽に子育てについて話ができ、子育て中の親子同士
が交流できる子育てサロン、子育てを地域で支えることができるファミリー
サポートセンターをご紹介します。

特 集

支援計画に基づいて定期
的に利用者宅を訪問し、
必要に応じた福祉サービ
ス利用の援助や預貯金の

出し入れや支払代行などを行う人を生
活支援員と呼びます。
詳細は、うらやす成年後見・生活支援
センター（社会福祉協議会内）までご連
絡ください。

（担当：浅野）

福祉サービス利用援助事業の

生活支援員を
募集しています

生活
支援員
とは？

 1面で紹介したように、望海の街にも子育て
サロンが誕生しました。ぜひ利用ください。

望海の街 子育てサロン

●開所日時 ：毎月第1・3月曜日（対象：0歳児・妊婦）、
　　　　　　  第2・ 4木曜日（対象：1 〜 2歳児）
　　　　　　 午前10時〜午後3時
※ 祝日や会場の都合で曜日等の変更があります。
※ 下記の平成26年度開催予定表をご確認のうえお越しく

ださい。
●場所：UR 望海の街集会所（明海4-2）
●持ち物：バスタオル・いつものお出かけセット
※ ランチタイム（12：00 〜 13：30）ご利用の方はお

弁当＆水筒をご持参ください。
※ 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。
☆ 子育て支援センター・幼稚園等による、手遊び・歌・

体操や、保健師による育児相談や栄養士による栄養相
談・離乳食相談も行う予定です。日程が決まり次第、
社会福祉協議会 HP や掲示板でお知らせします。

●お問い合わせ：エスレ高洲支部社協事務所
　TEL047-721-1294　
　E メール t-shibushakyo@jcom.home.ne.jp
　 月〜土曜日／ 10時〜

17時（日・祝日、年
末年始、公民館休館
日を除く）

〜明るくて暖かい〜 NEW!

　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医院（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、お昼寝ができる部屋もありますので、ぜひ
ご利用ください。
●開所日時：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
●持ち物：いつものお出かけセット
●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：浦安市堀江3-1-8
●連絡先： 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
〜懐かしくて落ち着く〜

●

〒

★

イトーヨー
カドー

浦安望海の街郵便局

海園の街
保育園

望海の街
子育てサロン

明海第2街区公園

（望海の街 集会所）

※ は第1・3月曜日以外の日程。なお、開催日は変更になる場合もあります。

【平成26年度開催予定表】
対象：０歳児・妊婦 対象：１〜２歳児

第１月曜 第３月曜 第２木曜 第４木曜
10月 20日 23日
11月 ※お休み 17日 13日 27日
12月 １日 15日 11日 25日
１月 ５日 ※26日（第４） ８日 22日
２月 ２日 16日 12日 26日
３月 ２日 16日 12日 26日★

堀江つどいの
広場

境川
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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

○ 歳末たすけあい募金運動［1日（月）〜

31日（水）］
○成年後見制度・相続相談［9日（火）］

○歳末チャリティー映画まつり［20日（土）］

○心配ごと相談（毎週木曜日）

December12
月

　社会福祉協議会の支部（市内に10支部）
の活動の一つとして、公民館や自治会集会所
を利用して子育てサロンを開設していますの
で、お近くのサロンをご利用ください。
　開催日時、場所など詳しくは社会福祉協議会

（TEL 047-355-5271）にお問い合わせい
ただくか、ホームページ（http://urayasu-
shakyo.sakura.ne.jp）をご覧ください。

支部社協の子育てサロン

※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。

○成年後見制度・相続相談［13日（火）］
○心配ごと相談（毎週木曜日）

January1
月

○ふれあい広場［9日（日）］
○成年後見制度・相続相談［11日（火）］
○ 東北被災地復興支援バス［29日（土）

〜30日（日）］
○心配ごと相談（毎週木曜日）

November11
月

社協カレンダー
［平成26年10月～平成27年1月］

○ 赤い羽根共同募金運動［1日（水）〜
12月31日（水）］

○ 市民後見人養成講座［5日（日）〜、全8回］
○入門ボランティアスクール［21日（火）］
○心配ごと相談（毎週木曜日）

October10
月

一般寄付　12件　424,429円
○浦安ライオンズクラブ
○今川オートサイクル
○秋山サイクル
○横川自転車
○ビーナスプラザ
○山一興産株式会社
○富岡夏まつり実行委員会
○オーランド市民派遣団の会
○ベイシニア浦安女性部
○杉山かおる
○匿名

物品寄付　2件
○くまプロジェクト
○匿名

善意のご寄付
ありがとうございます！
平成26年7月3日〜 10月3日（敬称略・順不同）

　児童を放課後に保育をするお仕事です。
対　　象●60歳未満の方（高校生不可）
資　　格●特に資格は要しません。
　　　　　※ 保育士・幼稚園・学校教諭の有

資格者優遇
給　　与● 時給960円〜（有資格者は研修8週後

1,030円〜）※以降、当該規程により
昇給。交通費別途支給

時　　間● （通常事業時）月〜金： 13：00〜
19：00（夏休み期間など）月〜金： 
8：00〜19：00（うち8時間勤務）

　　　　　※ シフトにより土曜勤務、月1回
程度あり

勤務日数●週3日〜週5日（曜日応相談）
勤務開始● 11月4日（火）を予定しています
　　　　　※応相談可能です。
勤 務 地●東野小学校地区児童育成クラブ
　　　　　浦安市東野1-7-3
応　　募● 10月21日（火）までに下記あて履

歴書をご持参またはご郵送（必着）
ください。

　　　　　※ 書類選考のうえ、10月24日（金）
に面接試験。

◎アルバイトも随時募集しています。

学童保育（児童育成クラブ）
指導員募集！

浦安市社会福祉協議会（担当：若月）

〜地域に拡がる子育て支援〜

気軽に遊びに来てね

　うらやすファミリー・サポート・センターは、育児の援助を受けたい人（おねがい会員）、育児の援助
を行いたい人（まかせて会員）、両方とも希望する人（どっちも会員）が地域の中で支え合いながら子
育てを行う会員組織です。働きながら子育てをしている方、現在子育て中の方、これから子どもを生み
たい方の子育ての不安や負担を和らげ、地域で子育てを応援しています。

●お問い合わせ
うらやすファミリー・サポート・センター（総合福祉センター内）
TEL 047-700-6601　FAX 047-700-6602
月曜日〜土曜日／ 9時〜 17時（日・祝、年末年始休み）

うらやすファミリー・サポート・センター

ファミリー・サポート・センターでは常時会員募集中です。
お気軽にお問合せください。

（子育ての援助をしてほしい人）1,678人

1位　習いごとへの送迎 ･･････････････････････････435件
2位　保育所・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり ････341件
3位　保育所・幼稚園の送迎 ･･････････････････････242件
その他・保育所・幼稚園の登園前の預かり
　　　・学童保育の迎え及び帰宅後の預かり
　　　・新生児・宿泊の預かり
　　　・買い物等外出の間、リフレッシュなど

（子育ての援助をしたい人） 
315名

（両方希望する人）
317名

お願い会員

まかせて会員 どっちも会員

  援助活動動内容と件数　＜平成26年4月〜 6月　1,539件＞

はい。 ケースとして多いの

は、 お子さんの送迎や預

かりです。 ほかにも、 いろ

いろとサポートします。

どんなことをお願いできるの？

私ができることを

お手伝いしています

〜地域で子育て・みんなで子育て〜

3うらやす社協だより　No.862014年（平成26年）10月15日号 http://urayasu-shakyo.sakura.ne.jp
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歳末チャリティー映画まつり 12
20

《お振込の際のご注意（裏面）》

〒 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
（総合福祉センター内の施設）…………………………………
●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
FAX 050-3153-2421

（その他の施設）…………………………………………………
●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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  総合福祉センター  老人福祉センター  

●

歳末たすけあい募金

●上映日／ 12月20日（土）
　 1回目：10:00 〜、2回目13:30 〜
　 ※開場は各30分前

●場所／浦安市文化会館大ホール
上映作品「きな子～見習い警察犬の物語～」
日本一有名なズッコケ見習い警察犬・きな子と
見習い訓練士の実話から生まれた感動の物語。

料金／前売り：大人1,000円、高校生800円、
　　　　　　　 小・中学生500円、障がい者の

方は500円（付き添いの方1人ま
で500円）

　　　　　　　※当日料金は200円増し
チケット販売／  11月10日㈪から浦安市社会福

祉協議会窓口、浦安市文化会館、
市民プラザほか

12月1日～
12月31日

歳末たすけあい募金

浦安
ライオンズクラブ

協賛

平成25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、

11,438,377円でした

毎年のご協力に感謝申し上げます。

赤い羽根共同募金（一般募金）5,068,653円
歳末たすけあい募金　　　　　6,369,724円

【日時】11月29日（土）・30日（日）7時30分出発　※一泊二日
【場所】総合福祉センター集合、宮城県石巻市、福島県相馬市他
【対象】市内在住・在勤　18歳以上　先着30名
【内容】石巻市社会福祉協議会職員による講話、石巻市内視察、

福島県相馬市にて花植えボランティア活動等
【費用】12,000円（バス代、高速代、宿泊費、昼2回、夕、朝各1回、

施設入館料、保険料含む）
【申込】11月14日までに直接窓口もしくは電話・FAX・メールにて氏

名、生年月日、住所、連絡先電話番号を記入の上下記まで申込
【問い合わせ】浦安市災害ボランティアセンター
　TEL355-5520 FAX050-3153-2421
　mail u-saigaivc@jcom.home.ne.jp

東北被災地復興支援バス 参加者募集中

■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、自治会や管理セン
ターなどを通じてご協力をお願いします。
■共同募金会での募金受付について
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。（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。

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！
ハッピーバードセキグチ 当代島1
共栄石油株式会社　
浦安駅前給油所 当代島1
株式会社ワイズマート
浦安本店 当代島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
共栄石油株式会社　
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
有限会社　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
やすらぎカフェS-FRO 
NT 入船1

共栄石油株式会社　
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
明治通商株式会社 富岡3
有限会社　東栄堂高洲店 高洲3
浦安市特別養護老人ホーム 高洲19
堀江つどいの広場 堀江3
より処 ぽっかぽか〜
福祉の交番〜 堀江3
堀江郵便局 堀江5
浦安郵便局 東野1
児童センター 東野1
浦安市社会福祉協議会 東野1
株式会社　一光湾岸
浦安フリート給油所 東野2
浦安オイルサービス株式会社   
浦安インター給油所 富士見4

浦安鉄鋼団地協同組合 鉄鋼通
り２Ⓒ2010「きな子〜見習い警察犬の物語〜」製作委員会

氏　名 選出母体
森下　靖子 民生委員児童委員協議会
鈴木　由起子 民生委員児童委員協議会
神野　紳一郎 民生委員児童委員協議会
吉田　和枝 民生委員児童委員協議会
笠井　和枝 民生委員児童委員協議会
鈴木　忠雄 自治会連合会
大川　幸子 婦人の会連合会
毎田　久子 婦人の会連合会
石川　紀子 婦人の会連合会
増田　千嘉子 婦人の会連合会

浦安市社会福祉協議会役員等の体制が変わりました。

評議員
任期　平成26年9月1日〜平成28年8月31日

氏　名 選出母体
会　長

大塚　久美子 学識経験者
副会長

渡邊　武 民生委員児童委員協議会
中澤　潤 学識経験者

理　事
渡邉　聰子 自治会連合会
鈴木　成子 婦人の会連合会
等々力　愛子 ボランティア連絡協議会
江澤　勇一 保護司連絡協議会
武内　朗 了徳寺大学
柳内　光子 商工会議所
佐藤　光男 千葉県社会福祉士会
小田　榮祐 老人クラブ連合会
篠田　哲寿 民間保育協議会
髙梨　鎭雄 社会福祉協議会支部
植草　工 福祉関係行政機関

常務理事
中谷　和久 学識経験者

理事・監事・顧問
任期　平成26年9月2日〜平成28年9月1日

氏　名 選出母体
吉田　良子 婦人の会連合会
冨澤　弘恵 青少年相談員連絡協議会
草場　聖子 保護司連絡協議会
佐山　栄子 老人クラブ連合会
室　洋二 ボランティア連絡協議会
八ッ橋　美穂 ボランティア連絡協議会
芝﨑　章吾 民間保育協議会
相馬　茂 身体障がい者福祉会
川口　英樹 手をつなぐ親の会
醍醐　許子 母子寡婦福祉会
田中　光世 母子保健推進員
大塚　三枝子 赤十字奉仕団
須賀　芳惠 赤十字奉仕団
津﨑　雅義 小・中学校長会
谷　昭夫 社会福祉協議会支部
上田　信子 社会福祉協議会支部
富永　文彦 学識経験者
河野　良江 福祉関係行政機関
福島　靖 福祉関係行政機関
小澤　浩一 福祉関係行政機関

新しい体制で引き続き地域福祉の推進に努めてまいります。みなさまのご支援のほど、よろしくお願いいたします。

（郵便番号順）

●社会福祉法人浦安市社会福祉協議会

氏　名 選出母体
監　事

服部　丈夫 浦安ロータリークラブ
飯盛　保之 浦安ライオンズクラブ

顧　問
宇田川　精一 前浦安市社会福祉協議会会長
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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。


