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福祉のしごと
相 談 会
日野市内の福祉施設・事業所（障害・児
童・高齢）
で働ける求人があります!!
フルタイム、
パートタイムなど雇用ス
タイルも様々です。

参加無料

日野市

服装自由

日野市社会福祉協議会キャラクター
ひの助

事前申込制

12：45

13：00
▼
金 16：
00
受付終了 15：30

会場

日時

10月2日●
受付開始

無資格・
未経験者
大歓迎!

やってみたい“福祉の仕 事”日 野 市 で 探 し て み ま せ ん か ？

履歴書不要

※履歴書は原則不要ですが、
面接を希望する場合はご持参ください。
※雇用保険受給中の方へは
「参加証明書」
を発行します。

イオンモール多摩平の森
3F イオンホール

（日野市多摩平2-4-1）
︵日野市多摩平2�4�1︶

各法人の採用担当者とお話しし、仕事に関する疑問や質問など直
接聞くことができます。求人についての詳しい説明も、各ブースで
行います。パンフレットなどの資料も用意しています。

相談コーナー
福祉の資格のことや、福祉の仕事に関する総合的な相談をお受け
します。
新型コロナウイルス感染症への対応について
・感染症拡大防止の観点から、
事前申込制で開催いたします。
参加を希望される方は必ず、日野市社会福祉協議会のホームページまたはTELに
て事前に申込をお願いいたします。
・感染の拡大状況によって、開催を中止する可能性があります。中止の場合は3日前
までに日野市社会福祉協議会ホームページにてお知らせいたします。

申込はこちら

【主
【共

公共交通機関で
お越しください

催】社会福祉法人 日野市社会福祉協議会 ・ 社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 東京都福祉人材センター
催】ハローワーク八王子
【協 力】日野市 ・ 日野市内社会福祉法人ネットワーク

問合せ先

日野市社会福祉協議会 TEL.582-2319

求人概要は、
東京都福祉人材センターのホームページで約2週間前から公開いたします。

https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/index.html

フクシロウ

ハローワーク八王子

東京都福祉人材センタ�キ�ラクタ�
フクシロウ

（当日のお願い）
・体調がすぐれない方は参加をお控えください。受付時の検温で37.5℃を超える場
合、
入場をお断りすることがあります。
・来場の際は必ずマスクを持参の上、会場内では着用してください。
・当日は入場者数を制限させていただくことがあります。

イオンモ�ル多摩平の森

相談・面接会

≪成年後見制度説明会（相談会あり）≫
介護のために、
認知症の親の定期預金を
解約しようとしたら銀行の窓口でストップ
されてしまった・
・
・。

今は大丈夫だけど、もしも私が認知症に
なった時、誰が私の面倒をみてくれるの
かしら・・・。

私自身が認知症になり、自分で医療や
介護サービスの手続きができない・・・。
回

1

2

3

4

5

日

時

障害のある子どもの将来が心配なのよね・
・
・。
内

容

10月3日
（土） 障害のある子の「親なきあと」
14：00〜16：00

〜成年後見制度を中心に〜
講師：渡部 伸 氏（行政書士・社会保険労務士、
「親なきあと」相談室主宰）

10月7日
（水） 将来の自分と家族のためにできること
14：00〜16：00

〜家族信託制度、生前契約、任意後見ほか〜
講師：秋野 達彦 氏（弁護士、多摩パブリック法律事務所）

10月10日
（土） 元気なうちに「終活」をしましょう
14：00〜16：00

〜エンディングノート、現場の事例紹介ほか〜
講師：飯沼 一将 氏（社会福祉士・精神保健福祉士、地域包括支援センターせせらぎ）

10月14日
（水） 後見人ってどういうものなの？
14：00〜16：00

〜仕組み、報酬等費用、申立て手続きなど成年後見制度基礎知識〜
講師：相田 浩和 氏（司法書士、相田司法書士事務所）

10月17日
（土） 安心して老後を過ごすために
14：00〜16：00

先着申込制
参加費無料
手話通訳あり

〜任意後見制度と相続遺言について〜
講師：清水 光子 氏（弁護士、赤沼法律事務所、日野市福祉オンブズパーソン）

会

場

市役所５階
505会議室

定員

20

福祉支援センター
15
（高幡）
市役所５階
505会議室

20

福祉支援センター
15
（高幡）
福祉支援センター
15
（高幡）

【申込】 TELまたは、FAX・Eメール（参加希望日・住所・氏名・電話番号をご記入の上、送付してください。）
日野市役所福祉政策課 TEL（直通）
514-8467または514-8469 FAX.583-4198
Eメール fukusei＠city.hino.lg.jp
【主催】日野市・日野市社会福祉協議会・多摩南部成年後見センター

≪地域福祉権利擁護事業を使ってみませんか！≫
たとえばこんなことで困ったら・・・
◆介護サービスを使いたいんだけど、申請が難しくて・・・
◆銀行に行くのが大変。誰か手伝ってくれないかな・・・
◆書類がいっぱいで困る、処分していいのか？よくわからん・
・
・
◆お金の管理がうまくいかない・・・

権利擁護センターへご相談ください!!
【お手伝いの例】
①介護サービス費用の支払いや手続き
③銀行に行く、各種の支払い、お金の管理

②郵便物の確認・整理、各種申請手続き
④重要書類を貸金庫でお預かり

●サービス利用には費用がかかります（生活保護の方は費用助成あり）。詳しくはお問合せください。
【問合せ先】権利擁護センター日野 TEL.594-7646

食に困っている方々を支援します
フードパントリーをご利用ください！
【対 象 者】
一時的に生活に困窮し、食料の提供を希望する方で
アンケートや受取条件を承諾できる方
【提供場所】
ひの地区
たかはた地区
とよだ地区

1.日野事務所（日野本町7-5-23）
2.多摩療護園（程久保872-1）
3.高幡事務所（高幡1011）
4.工房夢ふうせん（旭が丘2-42-12）

【問合せ先】
NPO法人フードバンクTAMA・
フードパントリー事務局
TEL.070-3845-0026
（土曜・日曜日 15：00〜17：00）

日野市社会福祉協議会 総務係
TEL.582-2319
（月曜〜金曜日 8：30〜17：15）
【主催】NPO法人フードバンクTAMA
【協力】日野市内社会福祉法人ネットワーク

平日9：00〜17：00まで（土日祝日を除く）

じぶんの町を良くするしくみ。

赤い羽根共同募金

【運動期間】10月1日〜12月31日

令和元年度、日野市で2,871,020円の募金をお寄せいただきました。
日野市で集められた募金の約70％は、日野市内の社会福祉法人（高齢・
障害・児童・保育施設）などの利用者のために、約30%は日野市を含む都内の広域で活動す
る福祉団体・施設の改修、備品整備などに活用されています。

ありがとうメッセージ
社会福祉法人東京緑新会

多摩療護園

「利用者の地域参加、
貢献のための和太鼓修繕事業」
この度、赤い羽根共同募金より助成いただいて、和太鼓の修
繕(皮の張替え)を行いました。当施設では利用者の活動で和
太鼓が活発に行われており、施設内の他、近隣施設や地域まつ
りで演奏会をさせて頂いています。経年劣化により皮が痛ん
だ3台の和太鼓は、利用者の力で叩いても音が出ない状態でし
た。修繕された和太鼓が届き利用者の方々が叩くと、今までと
は比べものにならない音が鳴り響き笑顔が溢れています。本
当にありがとうございました！

地域配分（B配分）募集
対象団体
対象事業
助成総額
助 成 額
申請期間

民間の児童館・保育施設・障害者施設および小規模作業所など
令和3年度に実施する、下記の事業
①備品購入 ②小規模修繕 ③研修・講演会 ④地域交流事業
総額186万円
1施設・団体 30万円以内（万円未満切り捨て・総事業費の75％以内）
10月1日（木）〜10月30日
（金）
※郵送不可。
申請内容を確認するため、
事前に日程調整の上、
下記までご持参ください。

【申込・問合せ先】東京都共同募金会 日野地区配分推せん委員会 事務局 TEL.582-2319
（日野市社会福祉協議会 総務係）

オンライン講座 大好評開催中!!

講座① オンライン(Zoom)おためし講座

タブレ�ト

私たちが
お手伝い
します！

パソコン

︵カメラ・マイク付︶

必要な機材（いずれか1点）

【対象】
どなたでも!

入門編

ステップアップ編

10月14日（水）14：00〜15：00
10月23日（金）14：00〜15：00

10月15日（木）14：00〜15：00
10月28日（水）14：00〜15：00

Zoomの基本的な使い方を
わかりやすくご説明します!
※各回同じ内容です

Zoomの主催方法や、
便利な機能をご紹介します！
※各回同じ内容です

Zoomをはじめて使う人、
使い慣れていない人にオススメ！

スマ�トフ�ン

「オンライン」
とは、
パソコン・スマホ・タブレットなどが
インターネットに繋がっている状態のこと。
インターネットに繋ぐことで、講座を受けたり、
動画を観たり、
世界中の人と会話を楽しむことができます。

Zoomミーティングを主催したい人、
一歩進んだテクニックを身に着けたい人に

講座② オランダから生中継！アートセラピー講座 【対象】どなたでも!
Zoomで参加

10月24日（土）16：00〜17：30 ★公民館と共催
【講師】アフケ・ロッケフェーン 氏（芸術療法士）
ケン・タナカ 氏（精神科医） 竹内真弓 氏（精神科医）
【内容】紙ねんどを使った芸術療法
【定員】Zoomは先着50人、会場参加（オンラインが困難な方）は先着10人
オランダ在住のアフケ先生からオンラインで学ぶ芸術療法！
だれにでもできる簡単な芸術療法でゆったりと心を見つめます。

講座③ コロナに負けない！ストレスコーピング講座 【対象】どなたでも!
Zoomで参加

10月26日（月）14：00〜15：30
【講師】竹内真弓 氏（多摩総合精神保健福祉センター精神科医）
【内容】ストレスコーピングとは、ストレスとの上手な付き合い方
【定員】Zoomは先着50人、会場参加（オンラインが困難な方）は先着10人
前回も大好評！竹内医師によるメンタルヘルスケア講座第2弾。コロナがも
たらす様々なストレス、この機会に上手な付き合い方を学んでみませんか。

【申

QRコードからも
込】日野市ボランティア・センターまで「Eメール」
または「QRコード」にて
申込OK♪
①氏名 ②電話番号 ③希望する講座名 ④使用機器（PC／スマホ／タブレット）をお知らせください。
Eメール hino-vc@hinosuke.org
【参加方法】ご自宅からZoomを使用してご参加ください。
オンラインが困難な方は、中央福祉センター（日野本町7-5-23）にて参加者同士十分な距離を
確保しながらスクリーンを見て受講いただきます。

【問合せ先】日野市ボランティア・センター

新型コロナウイルス感染症の影響による
休業や失業などで、生活資金にお困りの方向け

特例貸付
緊 急 小 口資金・総合支援資金
申請受付は ９月末まで（予定）

TEL.582-2318

日野市社会福祉協議会
http://www.hinosuke.org Eメール info@hinosuke.org

■日野事務所
〒191-0011 日野市日野本町7-5-23
TEL.042-582-2319
（代） FAX.042-583-9205

■高幡事務所
〒191-0031 日野市高幡1011
TEL.042-591-1561
（代） FAX.042-591-1573

■しごとサポートひの
〒191-0011 日野市日野本町1-6-2
TEL.042-586-9517
FAX.042-586-9529

自粛生活で筋力低下が心配の方 !
第２弾

おうちで、
ひの健幸貯筋体操♪

参加者
募集中!!

ビデオ会議システム
「Zoom(ズーム)」
を
利用してひの筋体操を行います。
職員がZoomの使い方を丁寧にサポートいたします

密にならないで体操ができる♪
皆の顔が見えるから頑張れる♪

【対象者】
・日野市在住の65歳以上の方
・パソコン、タブレット、スマホのいずれかを
お持ちの方
【期間】10月6日〜12月15日
【日時】毎週火曜日 13：30〜15：00
（体操は14：00〜）

【講師】社会福祉協議会職員 他
ひの健幸貯筋体操
（＝ひの筋体操）
とは？
地域の皆さん自ら介護予防に取り組んでいただくために、日
野市が推奨している体操です。手首と足首に重りをつけ、ゆっ
くり動かすことで筋力を鍛えます。

貸出
DVDの 販売 が始まりました!!
DVDを借りる
【対象者】
日野市在住の65歳以上の方
【期 間】
1ヵ月（延長可能）、図書館は2週間
【貸出場所】
日野市社会福祉協議会(日野・高幡事務所)
日野市立図書館

DVDを買う
【対象者】
日野市在住の
65歳以上の方
【価 格】
1枚 400円
【販売場所】
日野市社会福祉協議会(日野・高幡事務所)

※DVD の販売・レンタルをお求めの方で、
ご希望により職員がご自宅に訪問し、簡単な
体操指導も行っています！（初回のみ）
興味のある方、お問合せください。
【問合せ先】地域支援係

TEL.584-1294

ア
サ
ケ
ービス事
者
齢
高
業
在宅

会員募集!

〜 地域で暮らす高齢者の生活を支える 〜
「急坂の上り下りがあるため買い物に行くのが大変。」、
「腰痛・膝痛でお風呂掃除がしんどい。」など、利用会員の
普段の暮らしにある「ちょっと大変。」を支える活動に協力会員が伺っています。

協力会員

百草・落川で活動できる方、大歓迎!!

活動内容

掃除、洗濯、買い物代行、外出付添、お庭の片付けなど、できることで
ご協力ください。
感染症予防をしながら、元気に活動しています!

対

市内および近隣在住の18歳以上の方

象

活動時間

月曜〜金曜日 8：30〜17：00（土日祝日、年末年始は除く）のうち、
活動できる日時で調整します。

活 動 費

1時間1,000円 支給

※ 安心して活動を始めていただけるよう研修会を実施しております。

利用会員
利用内容

掃除、洗濯、買い物代行、外出付添、お庭の片付けなど。
詳細はご相談ください。

対

市内にお住まいで、在宅で援助を必要とされているおおむね65歳以上の方

象

利用時間

月曜〜金曜日 8：30〜17：00（土日祝日、年末年始は除く）のうち、
ご都合の良い日時で調整します。

利 用 料

1時間1,000円

協力会員・利用会員共に、年会費1,200円をいただきます。会員には毎月発行の会報誌をお送りします。

ケアサービス事業説明会

活動について詳しくお伝えいたします。ぜひご参加ください。
各回同じ内容です。

日 時 と 場 所

① 9月25日（金）9：00〜10：30
Zoom（※1）

② 10月5日（月）13：30〜15：00
多摩平の森ふれあい館 3階

③ 10月6日（火）13：30〜15：00
Zoom（※1）

④ 10月13日（火）13：30〜15：00
中央福祉センター 2階

⑤ 10月21日（水）10：00〜11：30
福祉支援センター 2階
※1 Zoomはインターネットでつなぐと、すぐに顔を見ながら会話ができるオンラインツールです。

下記よりEメールで「氏名」、
「電話番号」、
「①から⑤
のうち希望日」を明記して、開催前日午前9時までに
お送りください。
【問合せ先】在宅サービス係

TEL.591-1567

関心のある方はお気軽に
お問合せください。
Eメール zaitaku@hinosuke.org

送迎ドライバー
大募集!!（ボランティア）
高齢者・障害者の外出時の
車両の運転、
乗降時の見守りを
してくださる方、
募集中
【活動日時】
月曜〜金曜日（祝日、年末年始は除く）
8：00〜17：30の間、依頼内容による
※週1回や半日のみなど、活動日時はご希望に応じて調整します。

介護の経験・資格がなくても、笑顔が
あれば始められます！

【資
格】
※下記すべてにあてはまる方
・運転歴10年以上
・過去3年間免停処分なし
・70歳以下

運転が好きな方、人とかかわることが
好きな方！

【活動謝礼】
4時間未満 2,000円

ハイエースやキャラバンなど大きな車の
運転が出来る方、
大歓迎!!

4時間以上 3,000円

【問合せ先】地域支援係 TEL.584-1294

教育支援資金貸付
教育支援費

限度額

（授業料など）

（月額）

＊特に必要な場合（限度額の1.5倍）

一定の所得以下の世帯に対し、学校教育法で定められた高等
学校、大学などへの進学や通学に必要な資金の貸付を行います。

高等学校・専修学校

高等専門学校

短期大学・専修学校

35,000円

60,000円

60,000円

65,000円

52,500円

90,000円

90,000円

97,500円

（高等課程）

（専門課程）

大

＊就学に対しての熱意・将来の計画性を持っていることが条件

就学支度費（入学金）

50万円までの必要額（入学時のみ1回限り）

まずはお電話でご相談ください
※初回の相談から資金交付まで1ヵ月半〜2ヵ月程度かかります。余裕を持ってご相談ください。
※ご来所の際は事前連絡をお願いします。相談には１時間程度かかる場合がございます。
※貸付対象となる世帯に所得制限が設けられています。 ※他制度優先。
【問合せ先】生活福祉資金担当

TEL.586-3063

ご寄附をありがとうございました
令和2年7月〜8月までの寄附金総額は 1,343,851円 をお預かりしました。
皆様の温かいご支援に心より感謝申し上げます。
【一般寄附】（敬称略）
１０万円以上
本陽之助＊匿名5名
１万円以上
チャリティーフレンド実行委員会＊㈱ブリッジ＊㈱パソデ＊日野市役所内売店
白川和彦＊関野薫＊雲嶋美保子＊山 紀子＊小林治郎＊守屋金吾＊匿名13名
１万円未満
中央福祉センター募金箱＊山城隆盛＊中村静江＊上原節＊匿名1名

学

10月3日(土)は！
令和２年 日野市民でつくる

防災・減災オンラインフォーラム
第1部 9：30〜14：00

YouTube から視聴できます

「新型コロナウイルス下における避難所での感染対策」
【時間】9:30〜10：30
【講師】浦野 愛 氏（特定非営利活動法人レスキューストックヤード常務理事）
尾島 俊之 氏（浜松医科大教授・健康社会医学講座）
新型コロナウイルス感染症の予防をしながらの避難所運営を、九州
地方を襲った「令和２年７月豪雨」の事例から学びます。

「水害その時、地域の助け合いの実践」
【時間】11：00〜12：00
【講師】吉澤 武志 氏（宮城県丸森町筆甫地区振興連絡協議会事務局長）
台風１９号で孤立状態になった宮城県丸森町筆甫地区は、どう乗り越えたのか。
地域の助け合いの実践から学びます。

「3.11の教訓から学ぶ判断力」
【時間】13：00〜14：00
【講師】佐藤 敏郎 氏（スマートサプライビジョン理事

兼 特別講師）

東日本大震災で当時大川小学校６年生の次女を亡くす。逃げる場所や手段があっ
た中、なぜ判断を誤ったのか事例から学びます。

第2部 14：30〜15：30

→申込フ��ム

【参加方法】以下のいずれかの方法でご参加ください。
★右記QRコードから申込をしてYouTubeのアドレスを受け取り参加。
★日野市社会福祉協議会ホームページからリンクを押して参加。
【定
員】なし（手話通訳あり）

Zoom から参加できます

「防災・減災オンラインシンポジウム」
【ファシリテーター】中澤 秀雄

氏（みんなでつくる日野の防災プロジェクト委員長）

上記講演内容を参考に、防災・減災について参加者と一緒に考えていきます。

【問合せ先】日野市ボランティア・センター

TEL.582-2318

→申込フ��ム

【参加方法】要事前申込 以下の手順でお申込ください。
①右記QRコードまたは日野市社会福祉協議会ホームページから申込。
②Eメールで、入室に必要なIDを受け取る。
③当日、開始時間までにZoomミーティングに入室する。
【定
員】先着50人（手話通訳あり、申込の際にお申し出ください）

※上記フォームと同じです

Eメール hino-vc@hinosuke.org

【主催】みんなでつくる日野の防災プロジェクト
【共催】日野市、日野市内社会福祉法人ネットワーク、日野市社会福祉協議会、
日野市ボランティア・センター

