
会場

日野市内の福祉施設事業所（高

齢・障害 /児童・保育）での仕事

の相談ができます。

2402021年2月発行

いろいろな福祉のしごとに出逢える日

「話だけでも聞いてみたい」 

「無資格・未経験だけど大丈夫?」 

「身近な場所で働きたい!」 

という方など大歓迎です!!

日野市主催

日野市内

11法人参加（予定）

【対象】社会福祉施設・事業者に 

　　　 就職希望及び興味のある方

〇参加無料 
〇入退場自由 
〇服装自由 
〇事前申込制

・複数の法人にご相談いただけます。 

・雇用保険受給中の方は「雇用保険受給 

　資格者証」をお持ちください。

右記ＱＲコードから 
事前にお申し込みく
ださい。
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2月5日●金 13：00
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（15：00受付終了）

福祉のしごと相談会

◎新型コロナウイルス感染拡大予防のためご協力をお願いします。

〇会場内でのマスク着用　〇体温測定（37.5℃以下）

〇手指アルコール消毒　　〇入場制限の場合あり

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。中止の際は３日前
　までに日野市及び日野市社会福祉協議会ホームページでお知らせいたします。

【申込・問合せ先】社会福祉法人日野市社会福祉協議会 総務係 
TEL.582‐2319　FAX.583‐9205

【共催】 ハローワーク八王子・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
【協力】 日野市内社会福祉法人ネットワーク

福祉総合相談
福祉人材センターの相談員が福祉の仕事、資格取得、

制度のことなど総合的にご相談をお伺いします。

個 別 相 談 各ブースで参加法人の担当者と個別にご相談ができます。



【問合せ先】権利擁護センター日野　TEL.594-7646

【問合せ先】在宅サービス係  TEL.591-1567

【問合せ先】 総務係 TEL.582-2319

在宅高齢者ケアサービス 協力会員

掃除、洗濯、買い物などの

活動ができる方募集

在宅高齢者ケアサービス 協力会員

掃除、洗濯、買い物などの

活動ができる方募集

コロナ禍でも、

できることがある！コロナ禍でも、

できることがある！コロナ禍でも、

できることがある！

活動内容
家事支援、外出付添など、できることで

ご協力ください。

対　　象 市内および近隣在住の18歳以上の方

活 動 費 1時間1,000円 支給

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、活動できる時間で
調整します。

そ の 他

①安心して活動できるよう研修会を開催。

②会員制の活動のため、協力会員として

　登録してください（年会費1,200円）。
　年6回会報誌をお送りします。

　高齢になると、自宅で暮らしていくのにお風呂

の掃除や日々の買い物などが大変になることがあ

ります。現在、30〜80代の協力会員が市内全域

で活動しています。ぜひ一緒に始めましょう！

3月2日（火）14：00〜15：30

日　　　時

多摩平の森ふれあい館 3階 集会室6

2月18日（木）10：00〜11：30 中央福祉センター 2階 集会室3

2月24日（水）13：30〜15：00 福祉支援センター 2階 第1会議室

場　　　所

※当日はマスク着用でご参加ください。
　発熱など体調不良がある場合は、無理せずお電話ください。ケアサービス事業説明会

TELにて
お申し込み
ください。

権利擁護センター日野
◆福祉サービス利用援助事業◆

最近物忘れがあって、お金の管理や書類の手
続きが一人では不安になってきたの・・・。
誰か手伝ってくれないかしら。

　詳細は日野市社会福祉協議会ホームページを
ご覧ください。
　申込に必要な書類は、ダウンロードできます。

物忘れや障害のある方が、福祉サービスを利
用できるように、金銭管理や書類手続きなど
の支援を行っています。

◆成年後見制度のご相談◆

成年後見制度って、聞いたことはあるけど、 
どんな仕組みなんだろう？費用や手続きを知
りたい。

成年後見制度について、制度の概要や申立方
法など、相談援助を行っています。

【日時】 毎週木曜日13：00〜17：00
（60分事前予約制）

【場所】 日野市役所内会議室（電話相談可）

高齢・障害・低所得…民間賃貸住宅探しの相談は

あんしん
住まいる日野

（日野市委託事業）

050-537-5765

4月1日採用（予定）

権利擁護センター日野
契約職員 募集



地域支え合い福祉活動（サロン活動）助成団体募集

【対象団体】サロン活動など地域の交流活動をしている団体 ※法人格の有無は問いません。 

【対象事業】令和3年度に実施する地域支え合い活動

【助　成　額】新規立上げ団体助成（事業の実施回数にかかわらず）・事業助成 どちらも上限3万円

【申請期間】4月1日（木）〜4月28日（水）必着

【決　　定】5月中旬までに書面にて通知 

【申請資料】申請に関わる資料は、日野市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。 
※郵送不可。申請内容を確認するため、事前に日程調整の上、下記までご提出ください。

助成金説明会＆
オンライン版
助成金説明会＆
オンライン版

Cafe

【場所】 中央福祉センター　【会場定員】 10人

【内容】 13：30〜14：00 サロン助成金説明会
14：00〜15：00 情報交換

参加ご希望の方は、団体名、担当者、TEL、参加人数を2月26日
（金）までにお知らせください。

地域で市民の居場所づくりを
している団体の情報交換や
交流の機会です。3月2日●3月2日●火

13：30〜15：0013：30〜15：00

会場参加も
OK!

会場参加も
OK!

「みんなでつくる豊かなまち日野」をめざして
サロン活動など地域の交流活動をしている団体を応援します！

「みんなでつくる豊かなまち日野」をめざして
サロン活動など地域の交流活動をしている団体を応援します！

【申請・問合せ先】地域支援係　TEL.584‐1294　日野本町7-5-23日野市立中央福祉センター内

【問合せ先】地域支援係　TEL.584-1294

送迎ドライバー
大募集!!
送迎ドライバー
大募集!! ボランティアボランティア

【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。

【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

【活動謝礼】 4時間未満 2,000円　4時間以上 3,000円

　車いすや杖などで生活している方が外出する際の移

動手段として、送迎サービス「日野ハンディキャブ」

を行っています。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を募集しています。

社会福祉協議会では、会費を原資とした助成事業を行っております。

コロナ禍のため活動を検討中の継続団体は、下半期（10月頃）の申請をご検討ください。

☆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！
☆介護の経験・資格がなくても、
　笑顔があれば始められます！
☆運転が好きな方、人とかかわる
　ことが好きな方お待ちしています！

オンラインでの参加に不安のある方、職員がサポート
します。2月26日（金）までにお知らせください。



自粛生活で筋力低下が心配の方 !

おうちで、ひの健幸貯筋体操♪
好評につき

第3弾実施中!!
途中参加お待ち
してます♪

好評につき

第3弾実施中!!
途中参加お待ち
してます♪

職員がZoomの使い方を丁寧にサポートいたします

【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】 1月7日〜3月25日

【日時】 毎週木曜日 10：00〜11：00
（9：30から接続できます）

【内容】 ひの筋体操、口控体操、脳トレ など

【講師】 社会福祉協議会職員 他

【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】 1月7日〜3月25日

【日時】 毎週木曜日 10：00〜11：00
（9：30から接続できます）

【内容】 ひの筋体操、口控体操、脳トレ など

【講師】 社会福祉協議会職員 他

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。

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♪

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。

DVDの　　　承っています!!
貸出
販売

※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。

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

【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)

【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)

【問合せ先】地域支援係　TEL.584-1294

【問合せ先】地域支援係　TEL.584-1294



QRコードで簡単申込♪

QRコードで簡単申込♪

おうち DE チャレンジ

まち記者講座

Zoomまたは会場

おうち DE まなぶ オンライン

オンラインおためし講座

Zoomまたは会場

Zoomをはじめて使う人にオススメ！Zoomの
基本的な使い方をわかりやすくご説明します！
（会場は先着５人）

日野の魅力的な人や場所を紹介するサイト

「Hi Know!（ひのぅ）」の「まち記者」になりませんか？

身近な気づきを発信しよう!!

「Zoom（ズーム）」とはパソコンやスマートフォンで簡単につながるテレビ電話機能のこと。

会議に参加したり、講座を受けたり、遠く離れた家族や友人と話したり、とっても便利！

ボランティアや市民活動にも役立ちます。この機会に覚えてみませんか？

【日時】 3月12日●14：00〜16：00金
【方　法】 オンライン（Zoom）または会場（会場は先着５人）

【会　場】 中央福祉センター（日野本町7-5-23）

【内　容】 ①写真の撮り方を学ぼう ②文章の書き方を学ぼう
③記事を書いて発信しよう

【持ち物】 会場参加の方でカメラ・パソコンをお持ちの方はご持参ください

【対　象】 写真が好き、文章を書くのが好き、パソコンが好き、
日野市が好き…ひとつでも当てはまる方はぜひご参加を！

【参加費】 無料

【講師】

大池 昴之 氏
有限会社 大池デザイン

【会場】 どちらも中央福祉センター（日野本町7-5-23）　【参加費】 無料

（Zoom)

入門編 ステップアップ編

2月22日（月）14：00〜15：00

会議を主催したい人、一歩進んだテクニックを
身に着けたい方に！Zoomの主催方法や便利な
機能をご紹介します（会場は先着５人）

2月24日（水）14：00〜15：00

おためし講座のお申込おためし講座のお申込
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
①氏名 ②電話番号 ③希望講座名 ④使用機器（PC／スマホ／タブレット） を
お知らせください。※会場参加の場合は「電話申込」も可

【問合せ先】 日野市ボランティア・センター　TEL.582-2318

Eメール hino-vc@hinosuke.org　TEL.582-2318

まち記者講座のお申込まち記者講座のお申込
日野市ボランティア・センターまで「TEL」・「Eメール」または「QRコード」

にて ①氏名 ②電話番号 ③参加方法（会場/オンライン） をお知らせください。

Eメール hino-vc@hinosuke.org　TEL.582-2318



 ヒカリ興業奨学基金

応募資格

【提出・問合せ先】総務係　TEL.586-3063

1. 都内に居住する要援護家庭の子どもであること

2. 初回給付の年度当初の時点で20歳未満であること

3. 高等学校・専修学校高等課程および高等専門学校、大学・短期大学・専修
学校専門課程、およびこれらと同等と認められる学校に進学を希望してい
ること

（通信制学校への進学、生活保護世帯の場合、申請不可）

金額 大学など 240,000円/年間

高校など 150,000円/年間　※いずれも進学予定校の所定就学期間のみ 

人数 都内で　大学など進学者 2人（予定）　高校など進学者 6人（予定）

申請方法 下記の書類を提出すること。 

①ヒカリ興業奨学基金 給付申請書（用紙B） 

②ヒカリ興業奨学基金 給付申請者調査意見書（用紙C）  

③進学校がわかる書類の写し（合格通知書、学費納入通知書など） 

※書類①・②は日野事務所にあります。※書類提出の際、世帯収入の確認をさせていただきます。

資金交付予定日 ヒカリ興業奨学基金 ４月下旬（銀行振込） 

申請締切 2月17日（水）日野事務所持参（郵送不可）
※申請手続きは予約制とさせていただいています。事前にTELでお問合せください。

ヒカリ興業奨学基金奨学生募集 

【問合せ先】日野市ボランティア・センター　TEL.582-2318

どんな活動を

するの？

★マージャン・囲碁・将棋のお相手　★話し相手・傾聴　★お茶出し　★音楽演奏
★ダンスの披露　★マジックの披露　★昼食の配膳・下膳　★ドライヤーかけ など

自分の得意な分野で活動できます！

活動者の声
「友人が増えた」 「趣味や特技が活かせる」 「生活の幅が広がった」 
「利用者さんの笑顔が見られる」 「自分自身が成長できた」

対　象 日野市内在住の65歳以上の方

どんな制度？

市内の高齢者施設でボランティア活動を行うとポイントが貯まり、集めたポイントを交付金
（年間最大6,000円）と交換できる日野市の制度です。
ご希望に合わせて、場所・曜日・時間・頻度を選んで活動できます。
コロナが落ち着いたらすぐに活動できるよう、今から登録しておきませんか？

※ボランティアセンター窓口（日野本町7-5-23）でも
　随時ご相談を承ります!介護サポーター制度 説明会

子育ても一段落したこと
だし…地域に出て誰かの
お役に立ちたいわ♪

定年退職して時間ができた。
なにか新しいことを始めて
みたいなあ… 

日野市介護サポーター制度に登録しませんか?

65歳以上のあなたへ…

【日時】 3月29日（月）14：00〜15：00

【会場】 中央福祉センター 2階（日野本町7-5-23）

オンライン（Zoom）でも同時開催!
【ミーティングID】 931 2618 1629 【パスコード】 3311



【一般寄附】 
　１００万円　匿名1名 
　１万円以上　㈱ブリッジ・多摩友の会・大沢正男・青山安久・匿名３名
　　千円以上　山城隆盛・皆川ふみ子・小川周雄

ご寄附をありがとうございました
令和2年9月〜令和3年1月までの寄附金総額は 1,415,607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。

　令和2年度、日野市社会福祉協議会では「第５次日野市地域福祉活動計画」を福祉関係者・地

域住民・学識者・行政の皆様とともに策定しています。最終案がまとまりましたので、地域の皆様

のご意見をお寄せください。最終案は、ホームぺージで公開しています。

【受付期間】 2月8日（月）〜2月22日（月）

【申 込 先】 日野市社会福祉協議会　Eメール info@hinosuke.org

皆様のご意見お寄せください。皆様のご意見お寄せください。皆様のご意見お寄せください。

共同募金運動へのご協力ありがとうございました
赤い羽根共同募金
障害・高齢者施設や保育所などの福祉施設に配分されます。

　日野市で2,518,885円をお預かりしました。(R3年1月現在)
【個人・団体の寄附者】
１００万円以上　がんと生活を考える会日野
　　１万円以上　日野市老人クラブ連合会・日野市少年軟式野球連盟・百々の木ハートリボン 
　　　　　　　　北部地区民生児童委員・東部地区民生児童委員・日野第二保育園
　　　　　　　　中央福祉センター募金箱・日野市民生児童委員協議会会長会・至誠第二保育園
　　　　　　　　特別養護老人ホーム豊かな里・さわらび保育園・さわらび保育園父母の会
　５００円以上　南部地区民生児童委員・中部地区民生児童委員・西部地区民生児童委員
　　　　　　　　ヴォーグ美容室・日野わかば保育園・至誠ひの宿保育園・七生福祉園
　　　　　　　　地域交流スペースひだまり・生活支援員・ボラネット多摩・高幡事務所募金箱
　　　　　　　　豊田北口パンの店あおいとり募金箱・パン工房あおいとり・アムール利用者
　　　　　　　　日野市役所募金箱・福島敏雄・熊谷亜由美・大沢正男・山田維史・匿名
　　　　自治会　126 自治会 

【社会貢献活動として自動販売機売上金の一部を寄附】
　㈱伊藤園・東京キリンビバレッジサービス㈱・サントリービバレッジサービス㈱
　FV イーストジャパン㈱・ハートフル福祉募金事務局

(順不同敬称略)

歳末たすけあい募金
ボランティア活動や、障害者の社会参加、防災活動、福祉人材の育成など幅広い地域活動に活用しています。

　日野市で3,108,663円をお預かりしました。(R3年1月現在)
【個人・団体の寄附者】
　１０万円以上　日野市東部地区民生児童委員協議会・㈱スーパーアルプス・高幡不動尊金剛寺
　　　　　　　　がんと生活を考える会日野
　　１万円以上　西東京臨済会・東京都立日野高等学校・スコーレ家庭教育振興協会・松永地蔵
　　　　　　　　セブンイレブン日野旭が丘一丁目店
　　　　　　　　佐々木トシ子・大沢正男・深谷祐二・比留間竹子 
　　１千円未満　㈱明光電設・市民サポートセンター日野・手芸サークルきらきらぼし
　　　　　　　　日野いずみ会・悠悠クラブ・日野市障害者関係団体連絡協議会
　　　　　　　　熊谷亜由美・佐藤弘章・猪鼻洋助・新間高弘・諸星善治・匿名 
　　　　自治会　129 自治会

【街頭募金】 
赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい募金における街頭募金活動は、例年多くのボランティアの
皆様によって実施していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為活動を見合わせました。



日野市障害者差別解消推進条例が施行されて日野市障害者差別解消推進条例が施行されて

　「自分自身が気づいていない価値観やモノの見方、思いこみ」を「アンコンシャス・バイアス（無意識の思

いこみ）」といいます。「アンコンシャス・バイアス」は私たち誰もが有しているといわれ、それ自体はすぐに

悪影響を与える訳ではありませんが、人間関係を構築する中でネガティブに働くことがあるといわれています。 

　今回の地域共生社会を考えるオンラインフォーラムでは、「無意識の思いこみ」の視点から、「障害のある人

をはじめ多様な人々にとって暮らしやすい町づくり」について考えてみたいと思います。 

第36回 福祉のつどい第36回 福祉のつどい

地域共生社会を考えるオンラインフォーラム地域共生社会を考えるオンラインフォーラム

地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
い
ま
す
�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
配
慮
し 

オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
し
ま
す
�

日野市社会福祉協議会

■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

http://www.hinosuke.org　Eメール info@hinosuke.org

緊急小口資金・総合支援資金

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

特例貸付特例貸付
申請受付が延長されました 3月末まで

『無意識の思い込み（偏見）〜アンコンシャス・バイアス〜

　　こうした心遣いでみんな幸せ!』

【主催】日野市社会福祉協議会 【共催】日野市内社会福祉法人ネットワーク 【協力】まちづくり人プロジェクト運営委員会 
この事業は、令和2年度東京都地域公益活動推進協議会事業費を活用しています。

【問合せ先】総務係　TEL.582-2319

視聴方法 右記、「QRコード」を読み取り、専用ホームページからご視聴ください。

配信開始 3月6日●13：00〜（視聴時間 90分程度）

■QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

内容の詳細は、「日野市社会福祉協議会ホームページ」をご覧ください。
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