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日野一中・大坂上中 地区 

（ひの） 

日野三中・三沢中 地区 

（たかはた） 

七生中・平山中 地区 

（ひらやま） 

日野二中・日野四中 地区 

（とよだ） 

1 日野市社会福祉協議会 16 日野療護園 30 つくしんぼ保育園 36 特別養護老人ﾎｰﾑ豊かな里 

2 たんぽぽの会 17 自立援助ホームトリノス 31 すずかけの家 37 芝原保育園 

3 日野保育園 18 ひまわり 32 ふらっと・すずかけ 38 豊田保育園 

4 日野駅前かわせみ保育園 19 特別養護老人ﾎｰﾑあすなろ 33 放課後等デイサービスぷらたなす 39 吹上保育園 

5 しせい太陽の子保育園 20 東京都七生福祉園 34 栄光保育園 40 たまだいら児童館ふれっしゅ 

6 わらべ日野市役所東保育園 21 多摩療護園 35 友遊ケアセンター 41 栄光多摩平の森保育園 

7 至誠ひの宿保育園 22 介護老人福祉施設ラペ日野   42 日野市地域包括支援ｾﾝﾀｰあいりん 

8 よつぎ日野保育園 23 日野わかば保育園   43 吹上多摩平保育園 

9 至誠あずま保育園 24 高幡台老人ホーム   44 栄光多摩平中央保育園 

10 至誠第二保育園 25 サポート日野   45 介護老人福祉施設花子 

11 日野第二保育園 26 むこうじま保育園   46 つばさ 

12 にんじんホーム万願寺 27 子どもの森あさかわ保育園   47 工房夢ふうせん 

13 至誠いしだ保育園 28 たかはた北保育園   48 東京光の家 

14 マザアス日野 29 特別養護老人ﾎｰﾑ浅川苑   49 あおいとり日野 

15 万願寺保育園     50 特別養護老人ﾎｰﾑシンフォニア 

      51 ひよこハウス豊田 
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 社会福祉法人は、特別養護老人ホームなどの高齢者施設や障害者施設、保育所、児童養護

施設、児童館、社会福祉協議会など、社会福祉事業の運営を担うことを目的に設立された非

営利法人です。 

私たちは、地域の皆様と「社会福祉法人の持つチカラ」が協力して、「豊かな福祉のまちづ

くり」を進めていくために努めていきます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

1．出前講座や出張相談について 
サロンや自治会、老人クラブなど地域でのグループや団体の活動の 

際に、社会福祉法人の専門性を生かした出前講座や出張相談会などを 

無料または低額で行います。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

２．施設＆附帯設備・貸出備品等について 
「地域住民が交流するために集まる場所・会場としてお借りしたい」と 

いったご要望にお応えし、施設や事業所の会議室や交流スペースを無料、 

もしくは低額な料金で利用することができます。また備品や機材の貸与 

を行います。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

3．広報協力（チラシ設置＆ポスター掲示）について 
地域の交流イベントやボランティア募集等に関するチラシやポスター 

を施設での設置・配布や掲示をして、広報活動に協力します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

4．地域の方が参加できる行事＆イベントについて 
地域の皆様に参加やご来場を呼びかけている行事やイベントです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ガ イ ド ブ ッ ク に つ い て 
 

1．対象団体は、概ね 5 人以上でボランティア活動や交流を目的とする非営利の団体やグループです。 

2．協力活動について、法人・施設等の事情によりご希望に添えない場合があります。 

3．施設等の紹介のため、写真撮影やホームページ等の掲載にご協力をいただく場合があります。 

4．次の方はご利用になれません。 ・公序良俗の違反が認められるとき 

・政治・宗教活動・営利目的であると認められるとき 

・その他、地域の交流や福祉推進と認められないと判断されたとき 

5．「福祉避難所」とは、市が災害時に自宅や一般の避難所での生活が困難で、医療や介護などのサー

ビスを必要とする人を一時的に受け入れて保護するために、一般の避難所又は居宅などから移送する

施設です。あらかじめ市と協定を結んだ福祉施設等を『福祉避難所』として位置づけています。 

―注意事項― 

3

https://kotobank.jp/word/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0-182667
https://kotobank.jp/word/%E9%9D%9E%E5%96%B6%E5%88%A9%E6%B3%95%E4%BA%BA-608417
https://kotobank.jp/word/%E9%9D%9E%E5%96%B6%E5%88%A9%E6%B3%95%E4%BA%BA-608417


  

社会福祉法人  

日野市社会福祉協議会 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 － － 
  

 

 

 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

日野市ボランティア・

センター℡.582-2318 
HUG (避難所運営ゲーム)、DIG（災害図上訓練）、マイ

タイムラインなど防災プログラムの紹介・実施 

60～ 

120分 

原則 

無料 

地域支援係 

℡.584-1294 
「ひの健康貯筋体操」など自主的に介護予防を行う活

動の紹介や実施に向けた支援 
60分 無料 

権利擁護センター日野 

℡.594-7646 
福祉サービスの利用や金銭管理等に不安のある方の

支援や成年後見制度の利用案内 
60分 無料 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

権利擁護センター日野 

℡.594-7646 
福祉サービスの利用や金銭管理等に不安のある方の

支援や成年後見制度等の相談 
必要に 

応じて 
無料 

貸出備品 
社会福祉協議会団体会員（年会費 5,000 円）様向けに、無料で貸し出ししています。 

下記のほかお祭りなどで利用できる機材等がありますので詳しくは問い合わせください。 

物品名 貸与期間 利用方法 費用 

綿菓子機 冷却ボックス 寸胴（なべ） 

1週間 
電話予約 

施設受渡し 
無料 ポップコーン カキ氷機 調理器具 

テント＆タープ 動物着ぐるみ コーヒーメーカー 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

みんなといっしょの 

運動会（障害者運動会） 

市内障害福祉施設の利用者と地域の方々がい

っしょに競技を楽しむ運動会 

原則 10月 

第 1日曜 
無料 

交流ひろば café  地域交流サロンの情報交換の場 年 1～2回 
お茶代 

100円 

  

地域共生社会の実現に向け、「みんなでつくる豊

かな町づくり日野」を目指しています。サロン活

動や介護予防、ボランティア、防災活動など地域

の皆様とともに地域の活動を推進しています。 

お困りのことなど、お気軽にご相談ください。 

施設№ 

1 受付時間 9：00～17：00 

所在地・連絡先①日野事務所（日野市立中央福祉センター） 

〒191-0011日野市日野本町 7-5-23 

TEL.042-582-2319 FAX.042-583-9205 
②高幡事務所（日野市立福祉支援センター） 

〒191-0031 日野市高幡 1011 TEL.042-591-1561 

FAX.042-591-1573  E-mail.info＠hinosuke.org 

フードパントリー（食の中継地点） 

 みんなといっしょの運動会 
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所在地・連絡先 〒191-0001 住所．日野市栄町 2-17-1 

都営日野栄町二丁目アパート 2号棟 1階 

TEL.042-581-3072 FAX.042-511-3294 
E-mail tanpopo-hino-center＠dream.jp 

日野市民たんぽぽの会は 1997 年に法人格を取

得し、日野市内にて主に心の病を持たれた方が利

用する施設等を運営しています。 

受付時間 9：00～17：00 

社会福祉法人  日野市民たんぽぽの会 

たんぽぽひのセンター 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

－ － － 
  

 

 
 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

精神保健福祉士、 

社会福祉士等 
メンタルヘルスに関すること 120分程度 応相談 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

精神保健福祉士、 

社会福祉士等 
メンタルヘルスに関すること 60分程度 応相談 

広報協力（チラシやポスターの掲示） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 

（同法人別施設含む） 
A３まで 1ヵ月 電話・施設に持参 

  

施設№ 

2 

所在地・連絡先 〒191-0001 日野市栄町 2-17-1 

都営日野栄町二丁目アパート 2号棟 1階 

TEL.042-581-3072 FAX.042-511-3294 
E-mail tanpopo-hino-center＠dream.jp 

日野市民たんぽぽの会は 1997 年に法人格

を取得し、日野市内にて主に心の病を持たれ

た方が利用する施設等を運営しています。 

受付時間 9：00～17：00 
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社会福祉法人 のぎく会 

日野保育園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 
－ － 

  

 

 

 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士 子育て、育児 60分程度 無料 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士、又は施設長 子育て、育児 その他育てに関わる悩み 応相談 無料 

広報協力（チラシやポスターの掲示） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A4～B4程度 要相談 来園または電話で受付 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

誕生会 
誕生月を一緒にお祝い 

（保育園、幼稚園に通っていない未就学児） 
毎月 無料 

おまつりごっこ ゲームやポップコーン等 
9月中旬 

10時～1時間 
100円 

保育園のお友だちと

一緒の夏の遊び 
水遊び、泥んこ遊び他 要問合せ 無料 

  

所在地・連絡先 〒191-0002 日野市新町 1-5-6 

TEL.042-581-0249 FAX.042-581-4327 

地域の施設間交流や、保育園ってどんなところ？

と思ったら問い合わせ下さい。保育だけではな

く、子育てやお母さんの悩みも軽くなると嬉しい

です。子育て中の保育士もいます。『わたしたち

は、子どもと保護者の応援団です。』 

施設№ 

3 受付時間 9：00～17：00 
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社会福祉法人 菊美会 

日野駅前かわせみ保育園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

－ 
 

－ 
  

 

 

 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士（職員） 育児相談 30～60分 無料 

広報協力（チラシやポスターの掲示） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A3まで 2週間程度 電話もしくは来園 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

試食会 

0～3歳児の未就児を対象に保育園の給食を保護者の方

とご一緒に試食ができます。栄養相談・育児相談も行

っています。 

要問合せ 
大人 350円 

子ども 250円 

かわせみのもり 

お子様の事、子育ての事、保育園の事などなど・・・気

になっている事をお話に来ませんか？お子様の成長、

発達を促す音楽療法や遊び、玩具などを用意してお待

ちしています。 

要問合せ 無料 

五感リトミック 

首が座り～歩き始め（1歳半位）の健康な赤ちゃんとマ

マ対象。心と肌の触れ合いを通して、親子の絆を深め

ることが出来ます。 

要問合せ 500円 

  

所在地・連絡先 〒191-0011日野市日野本町 4-6-14 

TEL.042-581-2233 FAX.042-581-2254 

地域の人との触れ合いを大切に心豊かな子

どもたちの成長を応援しています。JR日野

駅から徒歩１分という便利なところにあり

ます。どうぞお気軽に遊びに来て下さい。 

施設№ 

4 受付時間 9：00～16：00 

7



  

社会福祉法人 至誠学舎立川 

しせい太陽の子保育園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

  
－ 

  

 

 

 

保育講座・育児相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士・看護師 育児相談・保健相談 30分 無料 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士、看護師 

栄養士 

成長、発達について 

給食体験を通しての食事相談 
30～60分 

一部 

有料 

広報協力（チラシやポスターの掲示） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A4まで １週間程度 
電話予約 

施設で受け渡し 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

七夕飾りを作ろう 七夕飾りを親子で作成 7月下旬 有料 

ベビーマッサージ 有資格講師によるベビーマッサージ、育児相談 11月 有料 

クリスマス飾りを作ろう クリスマス飾り、リースなどを親子で作成 12月初旬 有料 

  

所在地・連絡先 〒191-0011 日野市日野本町 3-3-3 

TEL.042-586-6433 FAX.042-582-7055 
E-mail taiyonoko＠ec1.technowave.ne.jp 

当園は給食体験やリズム体験、

一時保育も行っています。日野

駅に近く地域の方にも親しみ

やすい園を目指していますの

でぜひ遊びに来て下さい。 

施設№ 

5 受付時間 9：00～17：00 

8
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社会福祉法人 清心福祉会 

わらべ日野市役所東保育園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

  － 
  

 

 
 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 相談時間 費用 

保育士 育児相談 応相談 無料 

貸出スペース＆附帯設備 
名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

交流室 ポットなどお茶セット 応相談 電話予約 無料 

広報協力（チラシやポスターの掲示） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 

※内容により応相談 

掲示板 A３まで 

チラシ A４まで 
１週間程度 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加方法 参加費 

お祭り 
夏のお祭り 

対象：未就園児 
８月 電話で予約 無料 

運動会 
園児と競技を楽しむ 

対象：未就園児、小学生 
10月 当日受付 無料 

誕生日会 
誕生日のお祝い 

対象：誕生月の未就園児 

毎月 

第３火曜日 
電話で予約 無料 

  

所在地・連絡先 〒191-0016 日野市神明 1-13-2 

TEL.042-589-7711 FAX.042-589-7712 
E-mail warabehino1＠circus.ocn.ne.jp 

令和元年 5月に開園した保育園です。

少しずつですが、地域の皆様に親しみ

を持っていただけるよう地域の貢献

活動を行っていきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

施設№ 

6 受付時間 9：00～17：00 

9



  

社会福祉法人 至誠学舎立川 

至誠ひの宿保育園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

－ － － 
  

 

 
 

広報協力（チラシやポスターの掲示） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

市内外福祉活動等の 

ポスター等の園内掲示 
A4まで ２週間程度 来園または電話で受付 

  

所在地・連絡先 〒191-0011 日野市日野本町 2-14-1 

TEL.042-582-1019 FAX.042-582-2019 

施設№ 

7 受付時間 9：00～17：00 

平成 30 年 4 月開設、定員 130 名の認可保育

所です。至誠第二保育園日野本町分園として地

域の皆様に大切にしていただいた場所で新たに

お世話になっています。よろしくお願いします。 

10



  

社会福祉法人 健生会 

よつぎ日野保育園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

  － 
  

 

 
 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 相談時間 費用 

保育士 育児相談 応相談 無料 

貸出スペース＆附帯設備 
名称 附帯設備 貸出時間 利用条件 費用 

多目的室 会議テーブル・椅子 応相談 応相談 無料 

広報協力（チラシやポスターの掲示） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 

※内容により応相談 

掲示板 A３まで 

チラシ A４まで 
１週間程度 電話・施設に持参 

  

所在地・連絡先 〒191-0012 日野市大字日野 1367 

TEL.042-587-1151 FAX.042-587-1153 
E-mail yotsugihinohoiku@cc.wakwak.com 

平成 31 年 4 月に開園した保育園です。

広々とした園庭、光をふんだんに取り入れ

た園舎、ゆとりを持った保育スペースが自

慢です。また、地域コミュニティーの拠点と

なるよう、１階に多目的室、２階に一時保育

室を設けました。日野の豊かな自然環境の

中、一人ひとりの子どもが、大切に育まれる

保育園を目指していきます。 

施設№ 

8 受付時間 9：00～17：00 

11



  

社会福祉法人 至誠学舎立川 

至誠あずま保育園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

－ － － 
  

 

 
 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士・栄養士 

看護師 

育児相談 60分 無料 

出産を迎えるお母さんのための講座 60分 無料 

貸 出 備 品 

物品名 貸与期間 利用方法（受け渡し） 費用 

トーンチャイム 1ヵ月(応相談） 来園または電話で受付 無料 

広報協力（チラシやポスターの掲示） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A３まで 1ヵ月 来園または電話で受付 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

夏祭り 模擬店・ゲーム・盆踊り 7月中旬 無料 

運動会 運動種目を参加者で楽しむ 10月上旬 無料 

歯科講座 歯科医による講座・質問など（子どもの家にて） 10月中旬 無料 

さつまいも掘り 自分で掘ったさつま芋を持ち帰る   
10月下旬 

 ～11月上旬 
無料 

  

園児数 50 名前後で家庭的な雰囲気の保育

園です。また、一日 7名迄のお子様をお預

かりする一時保育を行っています。保育園

の体験や給食試食なども行っておりますの

で、お気軽にお問い合わせください。 

所在地・連絡先 〒191-0012 日野市日野 1321-1 

TEL.042-533-6686 FAX.042-581-4649 
E-mail staff＠sisei-azuma.jp 

施設№ 

9 受付時間 9：00～17：00 

12



  

社会福祉法人 至誠学舎立川 

至誠第二保育園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

  
－ 

  

 

 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

看護師（職員） 

保健相談/ベビーマッサージ/キッズヨガ 

※保健相談とベビーマッサージ又はキッ

ズヨガの組み合わせになります。 

30分 無料 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士又は看護師 保育相談 
平日 13:00～15:00 

（状況により変更有り） 
無料 

貸 出 備 品 

物品名 貸与期間 利用方法（受け渡し） 費用 

綱引きの綱  １本  
1週間 来園または電話で受付 無料 

ラインカー １台 

広報協力（チラシやポスターの掲示） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 

（自治会、公的機関等） 
A4まで １週間程度 

電話予約 

施設で受け渡し 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

地域交流会 
夏は園児と一緒に盆踊りや昔遊び、秋は焼

き芋づくりと昔遊びなど。 

7月、１0月 

※要確認 
無料 

  

当園では、子育て広場「至誠スマイル」（月～金、

9時～14時）を開設しています。０歳～就学前

のお子さんと保護者の方が気軽に遊べる場所で

す。水・金曜日は別棟「こどもの家」も開放して

いますので、お気軽にお越し下さい。 

所在地・連絡先 〒191-0012 日野市日野 1183-3 

TEL.042-581-0446 FAX.042-581-7644 
E-mail daini＠shisei2-hoiku.jp 

施設№ 

10 受付時間 9：00～17：00 

13



  

社会福祉法人 菊美会 

日野第二保育園 

ＡＥＤ 子ども 110番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

－  － 
  

 

 
 

出前保育・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士 
公園・家庭支援センターに出向き、紙芝

居・パネルシアター等を行う出前保育 
30分程度 無料 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期（回数） 参加費 

運動会 未就園児・卒園児・地域の高齢者が参加する競技 10月上旬土曜日 無料 

試食会 

０～３歳児の未就園児を対象に保育園の給食を

試食ができます。あわせて育児・栄養・健康等の

相談や保護者同士の情報交換も行います。 

0歳児：年 2回 

1～3歳児：年５回 

大人 

350円 

子ども

250円 

保育所体験 
保育園の誕生会に園児と一緒に参加して、園庭等

で遊べます。 
年 5回 無料 

  

所在地・連絡先 〒191-0012 日野市日野 311-3 

TEL.042-581-3788 FAX.042-581-3738 

昭和 27 年の創立から地域の皆さまに支えら

れ、今年で 67 年目を迎えることができまし

た。広い園庭と自然環境に恵まれた日野第二

保育園では、「親子で楽しく過ごせる場」「地

域の皆様が交流を深める場」となるよう、保

育園の専門性を活かし、世代を超えた交流を

行っていきます。また、園庭内に井戸水を設

置していますので、災害時には提供致します。

どうぞお気軽に遊びに来て下さい。 

 

施設№ 

11 受付時間 9：00～16：00 

14



  

社会福祉法人 にんじんの会 

にんじんホーム万願寺 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 
－ － 

  

 

 

 

出前講座・出張相談  
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

介護福祉士 

介護支援専門員 
高齢者介護等 30～60分 無料 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

介護福祉士 

介護支援専門員 
高齢者介護等 30～60分 無料 

貸出スペース＆附帯設備  
名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

デイルーム 長机 4・椅子 30 18：00～20：00 電話予約 無料 

広報協力（チラシやポスターの掲示） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 要相談 1週間程度 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

はるカフェ 認知症カフェ（介護相談・認知症予防ダンス等） 
毎月第 3水曜 

午後 
無料 

にんじん万願寺祭り ゲーム、介護相談等 
９月 

第 1週土曜 
無料 

  

所在地・連絡先 〒191-0024 日野市万願寺 6-22-6 

TEL.042- 587-1240 FAX.042- 587-1256 
E-mail manganji＠ninjin.or.jp 

「社会福祉法人にんじんの会」として

1998 年から日野市で事業を展開していま

す。引き続き、地域福祉に貢献できるよう職

員一丸となって参ります。介護等の相談を

随時行っています。お困りのことなどあり

ましたら、お気軽にご相談下さい。 

施設№ 

12 受付時間 9：00～17：00 
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社会福祉法人 至誠学舎立川 

至誠いしだ保育園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

  
－ 

  

 

 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

園長・保育士 育児相談 30分 無料 

看護師 ベビーマッサージ 30分 無料 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

園長・保育士 育児相談 必要に応じて 無料 

貸出スペース＆附帯設備 
子育て家庭の居場所づくりや交流を目的とする団体に施設 

一部の貸出をしています。詳細は、お問い合わせください。 

名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

園庭 遊具 応相談 来園もしくは電話予約 無料 

貸 出 備 品 地域のお祭りや行事の際に利用していただける備品・機材の貸出をしています。 

物品名 貸与期間 利用方法（受け渡し） 費用 

照明機材（LED2台） 1週間 来園または電話で受付 無料 

広報協力（チラシやポスターの掲示） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示

※園長の審査あり 
A3程度 1ヵ月程度 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

近隣自治会の夏祭り 夏まつり 8月 無料 

バザー バザー 10月 無料 

運動会 園児の運動会 10月 無料 

  

所在地・連絡先 〒191-0024 日野市万願寺 1-22-1 

TEL.042-584-3100 FAX.042-584-3800 
E-mail ishida-info＠shisei2-hoiku.jp 

ボランティア活動をはじめ、地域のサロン活動・

防災啓発などの相談を承っています。出来ること

がありましたら、お気軽にご相談ください。 

施設№ 

13 受付時間 9：00～17：00 

16
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社会福祉法人 マザアス 

マザアス日野 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 
－ 

   

 

 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

管理栄養士・調理師 食事・嚥下等相談、食中毒予防、料理教室 時間指定なし 無料 

介護支援専門員 

社会福祉士 

認知症サポーター養成講座、介護予防教

室、認知症家族介護者交流会等 
60分 無料 

作業療法士 
日常生活に役立つリハビリテーションの 

知識 

月曜・火曜日 

30～60分 
無料 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

管理栄養士・調理師 栄養・食事の相談（※ご自宅へ伺います） 60分 無料  

管理栄養士・調理師・

配達ボランティア等 
配食サービス（日野市社協を通じて申込） 昼食時 

1食 

450円 

介護支援専門員等 介護相談 60分 無料 

介護支援専門員等 若年性認知症専門相談 平日 9:00～17:00 無料 

貸出スペース＆附帯設備 

名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

地域交流スペース 

（1階） 

丸テーブル、 

木椅子他 

9:00～12:00／ 

13:00～16:00 

要予約（1 ヵ月前

より可） 

1時間

300円 

貸 出 備 品 

物品名 貸与期間 利用方法（受け渡し） 費用 

コーヒーメーカー他 1週間以内 TELで受付 無料 

広報協力（チラシやポスターの掲示） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A4もしくは A3 1ヶ月程度 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

秋祭り 模擬店・ゲーム・盆踊り 10月中旬（土） 無料 

たまカフェ 茶話会を通じ多世代交流を図る、講演会など 6月、11月 無料 

あったカフェ 認知症カフェ（日野市栄町 2-17-1） 毎週水曜日 無料 

 

 
震 災 時 

所在地・連絡先 〒191-0024 日野市万願寺 1-16-1 

TEL.042-582-1661 FAX.042-582-1730 
E-mail hino＠moth.or.jp 
 

高齢者福祉の総合施設です。介護保険制度上の在宅サービス、施設入所まで様々

な形で皆様の生活を専門職がサポートしております。地域イベントによく参加

させて頂いておりますが、施設の専門職や設備等を皆様も是非ご活用下さい。 

施設№ 

14 受付時間 9：00～17：00 

17



  

社会福祉法人 至誠学舎立川 

万願寺保育園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

－  － 
  

 

 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士 育児相談 応相談 無料 

栄養士 栄養相談 応相談 無料 

看護師 健康相談 応相談 無料 

貸出スペース＆附帯設備 
名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

にこにこホール 机、パイプ椅子等 応相談 電話予約 無料 

貸 出 備 品 

物品名 貸与期間 利用方法（受け渡し） 費用 

運動会、発表会の備品

（巧技台・跳び箱等）   
応相談 来園または電話で受付 無料 

広報協力（チラシやポスターの掲示） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 

※内容により応相談 

掲示板 A３まで 

チラシ A４まで 
１週間程度 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

運動会 利用者が参加する運動会 
10月上旬

（土） 
無料 

サークル活動 

地域の親子がグループを作り、一緒に遊びながら

“友達作り・情報交換・悩み相談”などの活動を

行います。 

月 2回 

木曜日 
無料 

  

所在地・連絡先 〒191-0024 日野市万願寺 2-31-8 

TEL.042-587-0592 FAX.042-587-0599 
E-mail manganji＠jcom.zaq.ne.jp 

園に隣接している施設は、地域の方も利用でき

るようになっています。また、幅広い年齢層の

職員がそれぞれの持つ専門性を生かして育児

相談等を行っていまので、いつでもお気軽にご

相談ください。 

施設№ 

15 受付時間 9：00～17：00 

18



  

社会福祉法人 東京都社会福祉事業団 

日野療護園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 
－ 

   

 

 

 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

介護福祉士 身体介護技術（車いす・障害特性含む） 60分 無料 

理学療法士 機能訓練講座 60分 無料 

栄養士 栄養相談及び嚥下等に関する講座 60分 無料 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

介護福祉士 身体介護技術 60分 無料 

理学療法士 機能訓練相談 60分 無料 

栄養士 栄養相談 60分 無料 

※身体障害者もしくは介助者が対象 

貸出スペース＆附帯設備 
名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

共通棟 1階 ホール テーブル・いす 平日 16：30～17：30 
電話予約 無料 

会議室 テーブル・いす 平日 9：00～17：00 

貸 出 備 品 

物品名 貸与期間 利用方法（受け渡し） 費用 

音響機器（アンプ・ミ

キサー・スピーカー） 
2～3日程度 電話予約・施設で受け渡し 無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布 A3まで 1ヵ月程度 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

HINO FES(秋祭) ステージショー・模擬店・作品販売 10月第 2土曜日 無料 

  

 
震 災 時 

地域との繋がりを大切に、地域に根差したお役に立てる

支援を目指しています！お気軽ご相談ください。 

所在地・連絡先 〒191-0034 日野市落川 245-1 

TEL.042-593-2421 FAX.042-593-0075 
E-mail kanri1＠hinoryo.org 

施設№ 

16 受付時間 9：00～17：00 

19



  

社会福祉法人 二葉保育園 

自立援助ホームトリノス 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

－ 
 

－ － － 

 

 

 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

職員・生活指導員 
自立援助ホーム（施設）の説明や子どもの

貧困・自立支援について 
60分 無料 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

職員・生活指導員 子どもの貧困・自立支援について 60分 無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

同一法人施設内で掲示 A3まで 1ヵ月程度 電話・施設に持参 

  

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 すずかけの会 

ひまわり 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

－ － － －  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地・連絡先 〒191-0021 日野市石田 1-28-10 

TEL.042-586-0005 FAX.042-586-0041 
E-mail nest＠futaba-yuka.or.jp  

平成 28 年 4 月開設のトリノスは、これまで地域の皆様

に支えられて事業を行ってきました。今後、少しでも皆様

に恩返しができるよう、当施設でできることがありまし

たら、全力でお手伝いさせていただきたいと思っていま

す。今後ともよろしくお願いします。 

施設№ 

17 受付時間 9：00～17：00 

施設№ 

18 受付時間 9：00～17：00 

所在地・連絡先 〒191-0033 日野市百草 857-1 

TEL.042-506-5258 FAX.042-506-5258 
E-mail himawari＠suzukakenokai.or.jp 

知的障害のある方が利用しているグループホームです。一緒にお散歩やお話し相手などを

してくださるボランティアを募集しています！ 

20



  

社会福祉法人 寿優和会 

特別養護老人ホームあすなろ 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 
－ 

   

 

 

 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

相談員・介護福祉士 特別養護老人ホームの紹介など 60分 無料 

貸出スペース＆附帯設備 
名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

レクリエーション室 長机 ４脚 

いす２０脚 
平日 10：00～17：00 電話予約 無料 

会議室 

貸 出 備 品 

物品名 貸与期間 利用方法（受け渡し） 費用 

車いす 1週間 電話予約・施設で受け渡し 無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A3まで 1ヵ月程度 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

夏まつり 施設利用者が参加する夏まつり 8月下旬 無料 

  

 
震 災 時 
風水害時 

所在地・連絡先 〒191-0013 日野市百草 1042-17 

TEL.042-593-1813 FAX.042-593-1832 
E-mail info＠k-yuuwakai.com 

地域の方々が交流を持ち、「開かれた施設」を目指

します。ボランティアの受け入れも随時行ってい

ますので、ご興味のある方はお電話ください。 

施設№ 

19 受付時間 9：00～17：00 

21



  

社会福祉法人 東京都社会福祉事業団 

東京都七生福祉園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 
－ 

   

 
 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

就労移行支援事業 

担当職員 

障害者の企業就労に関する講座 

（ご本人・ご家族向け） 
60分 無料 

グループホーム 

サービス管理責任者 

グループホームでの地域生活に関する講座 

（ご本人・ご家族向け） 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

相談支援事業職員 
知的障害者の就労・地域生活・障害福祉サー

ビスに関する基本相談 
30～60分 無料 

貸出スペース＆附帯設備 
名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

体育館 
椅子・マイク等 

※問合せください。 

9:00～17:00 

（休日要相談） 所定書式に 

よる申し込み 
無料 

プール シャワー・更衣室 
9:00～17:00 

（1回 2時間） 

※1．対象については、地域の障害者施設・地域福祉団体に限ります。 

※2．利用希望者は事前申込み・スポーツ保険の加入が必須となります。 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布 A3まで ２週間程度 施設に依頼文を郵送 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

園祭 模擬店・ステージ演出鑑賞 10月中旬土曜 無料 

  

 
震 災 時 
風水害時 

所在地・連絡先 〒191-0042 日野市程久保 843 

TEL.042-591-0049 FAX.042-593-2662 
E-mail otoiawase＠nanaof.jp  

七生福祉園は福祉型障害児入所施設・障害者支援施設

で、利用者が育てた野菜や果物、シイタケなどの生産

品を地域で出店販売をしています。地域の方のボラン

ティアも歓迎しています。 

施設№ 

20 受付時間 9：00～17：00 
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社会福祉法人 東京緑新会 

多摩療護園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 
－ 

   

 

 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

介護福祉士 身体介護教室 

60～90分 無料 
社会福祉士 知的障害者のケアについて 

理学療法士 機能訓練・嚥下問題について 

栄養士 児童・成長期の栄養講座 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

介護福祉士 身体介護相談 

30～60分 無料 社会福祉士 知的障害者のケアについて 

栄養士 栄養相談 

貸出スペース＆附帯設備 
名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

機械入浴設備 
吊り具 

移譲用リフト 

10:00～12:00＆16:00～18:00 

※水曜のみ 14:00～18:00 申請書提出 無料 

会議室 テーブル・いす 9:00～17:00 

貸 出 備 品 

物品名 貸与期間 利用方法（受け渡し） 費用 

車いす 1ヵ月（更新可） 
申請書提出 無料 

臼・杵・テント 1週間 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布 A3まで 1ヵ月程度 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 
参加

費 

木の実まつり 模擬店・演芸など 10月最終土曜 無料 

  

 
震 災 時 
風水害時 

地域の皆様にとって身近な存在になりたいと常に思

ってまいりました。お力になれることがありました

ら、当施設をぜひご活用ください。 

所在地・連絡先 〒191-0042 日野市程久保 872-1 

TEL.042-591-6885 FAX.042-591-6893 
E-mail tamaryogo＠cc.wakwak.com  

施設№ 

21 受付時間 9：00～17：00 

フードパントリー（食の中継地点） 

23
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社会福祉法人 緑樹会 

介護老人福祉施設ラペ日野 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 
－ 

   

 

 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

介護職員 高齢者の身体介護技術全般について 60～120分 無料 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

管理栄養士 高齢者の栄養相談について 30～60分 無料 

生活相談員 高齢者の介護相談について 30～60分 無料 

貸出スペース＆附帯設備 
名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

交流スペース室 
テーブル・いす 

カラオケ（DAM） 10：00～16：00 電話予約 無料 

会議室 テーブル・いす 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A3まで 1ヵ月程度 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

夏まつり 施設利用者が参加する夏まつり 7月 1日 無料 

利用者作品展 入所者の作品展及びワークショップなど 11月 3～15日 無料 

音楽療法 音楽療法士による歌や簡単な体操 毎月第 2・4月 無料 

手芸レクリエーション 入所する高齢者と楽しむ手芸会 毎週木曜日 無料 

  

 
震 災 時 
風水害時 

所在地・連絡先 〒191-0042 日野市程久保 2-27-1 

TEL.042-506-5078 FAX.042-506-5057 
E-mail rape-hino＠ryokujyukai.com 

 

平成 28年 7月に開設した施設です。法人理念で

ある「地域社会に開かれた信頼され愛される施設」

をめざしていきます。これからも地域の方々に支

えていただき、また私たちも地域の皆様の活動へ

の参加を積極的に取り組んでいきます。 

 

施設№ 

22 

 
受付時間 9：00～17：00 
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社会福祉法人 わかば福祉会 

日野わかば保育園 

ＡＥＤ 子ども 110番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

－ － － 
  

 

 

 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士 乳幼児の育児 

10～30分 無料 看護師 乳幼児の健康保持・病気・怪我 

栄養士 離乳食と乳幼児の食事とおやつ 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

保護者に配布 A４ 要相談 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

運動会 園児の運動会（未就学児の参加競技あり） 10月 無料 

  

所在地・連絡先 〒191-0042 日野市程久保 3-21-2 

TEL.042-593-5551 FAX.042-593-5552 
E-mail houjin＠wakaba1981.jp  

乳幼児の小学校就学まで教育と育児の支援を行

っています。①育児講座（7回）、②妊婦乳児

講座（4回）、外来身体測定（11回）お気軽

にお問い合わせください。 

施設№ 

23 受付時間 9：00～16：00 
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社会福祉法人 博泉会 

高幡台老人ホーム 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 
－ － 

  

 

 

貸出スペース＆附帯設備 
名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

会議室 長机・いす 10：00～17：00 
3日前までに 

電話予約・受付 
無料 

貸 出 備 品 

物品名 貸与期間 利用方法（受け渡し） 費用 

車いす 当日返却 

（必要に応じ相談可） 
電話で受付 無料 

歩行器 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布 A3まで 1ヵ月程度 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

納涼祭 昼食会、職員による屋台出店・盆踊り 7月第 4木曜日 

無料 
いも煮会 いも煮・昼食会 11月第 2木曜日 

クリスマス会 ビンゴゲームや昼食会、合唱会など 12月第 3火曜日 

クラブ活動 カラオケ・書道・茶道・園芸・農園・将棋・映画 随時 

  

所在地・連絡先 〒191-0042 日野市程久保 1-2-4 

TEL.042-592-2611 FAX.042-592-8657 
E-mail hakusen＠msc.biglobe.ne.jp 

地域の皆様との交流を通じ有意義な時間を過ごし

て頂ければと考えておりますのでどうぞお気軽に

ご参加ください。利用者・職員一同お待ちしてい

ます。 

施設№ 

24 受付時間 9：00～17：00 
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社会福祉法人 幹福祉会 

サポート日野 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 
－ － － － 

 

 
 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

障害者スタッフ 

(肢体) 

障害者の地域生活のための 

相談・支援 
応相談 無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で掲示 A3まで 施設内で掲示 電話・施設に持参 

  

所在地・連絡先 〒191-0031 日野市高幡 2-9 

ウィステリアガーデン 1階 

TEL.042-592-9233 FAX.042-592-9233 

サポート日野は自立生活センター・日野と連

携・協力をして、地域で自立生活をしている

方々、またこれから地域での自立生活を希望

している方々の相談・支援を行っています。

職員一同、利用者の立場に立ったサービスを

提供していきます。 

受付時間 9：00～17：00 

施設№ 

25 

27



 

社会福祉法人 菊美会 

むこうじま保育園 

ＡＥＤ 子ども 110番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

  
－ 

  

 

 
 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士 未就学児対象に絵本・紙芝居の読み聞かせ 30～60分 無料 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士・看護師 

栄養士・園長 
育児相談 

必要に 

応じて 
無料 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

園庭開放 
園庭を使い、園児と触れ合いながら遊んでいた

だけます 
年 3回 無料 

パン作り試食会 
給食の職員の指導のもと、お子様とパン作り体

験できます 
年 1回 

大人 350円

小人 250円 

0歳児試食会 出産前後 6ヵ月の方対象 離乳食の試食 年 3回 
大人 350円

小人 250円 

出産を迎える親の体験

学習 
栄養士による栄養相談 給食の試食 年 3回 350円 

クリスマスお楽しみ会 
クリスマスの歌・ダンスで楽しみます 

サンタクロースやトナカイも登場します 
年 1回 無料 

  

所在地・連絡先 〒191-0022 日野市大字新井 865-3 

TEL.042-599-5561 FAX.042-599-5562 

日頃より、保育園を支えて下さる地域の

方々との交流を大切にしています。お気

軽にお越しください。 

施設№ 

26 受付時間 9：00～17：00 

令和元年度 お遊戯会（５歳児） 

28



  

社会福祉法人 貴静会 

子どもの森あさかわ保育園 

ＡＥＤ 子ども 110番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

－  － 
  

 

 
 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 相談時間 費用 

保育士 育児相談 応相談 無料 

貸出スペース＆附帯設備 
名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

コミュニティスペース 
冷暖房・水道・トイレ 

※使用後に清掃必須 
応相談 電話予約 無料 

広報協力（チラシやポスターの掲示） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 

※内容により応相談 

掲示板 A３まで 

チラシ A４まで 
１週間程度 電話・施設に持参 

  

所在地・連絡先 〒191-0024 日野市万願寺 5-3-8 

TEL.042-843-2080 FAX.042-843-2083 
E-mail asakawa02＠outlook.jp 

開園して間もない保育園です。地域に密着

した保育園を目指し、多くの皆様に知って

いただけるよう頑張ります。育児にお悩み

の方は、お気軽にご相談ください。 

施設№ 

27 受付時間 9：00～17：00 

29



  

社会福祉法人 菊美会 

たかはた北保育園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

－ 
 

－ 
  

 

 

 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士 未就学児対象に絵本・紙芝居の読み聞かせ 30～60分 無料 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士 育児相談 
必要に 

応じて 
無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A4まで 2週間程度 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

運動会 未就園児参加の宝ひろいの競技へ参加 10月 無料 

誕生会 職員の出し物あり 誕生会 毎月 無料 

園庭開放 同じ年齢の園児と園庭にて遊ぶ 8月 無料 

おもちゃ講習 
資格を持った保育士の指導のもと、玩具を子ど

もと一緒に作り遊べる 
年 2回 無料 

出産を迎える親の体験 

学習 

0歳児クラスの見学。遊びに参加し、保育園の生

活を体験 
年 3回 無料 

パンづくり講習 給食室の職員の指導のもと、パン作りを体験 年 2回 
大人 350円 

小人 250円 

  

所在地・連絡先  〒191-0031 日野市高幡 507-4 

TEL.042-591-5003 FAX.042-591-5069 

平成 16年に開園した保育園です。『地域と共に子

育てし』を園の理念に、地域の方々と共に成長し

ていければと思っています。様々な行事がありま

すので、是非遊びにお越しください。 

施設№ 

28 受付時間 9：00～17：00 

30



  

社会福祉法人 寿優和会 

特別養護老人ホーム浅川苑 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

     

 

 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

介護福祉士 高齢者の介護方法、車いすの使い方 30～60分 無料 

管理栄養士 高齢者が食べやすい食事について 30～60分 無料 

介護支援専門員 認知症サポーター養成講座 90分 無料 

看護師 介護予防について 60分 無料 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

介護支援専門員 介護相談、介護保険 30～60分 無料 

社会福祉士 成年後見制度について 30～60分 無料 

貸出スペース＆附帯設備 
名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

高幡福祉センター 
長机１０脚 

いす５０脚 

午前 9：00～12：00 

午後 13：00～17：00 

夜間 18：00～21：00 

施設で 

予約申込み 

1回 300円 
高齢者団体等に

減免制度あり 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A3まで 1ヵ月程度 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

あさかわ祭り 施設利用者の作品展＆バザー 10月中旬日曜 無料 

おしゃべりカフェ 認知症カフェ 毎月第 3土曜日 
飲み物代

100～200円 

  

 
震 災 時 

所在地・連絡先 〒191-0031 日野市高幡 864-4 

TEL.042-593-1165 FAX.042-593-0864 
E-mail asakawaen＠k-yuuwakai.com 

高幡不動駅のほど近く、浅川沿いにある施設です。 

地域に開かれた施設です。サークル活動等には併設す

る高幡福祉センターをご利用ください。 

施設№ 

29 受付時間 9：00～17：00 

31



  

社会福祉法人 つくしんぼ保育園 

つくしんぼ保育園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 
－ － 

  

 
 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

看護師 保育園の安全管理・食育について 30～60分 無料 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

看護師 子どもの病気や生活習慣について 30～60分 無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A3まで 1ヵ月程度 事前に要相談 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

運動会 運動会 5月下旬 無料 

夏祭り 夏まつり 7月上旬 無料 

つくしんぼまつり 

生活発表展 

バザー・ゲーム・軽食など 

園児の作品展示・園での生活の紹介など 
10月下旬 無料 

  

所在地・連絡先 〒191-0041 日野市南平 5-8-2 

TEL.042-591-6153 FAX.042-592-7372 
E-mail info＠tsukushinbohoikuen.com 

地域に根ざした保育園として、これからも地域

の皆様との連携を大切にしていきたいと考え

ております。共に子どもの成長を見守っていた

だけると幸いです。 

施設№ 

30 受付時間 9：00～17：00 

32



  

社会福祉法人 すずかけの会 

すずかけの家 
 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

－  － 
  

 

 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

支援員･社会福祉士 知的障害について等、相談に応じます。 30～60分 無料 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

支援員･社会福祉士 個別に対応します。 30～60分 無料 

貸出スペース＆附帯設備 
名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

作業室及び食堂 
テーブル 

いす等 

平 日 17:30～20:00 

土日祝 9:00～17:00 
電話予約 若干 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設掲板および配布 A3まで 1ヵ月程度 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

バザー 利用者製品、日用品雑貨、模擬店などの販売 11月初旬 無料 

芸術鑑賞会 音楽、舞踊、演劇などの鑑賞 ２月 無料 

  

所在地・連絡先 〒191-0041 日野市南平 4-11-22 

TEL.042-591-7561 FAX.042-591-7569 
E-mail info＠suzukakenokai.or.jp 

重度の知的障害のある方が中心に通所されてい

る施設です（生活介護事業）。利用者と一緒に労

働活動や文化活動などを行っていただけるボラ

ンティアさんを募集中です。アットホームで賑

やかな施設です。充実した楽しい時間を過ごせ

ることと思います。見学や実習なども大歓迎で

す。お気軽にお越しください。 

施設№ 

31 受付時間 9：00～17：00 

33



  

社会福祉法人 すずかけの会 

ふらっと・すずかけ 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

－ － － 
  

 

 
 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

相談員 知的障害について等相談に応じます。 30～60分 無料 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

相談員 個別に対応します。 30～60分 無料 

貸出スペース＆附帯設備 
名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

作業室 

テーブル 4、長机 1、 

いす 25、パイプいす 9 

（会議や研修会などに 

30人程度・飲食可） 

平日 17:30～20:00 

土日 10:00～16:00 

2ヵ月前 

から予約

可 

光熱水費 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布 A4まで 1ヵ月程度 電話もしくは受付 

  

所在地・連絡先 〒191-0043日野市平山 4-2-1 

小林ビル平山 102 

TEL.042-594-9320  FAX.042-594-9321 

E-mail flat＠suzukakenokai.or.jp 

重度の知的障害のある方が中心に通所され

ている施設です。（生活介護事業）利用者と

一緒に受注作業や文化活動などを行ってい

ただけるボランティアさんを募集中です。ア

ットホームで賑やかな施設です。楽しい一日

を過ごせると思います。ぜひ一度気軽にお越

しください。 

施設№ 

32 受付時間 9：00～17：00 

34



  

社会福祉法人 すずかけの会 

放課後等デイサービスぷらたなす 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

－ 
 

－ 
  

 
 

 
 

 
 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

相談員 障害児の各種相談 30～60分 無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A3まで 1ヵ月程度 電話・施設に持参 

 

 

 

 

所在地・連絡先 〒191-0041日野市南平 9-36-23 

スカイハイツ 101 

TEL.042-506-9422 FAX.042-506-9422 
E-mail platanus＠suzukakenokai.or,jp 

放課後にハンディキャップのある就学児童

を預かる事業所です。お客さんが大好きな

お子さんが多いので、ボランティアに来て

頂ければ、みんな喜びます。障がいがありま

すが、子どもたちの生き生きとした表情や

エネルギッシュな行動を是非、体験してみ

て下さい。 

施設№ 

33 受付時間 10：30～18：00 

35

mailto:platanus@suzukakenokai.or,jp


  

社会福祉法人 栄光会 

栄光保育園 
 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

  
－ 

  

 

 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士 ベビーリフレ（ベビーマッサージ） 30分 無料 

保育士 クレイクラフト（粘土） 60分 材料費 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士 育児相談 育児について 30～45分 無料 

栄養士 育児相談 離乳食について 30～45分 無料 

看護師 育児相談 歯磨き、手洗い指導 30～45分 無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布 A3まで 2週間程度 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

園庭開放 就学前までの子を対象に園庭開放   
4～6月、10～11月 

毎週水曜 
無料 

運動会 利用者の運動会 10月上旬の土曜日 無料 

栄光 未来っ子まつり 太鼓、民謡などのイベント 2月の第 4土曜日 無料 

  

所在地・連絡先 〒191-0043 日野市平山 5-7-11 

TEL.042-593-1538 FAX.042-593-2066 
E-mail hoiku8150＠yahoo.co.jp 

 

昭和 55年に開園した栄光保育園は、おか

げさまで同法人の保育園が７園となりま

した。未来の宝である子どもたちに地域の

皆様方にお力添えをいただき、最高の保育

環境をめざしていきたいと思います。 

施設№ 

34 受付時間 9：00～17：00 

36



  

社会福祉法人 友遊の家 

友遊ケアセンター 

ＡＥＤ 子ども 110番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 
－ － 

  

 

 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

主任ケアマネージャー 介護相談（電話で要予約） 30～60分 無料 

貸出スペース＆附帯設備 
名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

デイルーム 
テーブル 2 

いす 10 

土曜 

10：00～15：00 
電話予約 無料 

貸 出 備 品 

物品名 貸与期間 利用方法（受け渡し） 費用 

折り畳みテーブル 
1週間程度 電話予約、施設で受け渡し 無料 

パイプいす 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

友遊まつり バザー・模擬店 10月中旬の日曜 無料 

  

所在地・連絡先 〒191-0055 日野市西平山 2-2-15 

TEL.042-584-5141 FAX.042-584-4212 
E-mail kkanda＠syd.odn.ne.jp 

体は弱くなってきたけれど、住み慣れた

わが家で暮らし続けたいと思っている方、

家族の介護で大変な方など、介護のことで

お困りでしたら、気軽にご相談ください。

友遊ケアセンターは、地域の社会資源とし

て役立ちたいと願っています。 

施設№ 

35 受付時間 9：00～17：00 

37



  

社会福祉法人 隆山會 

特別養護老人ホーム豊かな里 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

     

 

 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

介護福祉士 

介護支援専門員 

介護相談・知識技術講座（福祉用具の基礎的

知識・体験講座、高齢者の加齢と老い、介護

に関わる相談・講座、認知症の基礎的知識） 

60～90分 無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布 A3まで 1ヵ月程度 電話・施設に持参 

  

 
震 災 時 
風水害時 

所在地・連絡先 〒191-0053 日野市豊田 1-22-2 

TEL.042-589-2366 FAX.042-589-2331 
E-mail ryusen＠yutakanasato.or.jp 

特別養護老人ホーム豊かな里には、デイサー

ビス豊かな里、ショートステイ豊かな里も併

設しています。ご希望の方はお気軽にご相談

ください。 

 

施設№ 

36 受付時間 9：00～17：00 

38



  

社会福祉法人 ねぐるみ会 

芝原保育園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

  
－ 

  

 

 
 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

栄養士・看護師・保育士 イベント参加時にご相談ください 30～60分 無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布 A4まで 1週間程度 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

育児講座 ベビーマッサージ （要予約） 第二水曜 無料 

園庭開放 保育園で遊んで、親子で給食を食べます（要予約） 要問合せ 給食費実費 

体験保育 お子さんの年齢のクラスで保育園生活体験（要予約） 要問合せ 給食費実費 

  

社会福祉法人 ねぐるみ会 

豊田保育園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

  
－ 

  

 

 
 

所在地・連絡先 〒191-0053 日野市豊田 1-18-5 

TEL.042-582-5177 FAX.042-582-5511 
E-mail shibahara＠wing.ocn.ne.jp 

ねぐるみ会の２つの保育園は、地域の皆様に見守られ

ながら、子どもたちが大切に育まれる保育園を目指し

ていきます。また、地域の方々を対象とした子育て支

援活動も行っています、お問い合わせください。 

所在地・連絡先 〒191-0053 日野市豊田 4-10-3 

TEL.042-581-3451 FAX.042-514-8006 
E-mail toyoda＠major.ocn.ne.jp 

施設№ 

38 

施設№ 

37 受付時間 9：00～17：00 

受付時間 9：00～17：00 

39



社会福祉法人 吹上会 

吹上保育園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 
－ － 

  

 

 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士 育児相談（しつけ など） 30～45分 無料 

栄養士 育児相談（離乳食 など） 30～45分 無料 

看護師 育児相談（発育測定、手洗い指導など） 30～45分 無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A3まで 2週間程度 電話もしくは受付 

地域の方が参加できるイベント・企画 詳細は、お問い合わせください。 

イベント 内容 開催時期 参加費 

誕生日会 誕生月の子ども達をお祝い会 誕生月の下旬 無料 

七夕・夕涼み会 七夕に園児と地域の方々と楽しむ夕涼み会 7月 無料 

日野市保育まつり 
市内の保育園と共同して行う園児による踊りや

コーラスの発表会。 
2月 無料 

  

  

所在地・連絡先 〒191-0052 日野市東豊田 3-12-7 

TEL.042-583-7648 FAX.042-584-7649 

当法人は、昭和 42年の創立より 3歳未満の乳

幼児専門の家庭的な雰囲気を大切にする保育を

大切にしてきました。月～金曜日13時～15時

まで地域の皆様向けに保育士や看護師、栄養士

による育児相談を行っています。電話での対応

も行っています。お気軽にご相談ください。 

施設№ 

39 受付時間 9：00～17：00 

40



  

社会福祉法人 雲柱社 

たまだいら児童館ふれっしゅ 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 
－ 

 
－ 

 

 

 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A3まで 

1週間程度 

＊日野市が後援する 

事業に限る 

電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

ふれっしゅまつり ゲームコーナー・つくろうコーナー 5か 6月の日曜 無料 

  

 
震 災 時 
風水害時 

所在地・連絡先 〒191-0062 日野市多摩平 2-9 

TEL.042-589-1253 FAX.042-589-1259 
E-mail fresh＠unchusha.com  

多摩平の森ふれあい館 3階にあります。

開館時間は 9：30～19：00 で乳幼児

を連れたパパママから中・高校生まで元

気に遊んでいます。大きな体育室とスタ

ッフの元気な挨拶＆笑顔が魅力の児童

館です。皆さん遊びに来てください。 

施設№ 

40 受付時間 9：30～19：00 

41



  

社会福祉法人 栄光会 

栄光多摩平の森保育園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

  
－ 

  

 

 

 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士 育児相談 育児について 30～45分 無料 

栄養士 育児相談 離乳食について 30～45分 無料 

看護師 育児相談 歯磨き、手洗い指導等 30～45分 無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A3まで 2週間程度 電話もしくは受付 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

誕生日会 0～5歳児対象(カードプレゼントやお話しなど) 誕生月の下旬 無料 

運動会 利用者参加の運動会 10月上旬の土曜 無料 

栄光未来っ子まつり 太鼓、民謡などのイベント 2月の第四土曜 無料 

  

所在地・連絡先 〒191-0062 日野市多摩平 2-8-5 

TEL.042-843-2567 FAX.042-843-2568 
E-mail hoiku8150＠yahoo.co.jp  

平成３０年４月に開園した保育園です。地域の

方に暖かく見守られ、未来の宝である子どもた

ちに最高の保育環境を目指していきたいと思い

ます。 

施設№ 

41 受付時間 9：00～17：00 

42

mailto:hoiku8150@yahoo.co.jp


  

社会福祉法人 創隣会 

日野市地域包括支援センターあいりん 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

－ 
 

－ 
  

 

 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

介護支援専門員、看護師、

社会福祉士 

認知症サポーター養成講座 

＆ステップアップ講座 

60分 無料 介護予防教室 

介護保険制度説明会 

成年後見制度説明会 

専門相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

介護支援専門員、看護師 

社会福祉士、介護福祉士 
在宅介護・療養相談 60分 無料 

貸出スペース＆附帯設備 
名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

リハビリデイきりん 
パワーリハビリ

設備 
9：00～17：00 

介護保険制度

に準ずる 

介護保険自己 

負担割合よる 

貸 出 備 品 

物品名 貸与期間 利用方法（受け渡し） 費用 

車いす（2台） 必要に応じて 電話予約、施設で受け渡し 無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A0まで 必要に応じて 施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

介護予防教室 介護予防の啓発 定期開催 無料 

認知症家族交流会 介護する家族同士の交流会 定期開催 無料 

  

所在地・連絡先 〒191-0062 日野市多摩平 6-31-7 

TEL.042-586-9141 FAX.042-586-9142 
E-mail sourinkai＠etude.ocn.ne.jp 

NPO 法人「愛隣舎」とともに地域福祉に取り組み、地域に密着し

て福祉サービスの提供を行っています。高齢者支援のほか障害者、

生活困窮者の支援を通して地域共生社会の実現を目指していきま

す。住み慣れた地域でいきいきと元気に暮らし続けられるまちづく

りに努めています。 

施設№ 

42 受付時間 9：00～17：00 

43

mailto:yume1219@hinocatv.zaq.ne.jp


  

社会福祉法人 吹上会 

吹上多摩平保育園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 
－ － 

  

 

 

 

専門相談  

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士 育児相談（しつけ など） 30～45分 無料 

栄養士 育児相談（離乳食 など） 30～45分 無料 

看護師 育児相談（発育測定、手洗い指導など） 30～45分 無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A3まで 2週間程度 電話もしくは受付 

地域の方が参加できるイベント・企画 詳細は、お問い合わせください。 

イベント 内容 開催時期 参加費 

誕生日会 誕生月の子ども達をお祝い会 誕生月の下旬 無料 

七夕・夕涼み会 七夕に園児と地域の方々と楽しむ夕涼み会 7月 無料 

日野市保育まつり 
市内の保育園と共同して行う園児による踊りや

コーラスの発表会。 
2月 無料 

  

所在地・連絡先 〒191-0062 日野市多摩平 6-1-2 

TEL.042-582-3755 FAX.042-582-3756 

当法人は、昭和 42年の創立より 3歳未満の乳

幼児専門の家庭的な雰囲気を大切にする保育を

大切にしてきました。月～金曜日13時～15時

まで地域の皆様向けに保育士や看護師、栄養士

による育児相談を行っています。電話での対応

も行っています。お気軽にご相談ください。 

施設№ 

43 受付時間 9：00～17：00 

44



  

社会福祉法人栄光会 

栄光多摩平中央保育園 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

  
－ 

  

 

 
 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士 ベビーマッサージ 30分 無料 

保育士 クレイクラフト（粘土） 60分 材料費 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士 育児について 

30～45分 無料 栄養士 離乳食について 

看護師 歯磨き・手洗い指導などについて 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A3まで 2週間程度 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

園庭開放 未就学児のお子様が園庭で遊べます。 
4～6、10～11月 

毎週木曜日 
無料 

運動会 運動会（園外の子ども参加プログラムあり） 10月上旬土曜日 無料 

栄光未来っ子まつり 園児の太鼓、民謡、イベントなど 2月第 4土曜日 無料 

  

所在地・連絡先 〒191-0062 日野市多摩平 3-1-15 

TEL.042-843-4160 FAX.042-843-1863 
E-mail hoiku8150＠yahoo.co.jp 

栄光多摩平中央保育園は、平成２９年４月に

開園しました。“笑顔で優しく丁寧な保育”を

心がけ保育を進めています。地域の方々との

交流も深めてまいりたいと思っております。 

施設№ 

44 受付時間 9：00～17：00 

45



  

社会福祉法人 あかつき 

介護老人福祉施設花子 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 
－ 

 
－ 

 

 

 

 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

管理栄養士 食中毒対策 30～60分 無料 

専門相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

管理栄養士 栄養相談 15～30分 無料 

作業療法士 自立支援に向けた相談 15～30分 無料 

貸出スペース＆附帯設備 
名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

地域交流スペース 
会議用テーブル 

椅子 

10：00～17：00 

※年末年始除く 
電話予約 無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A3まで 4週間まで 電話で相談後、施設持参 

  

 
震 災 時 
風水害時 

所在地・連絡先 〒191-0062 日野市多摩平 3-1-11 

TEL.042-582-8787 FAX.042-582-8786 
E-mail hanako＠mitsurukai.com 

住み慣れた地域で安心して暮らせる場所、人、街を

大切にします。 

施設№ 

45 受付時間 9：00～17：00 

46
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社会福祉法人 おおぞら 

つばさ 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 
－ － 

  

 

 
 

貸 出 備 品 

物品名 貸与期間 利用方法（受け渡し） 費用 

車いす 原則 1週間 応相談 電話予約、施設で受け渡し 無料 

テント 原則 1週間 応相談 電話予約、施設で受け渡し 無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布 A4まで 2週間程度 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

大空祭 
利用者の作品展示、模擬店、喫茶、作品即売会、 

ステージ発表他 

10月最終 

日曜日 
無料 

陶芸教室 地域住民（子ども）を対象にした陶芸教室 3月下旬 500円 

  

所在地・連絡先 〒191-0065 日野市旭が丘 2-42-5 

TEL.042-582-3434 FAX.042-582-3417 
E-mail tsubasa＠oozola.org  

地域の皆さんにはいつもお世話になっていま

す。自治会の夏まつり等には参加させていただ

き、販売を通して皆さんと交流しています。 

また、月２回、施設周辺の清掃を実施していま

す。今後も施設として協力できることはお手伝

いさせていただきます。 

受付時間 9：00～17：00 

施設№ 

46 

47



  

社会福祉法人 夢ふうせん 

工房夢ふうせん 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 
－ 

   

 

 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

社会福祉士、介護福祉士

知的障害福祉士等 

障害（知的・発達・重度心身）の理解、 

障害者施設で働くということ 
30～60分 無料 

貸出スペース＆附帯設備 
名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

食堂 
イス 

テーブル 

9：00～17：00 

（12：00～13：30は除く） 
電話予約 

１人 

＠100円 

貸 出 備 品 

物品名 貸与期間 利用方法（受け渡し） 費用 

かき氷機 1週間 電話予約、施設で受け渡し 無料 

ポップコーン機 1週間 電話予約、施設で受け渡し 無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布 A3まで 1ヵ月間 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

夢ふうせんまつり 
製品販売、作業体験、ステージ販売 

バザー品販売 

10月最終 

日曜日 
無料 

  

 
震 災 時 
風水害時 

所在地・連絡先 〒191-0065 日野市旭が丘 2-42-12 

TEL.042-587-8630 FAX.042-583-0766 
E-mail yume1219＠jcom.zaq.ne.jp 

施設内にあるショップゆめでは、美味しいパ

ンやお菓子、お弁当や小物グッズなど販売して

います。旭が丘中央公園で行う夏まつりやたき

び祭にも出店して販売しています。是非お立ち

寄りいただきたいと思っています。 

 

施設№ 

47 受付時間 9：00～17：00 

フードパントリー（食の中継地点） 

48
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社会福祉法人 東京光の家 

東京光の家 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

     

 
 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

障害サービス相談員 障害福祉サービスについて 30～60分 無料 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

障害サービス相談員 障害福祉サービスについて 30～60分 無料 

貸出スペース＆附帯設備 
名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

音楽室 
ホール 

ピアノ等 

主に土日 9：00～17：00 

午 前   9：00～13：00 

午 後  13：00～17：00 

電話予約 

午前、午

後各 1000

円 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内配布・掲示 A3まで 1週間程度 電話相談・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

ふれあい夏祭り 利用者が参加する夏祭り 
（令和 2年） 

7月 18日 
無料 

チャリティバザー 利用者が参加するバザー（売り子として参加） 
（令和 2年） 

10月 11日 
無料 

  

 
震 災 時 
風水害時 

 

所在地・連絡先 〒191-0065 日野市旭が丘 1-17-17 

TEL.042-581-2340 FAX.042-581-9568 
E-mail hikari＠hikarinoie.org 

障害者も健常者も共に生きる地域共生社会の実現を目指しています。 

チャリティバザー 旭ヶ丘地区センター運営管理 ふれあい夏祭り 

受付時間 9：00～17：00 

施設№ 
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社会福祉法人 日野青い鳥福祉会 

あおいとり日野 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

－ － － － 
 

 

 
 

出前講座・出張相談 
講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

介護福祉士 

社会福祉士 

移動支援従事者養成講座 

（ガイドヘルパー資格） 

３日間 講義２日 

実習 1日 
10,500円 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

施設職員 障害者人生・生活もろもろ相談 30～60分 無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A3まで 1～2週間程度 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

青い鳥バザー バザー・施設公開 
10月もしくは 

11月の日曜 
無料 

  

所在地・連絡先 〒191-0054 日野市東平山 3-1-27 

TEL.042-584-2560 FAX.042-584-2565 
E-mail aoitorihino＠cap.ocn.ne.jp 

知的障害者が楽しく活動している

障害者施設です。地域の皆さんと

共にノーマルな社会づくりに貢献

できればと思います。 

施設№ 

49 受付時間 9：00～17：00 

50



  

社会福祉法人 大家族 

特別養護老人ホームシンフォニア 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

 － 
   

 

 

貸出スペース＆附帯設備 
名称 附帯設備 貸出時間 利用方法 費用 

地域交流スペース 
マイク・スピーカー 

ピアノ・照明 
14:30～15:00 電話予約 無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A3まで 1ヵ月程度 電話・施設に持参 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 費用 

小学校の課外授業 

との交流 

課外授業で小学生に高齢者とのレクリエー

ションについて考えてもらい、また地域の

方々にもご参加いただいています。 

未定 無料 

  

 
震 災 時 
風水害時 

所在地・連絡先 〒191-0054 日野市東平山 3-1-19 

TEL.042-514-9715 FAX.042-514-9716 

ステージボランティアやご利用者個々に対する

傾聴ボランティアを随時募集しています。お気軽

にお問合せください。 

受付時間 9：00～17：00 

施設№ 

50 

51



  

社会福祉法人 大家族 

ひよこハウス豊田 

ＡＥＤ 子ども 110 番 福祉避難所 実習受入 
ボランティア 

受入 

  
－ 

  

 

 

 

専門相談 

講師等の職種・資格 テーマ・内容 所要時間 費用 

保育士 育児相談 育児について 30～45分 無料 

栄養士 育児相談 離乳食について 30～45分 無料 

広報協力（チラシやポスター） 

内容 大きさ 期間 依頼方法 

施設内で配布・掲示 A3まで 2週間程度 電話もしくは受付 

地域の方が参加できるイベント・企画 

イベント 内容 開催時期 参加費 

運動会・夏まつり 0～5歳児対象(プレゼントあり) 5・7月下旬 無料 

  

所在地・連絡先 〒191-0054 日野市東平山 3丁目 1-1 

TEL.042-585-7069 FAX.042-583-5110 
E-mail hiyokohaustoyoda@wine.ocn.ne.jp 

ひよこハウス豊田は、高齢者の利用する施設

介護老人保健施設クローバーやケアハウス・

ローズマリー、佐々木クリニック豊田が一体

となった複合施設の中にあります。モンテッ

ソーリ教育の保育理論を基礎に、環境を整

え、遊びや園生活の中でこども達の知的好奇

心や自発性を育てます。幼児クラスは、縦割

り保育を取り入れ異年齢の人間関係から学

ぶ機会を大切にしています。 

施設№ 

51 受付時間 9：00～17：00 
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社会福祉法人 の現状 と課題 

 

専門性を生かした 

連携で支援力 

アップ！！ 

○既存の制度では対応できなかった課題への対応 

○無料または低額な料金での福祉サービスの提供 

○社会福祉法人の専門性・資源を生かした取り組み 

 課 題 

既存の制度やサービスでは対応できなかった地域の課題に 

向き合い、社会福祉法人の存在価値を高めていきます。 

・社会福祉法人等が連携した取り組み「防災・減災シンポジウム」や「障害者 

運動会」「※フードパントリー」「買い物お助けサービス」などへの協力 

・福祉教育（実習指導や講習）やボランティア活動の普及啓発 

・福祉人材の発掘（就労支援）・育成 

・社会福祉法人が行う活動・事業などの情報発信 

社会福祉法人活用ガイドブックの発行、ホームページなど・・ 

地域公益活動 

人材発掘・育成（定着） 

・地域で必要とされる取り組みを実施しているが、地域で知られていなかった。（情報発信不足） 

・ニーズを把握していても１施設だけでは対応が困難。（連携・ネットワーク・協力関係） 

・ＮＰＯや企業も地域貢献を行われているなか、社会福祉法人の役割が見直されている（公益・専門性） 

情報発信・共有 

 現 状 

安心・安全で 

継続性の 

ある取り組み

み！！！ 

分野を超えて社会福祉法人同士の協力やネットワーク化 

における取り組み 

社会福祉法人が 

持つ力を生かした 

地域づくり！ 

※フードパントリー：身近な地域に「                」を設置し、経済的事業等により生活に支援を必要とし

ている方への直接的な「食の提供」とともに、適切な相談・支援機関につなげる活動です。日野市では、NPO法人フードバンク TAMA

が実施し、社会福祉法人（施設）で「食の中継地点」や「広報活動」の協力を行っています。 

フードパントリー（食の中継地点）    

53



私たち社会福祉法人は 

地域公益活動に取り組んでいます 

 

 

 

 

 
 

     

     

     

     

     

     

    

 

 

地域の福祉ニーズ等を踏ま

え各法人の自主性や創意工

夫により多様な地域貢献活

動を行います。 

福祉の担い手不足の解消を図

るため、地域に潜在する人材

の発掘や育成（福祉教育を含

む）を行います。 

法人・施設の事業内容や専門

分野における情報の提供・発

信等を積極低に行い、地域に

おける社会福祉法人の存在価

値を高めていきます。 

地域における 

公益的な取組み 
人材発掘・育成 

（福祉教育） 
情報発信・共有 

あかつき 

（高齢） 

青い鳥 

福祉会 

（障害） 

栄光会 

（保育） 

雲柱社 

（保育） 

おおぞら 

（保育） 

菊美会 

（保育） 

貴静会 

（保育） 

大家族 

（高齢） 

つくしんぼ 

保育園 

（保育） 

東京都社会 

福祉事業団 

（障害） 

東京光の家 

（障害） 

東京緑新会 

（障害） 

にんじんの会 

（高齢） 

すずかけの会 

（障害） 

博泉会 

（高齢） 

日野市社会 

福祉協議会 

（地域福祉） 

友遊の家 

（高齢） 

夢ふうせん 

（障害） 

隆山會 

（高齢） 
緑樹会 

（高齢） 

創隣会 

（高齢） 

日 野 市 内 社 会 福 祉 法 人 一 覧 

わかば 

福祉会 

（保育） 

日野市民 

たんぽぽの会 

（障害） 

吹上会 

（保育） 
幹福祉会 

（障害） 

三多摩 

福祉会 

（高齢） 

清心福祉会 

（保育） 

健生会 

（保育） 

二葉保育園 

（児童） 

マザアス 

（高齢） 

のぎく会 

（保育） 
ねぐるみ会 

（保育） 

至誠学舎 

立川 

（保育） 

寿優和会 

（高齢） 
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