じぶんの町を良くするしくみ。

令和2年度 日野市における赤い羽根共同募金の実績
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日野市で2,535,385円の募金をお寄せいただきました。
日野市内10団体へ1,590,000円を助成し、地域福祉活動の推進に活用されています。
日野市で集められた募金の約65％は日野市の福祉のため、約30％は日野市を含む都内全域の福祉や
災害等準備金として積み立てられています。

実績額 内訳
自動販売機

４３７，９５７円

個人・団体

１，３２０，７６８円

自

治

会

７７６，６６０円
（令和3年1月時点）

街 頭 募 金 （コロナ禍のため未実施）

『赤い羽根共同募金 au PAY 募金

「新しいスタイルの募金方法」はじめました。』
・auPAY アプリの仕組みを使った募金方法です。
・人と接触せず募金ができます。
・領収書は発行できません。
確定申告などで領収書
が必要な方は、
窓口にお持ちいただくか振込でお
願いします。

「ありがとう」
（助成団体の一部を紹介します）
※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。

ケアホームともにこ

スローワールドふれあいの森

（グループホーム）

（就労継続支援B型事業所）

「風呂場の浴槽・床改修工事」
「利用者が使用するパソコンの
入れ替え及び増設」
300,000円
120,000円
上肢・下肢に麻痺
がある利用者のため
に、風呂場に手すり
をつけ床を改修する
など、大規模な工事
をすることが
出来ました。

助成金を頂きパソ
コンを購入すること
ができました。
利用者
さんの仕事の幅も広
がり、モチベーション
アップに繋がりまし
た。

【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）

赤い羽根共同募金 地域配分募集

私たちも地域福祉活動を応援しています!!

（Ｂ配分）

【対象団体】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
【対象事業】令和4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
【助成総額】総額164万円
【助 成 額】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）

■QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

※諸事情により、開催を中止する場合がございます。

方も
も
も
子育て中の
リタイアした方 未経験の方

このまちで始める。
関心のある方はお気軽にお問合せください。

在宅高齢者ケアサービス事業

協力会員 募集!!
特に百草、
南平、
程久保、
平山で活動できる方
【応募資格】
市内在住および近隣地域在住の18歳以上の方

日野市内社会福祉法人ネットワーク

福祉のしごと魅力発信！

Vol.2

Q1. 福祉

中学生時代は、障害のある友達もいっしょのクラスで学んできました。そんな環
境で育ってきたので、障害のある方との暮らしは私にとってとても自然なものと感
じていました。大学時代は特別支援教育の教職課程を学び、友人たちと障害児（者）
やネット依存の子を対象とした自然体験プログラムなどを企画するなど、ボラン
ティア活動を積極的に行ってきました。こうした経験を活かしてみたいと、障害者
施設で働くことを決めました。

どういった仕事を
Q2. 現在、されているのですか？

掃除、
洗濯、
買い物代行、外出
付添、
庭の片付け などを利用者 【そ の 他】

会員制の活動のため、年会費1,200円が必要です。
利用者さんが作った、来年の干支“トラ”の土鈴と。

ケアサービス事業説明会
日

場

所

10月21日（木）13：30〜14：30

福祉支援センター 2階（高幡1011）

10月22日（金）10：00〜11：00

多摩平の森ふれあい館 2階（多摩平2-9）

10月26日（火）14：00〜15：00

中央福祉センター 2階（日野本町7-5-23）
TEL.591-1567

Eメール zaitaku@hinosuke.org

地域福祉権利擁護事業

生活支援員を募集します。
認知症や障害などにより生活全般や手続きなどに不安がある方に、書類整理や利用料の支払い、
生活費の引き出しなどのお手伝いをしてみませんか？

【活動内容】
・福祉サービスの利用援助
・書類整理や手続きなどのお手伝い
・日常的な金銭管理
・利用者の状況などについて報告
・生活支援員連絡会への参加
訪問前の打合せの様子

大
歓
迎

私が働く（社福）おおぞら「就労継続B型事
業所つばさ」は、知的障害のある利用者さん
が自主製品（土鈴や石鹸）の製作や軽作業を
するなど「働く場」を提供する施設です。私
の業務は、利用者さんが作業をしやすくす
るための補助や調整を行う仕事です。

支援員

み

ほ

青鹿 美保さん

Q3. 仕事の魅力

（やりがい）
は？

特別支援教育の教育実習でも生徒の成長を
感じることができました。つばさの支援員と
しての魅力は、やはり「利用者さんの成長」
を感じたときです。これまでできなかった作
業が、訓練しながらできるようになった時は、
とても嬉しい気持ちになります。次のステッ
プ、また次のステップと、段階的に訓練を進
めていく支援の難しさも日々感じています
が、またそこに「福祉の仕事」の可能性も感
じています。
現在、コロナ禍で外出を制限されることが
多くなりましたが、利用者さんたちの「笑顔」
を思い浮かべながら、できる範囲でイベント
などを企画していきたいと思っています。

※要申込

時

【申込・問合せ先】在宅サービス係

あおしか

（障害者施設）
の仕事に進んだ理由を教えてください。

【活動日時】
【活動内容】
月曜〜金曜日（土・日・祝日・年末年始は除く）
市内在住の利用者さんにサービスを 8：30〜17：00のうち、
活動可能な範囲で
提供します。
【活 動 費】1時間 1,000円
宅で行います。

社会福祉法人おおぞら
就労継続B型事業所つばさ

【募集人数】5人程度
【申込方法】電話予約の上個別説明を実施。
【選考方法】書類選考・面接により決定
【応募資格】市内在住で、20歳以上
おおむね65歳までの方

定期的に利用者さんとお会いし、近況を伺
いながら郵便物の整理や金銭管理のお手伝い
をしています。
月数回の活動なので、子育て中の私でも無
理なく続けられています。利用者さんは訪問
を楽しみにしてくださり、活
動の終わりに「ありがとう」
と感謝されることも多く、や
りがいを感じています。

【そ の 他】活動費（給与）の目安は１ヵ月あたり
数千円〜１万円程度
（活動回数による）
【問合せ先】権利擁護センター日野

TEL.594-7646

ご寄附をありがとうございました
令和3年5月〜8月までの寄附金総額 1,437,156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）
１００万円
匿名1名
１０万円以上 東京日野ロータリークラブ・読売新聞豊田北部
１万円以上 ㈱ブリッジ・㈱パソデ・ユーコー電子工業㈲・佐々木トシ子・中央福祉センター募金箱・匿名3名
１千円以上 平山さつき会・青山安久・七生支所募金箱・匿名3名

税額控除対象法人に認定されました。
日野市社会福祉協議会は、令和3年8月1日に所轄庁（日野市）より税額控除対象法人の証明を受けました。
本会へご寄附（会員会費も対象）された場合に、個人の方は所得税について「所得控除」あるいは「税額控除」
のどちらかを選択して確定申告をすることができます。
「税額控除」は、税率に関係なく税額から税額控除額を直接差し引くため、
「所得控除」に比べ、小口の寄附
金にも減税効果が高くなる制度です。社会福祉法人への個人寄附金の『税額控除制度』をぜひ活用ください。
詳しくは、下記担当まで。
【問合せ先】総務係

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

TEL.582-2319

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金

特例貸付

■支給対象世帯

緊急小口資金・総合支援資金

■月額支給額（3ヵ月間）

申請受付が延長されました 11月末まで

緊急小口資金などの特例貸付を利用できない世帯
（総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯など）

その他、収入要件などあり
1人世帯：6万円

2人世帯：8万円

3人以上：10万円

【問合せ先】日野市セーフティネットコールセンター
TEL.514-8574

講演会

自粛生活で筋力低下が心配の方 !

戦 略 的 お せ っか い
〜あ な た の お せ っか いで 地 域 を 笑 顔 に!! 〜

地域の困りごとを地域のみなさんで助け合い・支え合うために。
気になっているけど、どうしたらいいのかな？
そんなモヤモヤを持っている方、地域で誰かのために何かしたい
と考えている方のヒントが見つかるお話が聞けます。

【日時】

好評につき

おうちで、
ひの健幸貯筋体操♪

12月7日（火）13：00〜15：00

職員がZoomの使い方を丁寧にサポートいたします

動画を見ながらできる♪
みんなの顔が見えるから頑張れる♪

イオンホール
【主

はぎ

【募集対象】
・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（Wi-Fi環境推奨）
【期
間】10月5日〜12月14日
【日
時】毎週火曜・木曜日 10：00〜11：15
【講
師】社会福祉協議会職員 他
【内
容】ひの筋体操・脳トレ・口腔体操
参加者交流 など

こ

なつ子 氏

・立教大学社会学部／大学院21世紀社会デザ
イン研究科教授

催】日野市社会福祉協議会

新型コロナウイルス感染状況などの諸事情により、
中止またはオンラインのみの開催となる場合があります。
【申込・問合せ先】地域支援係

わら

【講師】 萩原

員】会
場 50人（申込先着順）
オンライン 50人
参加費無料

・認定特定非営利活動法人日本NPOセンター
代表理事

住民同士の支えあい活動（地区社協）って？
地域住民が協力し合い、自分たちのまちをよくするため
の活動に取り組んでいる団体のことを地区社協と呼んでい
ます。市内では、南平で既に地区社協の取り組みが進めら
れていて、月に1回程度役員が集まり、取り組み内容につい
ての情報共有など打ち合わせが行われています。

南平地区社協の活動事例
・高齢者の買い物お手伝い
・高齢者宅で家具の移動
・近隣施設の草むしりのお手伝い ・防災・防犯活動
・地域のつながりつくり（七生BONまつりやスタンプラリーに協力）

社会福祉協議会がお手伝いさせていただきます
ダミー

・団体が立ち上がるためのお手伝い
・団体を運営していくためのお手伝い
・他の団体で行っている活動内容などの情報提供
・助成金の交付（上限15万円） など
【問合せ先】地域支援係

ひの健幸貯筋体操（＝ひの筋体操）とは？

TEL.584-1294

住民同士の支えあい活動（地区社協）を
始めてみませんか？
運営委員会の様子（R1.9月）

新規参加
大歓迎♪

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。

【場所】イオンモール多摩平の森
【定

第6弾実施中!!

TEL.584-1294

おうちで、ひの筋の風景（PC画面）

地域のみな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 承っています!!
【問合せ先】地域支援係

高齢者を対象とした
体操や運動をする
活動に助成します!
【対
象】
日野市内に住所があり、高齢者が中心となって
体操・運動を取り入れた活動を３人以上で定期
的に行い、当会に初めて登録する団体。

TEL.584-1294

Cafe
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【日時】
月 日
（金）10：00〜11：30
【会場】 オンラインまたは中央福祉センター
【会場定員】10人 ※要予約

【助成内容】
活動を続けるために必要な備品の購入費、メン
バー募集などに係る広報費
※人件費など団体の運営費を含む諸費用、継続的に
かかる経費については対象外

【助 成 額】新規登録団体 上限５万円
【そ の 他】詳細についてはお問合せを
【問合せ先】地域支援係

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。
活動をしている・していないにかかわらず、興味の
ある方、ぜひご参加ください。
コロナ禍の為、
オンライン参加、
会場参加が選べます。
参加をご希望される方は団体名、参加される方のお名
前、連絡先（TEL・Eメールアドレス）をお知らせください。
※会場参加の場合、密を防ぐため１団体１人でお願いします。

★★スケジュール★★
10：00〜10：30 サロン助成説明会
10：30〜11：30 情報交換会
TEL.584-1294

災害
に備える

1

3

我がまちの
防災を考える

災害と、
向き合う一日

防災・減災オンラインフォーラム
アーカイブ放送のご案内
9月25日
（土）
に開催された

「防災・減災オンラインフォーラム」を
YouTubeでご覧いただけます！

我が家の備えを見直す

□食べ物の備蓄

♦賞味期限に気を付けて
♦3日〜1週間分の用意を

「豪雨災害その時!
あなたの判断が明暗を分ける」

【視聴方法】
① YouTubeで
「ひの助チャンネル」
を
検索し視聴
② QRコードを読み込んで視聴

【出演者】

槙原 聡美 さん（川辺復興プロジェクト
日野市防災安全課

「地域の繋がりを育てる
災害時個別避難計画」

【公開期間】
10月31日
（日）
まで

【出演者】

河野 泰弘 さん（視覚障害当事者）
墨田区防災課
小金井市貫井南町東自主防災会

視聴用QRコード→

□飲料水の備蓄
□非常用持ち出し袋の準備

あるく代表）

押入れの奥にしまい
こんでいませんか…？

「災害時のための
『市民協働 東京憲章』
」

□転倒・落下・移動防止対策

【出演者】

加納 佑一
柴田 裕子

□家屋の耐震化・防火対策

さん（東京ボランティア・市民活動センター）
さん（特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム緊急対応部長）

【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

□ハザードマップの確認
地震・洪水・土砂崩れ …
自然災害のリスクが高ま�ている今�
私たちができることは何か
一緒に考えてみませんか�

□避難経路の確認

2

スマホ個別相談会開催!!

災害ボランティアとして
被災地を支援する

こんな質問に
お答えします!

災害ボランティアって何？
で紹介動画を公開中!

※この動画は南多摩ブロック（日野、八王子、町田、稲城、多摩）の社会福祉協議会
および東京都社会福祉協議会の職員が協力して作成しました。
【問合せ先】日野市ボランティア・センター

TEL.582-2318

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

電話ってどうかけるの？
文字の入力方法を教えて
メールを送りたい
写真を上手に撮りたい
地図の見方を知りたい
LINEを始めてみたい
PayPayに興味がある

11月8日（月） 「スマホマイスター」
「スマホマイスター」
12月13日（月）

【日時】

いずれも13：30〜15：00

地域のボランティ
地域のボランティ
アア
が
が
１対１
１対１
でで
お手伝いします
お手伝いします
♪♪

【会場】中央福祉センター
（日野本町7-5-23）

【参 加 費】無料
【参加方法】完全予約制
（お電話にてご予約ください）

【そ の 他】お1人30分まで
1回の開催につき10人まで

【ご予約・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

