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【主催・申込先】 日野市社会福祉協議会　TEL.582-2319
【共　　　　催】 日野市民生委員・児童委員協議会、日野市赤十字奉仕団

コロナウイルス感染症の状況により中止の場合あり。 中止の場合は開催3日前までに日野市社会福祉協議会WEBサイトでお知らせします。

提供品募集 ご来場案内

【入場時間（予定）】
①10：00～10：30　　②10：40～11：10
③11：20～11：50　　④12：00～12：30
⑤12：40～13：10　　⑥13：20～13：50

　コロナ感染症対策のため、来場される皆様の館内入
場時間を指定させていただきます。当日、入場開始時
間30分前よりスタッフが受付場所をご案内します。受
付にて検温・手指消毒を済まされた方から順番に、下
記の入場時間ごとの入場手続きをいたします。

歳末たすけあい

バザー
歳末たすけあい

バザー
【日時】 12月4日（日）
10：00～14：00 　　　　

【場所】 中央福祉センター
（日野本町7-5-23）

【連絡先】 TEL.582-2319

時間指定制

【受付時間】 11月4日（金）～11月25日（金）まで
9：00～17：00（土日祝日を除く）

【受付場所】 日野事務所（日野本町7-5-23）もしくは
高幡事務所（高幡1011）

取
り
扱
い
品

ギフト（缶詰、調味料、洗剤など）、
石鹸、タオル、寝具・シーツ、
雑貨、手作り品、食器、
ゲーム機・ソフトなど

※本、大型家電、靴、劣化などで販売に適さない物は取り扱いできません。

※１ 指定の入場時間以外での入場および購入は一切できませんので
ご了承ください。

※２ 入場時間が終了して一度ご退出いただいた方は、改めて入場手続
きをすることができます。

※３ 館内への入場の際は、マスクを正しくご着用ください。
また、手洗い・手指消毒にご協力ください。

※１ 指定の入場時間以外での入場および購入は一切できませんので
ご了承ください。

※２ 入場時間が終了して一度ご退出いただいた方は、改めて入場手続
きをすることができます。

※３ 館内への入場の際は、マスクを正しくご着用ください。
また、手洗い・手指消毒にご協力ください。

※市内の方は、上記期間中であれば集荷受付します。
　事前にご連絡ください。

マイバッグ
持参してください



自分の町を良くするしくみ。

令和3年度のご報告

募金実績額

地域配分

日野市内の高齢者施設や障害者施設など15団体に1,640,000円を配分しました。

90,813円

426,960円

226,556円

746,550円

合　　計 1,490,879円

内　訳

【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）

赤い羽根共同募金 地域配分（Ｂ配分）募集

対象団体 民間の児童館・保育施設・障害者施設及び小規模作業所など

対象事業 令和5年度に実施する、下記の事業
１）新型コロナウイルス感染拡大防止に関する事業
２）備品整備事業　　　　３）小規模修繕事業
４）利用者の生活向上に資する事業（研修、訓練、交流事業など）

配分予定額 96万円

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）

赤い羽根共同募金
au PAY募金はじめました。

・auPAYアプリの仕組みを使った募金方法
・人と接触せず募金ができます。 
・領収書は発行できません。領収書が必要な方

は、窓口持参もしくは振込でお願いします。

社会福祉法人マザアス
特別養護老人ホームマザアス日野

「利用者のコミュニケーション促進事業」

（タブレット端末購入）300,000円（タブレット端末購入）300,000円

街 頭 募 金

自 動 販 売 機

個 人 ・ 団 体

自治会 ※2月8日時点

　インドネシアから介護職員を迎え入れました

が、新型コロナウイルスの影響により、思うよ

うに事前研修が進まない中で就労開始となりま

した。

　そのような中、配分金により購入したタブ

レット端末を外国人職員に貸与し、利用者と

のコミュニケーションがスムーズに取れるよ

うになりました。また日常的に日本語の学習

を行うこともできています。

　ありがとうございました。

日野市で1,490,879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（前年度分）の約65

％は日野市の福祉のため（地域配分）、約30％は

日野市を含む都内全域の福祉（全都配分）や災

害等準備金として積み立てられています。

ノフィタサリさんノフィタサリさんオルフィオニタ ホントンさんオルフィオニタ ホントンさん



【一般寄附】１０万円以上　　スーパーアルプス㈱・東京日野ライオンズクラブ（※1）・東京光の家

　　　　　　　　読売新聞読売センター豊田支部

　１万円以上　　㈱ブリッジ・東京飛火野ロータリークラブ

　１千円以上　　根津美満子・青山安久・匿名（※2）・匿名

　１千円未満　　匿名
　※1 みんなといっしょの運動会（障害者運動会）　※2 子どもの育成 指定寄附

ご寄附をありがとうございました
令和4年6月～ 9月までの寄附金総額は 567,816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。

福祉のしごと魅力発信！福祉のしごと魅力発信！福祉のしごと魅力発信！Vol.5

　利用者さんの食事・入浴・排泄など生活していく上で必要なこ

とのお手伝いをしています。上司や同僚をはじめ多職種の方た

ちと協力しながら、利用者さんが安心して暮らせるように、居

心地の良いところだなと思ってもらえるように、生活がよりよ

くなるように努めています。

Q.いまの仕事の内容を教えてください。

　物心ついた時から、車椅子を利用している父方の祖母と同居していました。その後、母方の祖母も同居す

るようになり、ひとつ屋根の下で2人の祖母がいる毎日を過ごしていました。そのような毎日の中で「将来

は誰かの役に立ちたい」と漠然と思っていましたが、中学生の時、授業の一環で認知症の方のデイサービス

に職場体験に行った際、職員の方や利用者さんが褒めてくれたことがきっかけとなり、高校生の時にはデイ

サービスでボランティアをし、高齢の方の支援がしたいと現在の道に進みました。

Q. 福祉の仕事に進んだ理由は？

　利用者さんが何気ない時、ふとした時に笑っているこ

と。利用者さんが名前を呼んでくれる時。利用者さんの

違う一面を引き出せた時。コロナ前、施設内で利用者さ

んとバイキングをして、おしゃべりしながら一緒に楽し

めたこと。ご家族の方から「マザアスで良かった」とお

言葉を頂いたり手紙をもらったこと。初任者研修や実務

者研修の講師を担っていますが、職員のスキルアップに

協力的で理解ある職場であること。

　仕事をしていると、時には辛いことや悲しいこともあ

りますが、私はその倍以上に素晴らしい経験をさせてい

ただいています。毎日楽しく仕事に取り組むことができ

ています。

Q. 仕事の魅力（やりがい）はどんなところですか。

社会福祉法人マザアス
特別養護老人ホームマザアス日野

介護職員 高橋 朋子さん

たか はし とも こ



　公共交通機関が利用できなくなった、要介護・要支援
の高齢者や身体に障害がある方を対象とした、通院や買
い物などの際に福祉車両で移送するサービスです。
　この福祉車両を運転いただける方（有償ボランティア）を
募集しています。詳細は、下記までお気軽にお問合せくだ
さい。

【問合せ先】 地域支援係　TEL.584-1294

【申込・問合せ先】 地域支援係
TEL.584-1294　FAX.582-0082

福祉有償運送「ハンディキャブ」とは

介護の経験・資格が
　　　　　なくてもO

K!

事前に研修が
　　　　あるので安心

!!

介護の経験・資格が
　　　　　なくてもO

K!

事前に研修が
　　　　あるので安心

!!

【活動時間】 月曜～金曜日 8：00～17：30
（祝日 年末年始は除く）

【活動謝礼】 4時間未満　2,000円
4時間以上　3,000円

地域の居場所について語り合う場

サロン交流会＆交流ひろばcafé
コロナ禍でのサロン開催方法や取り組み事例など、
楽しい活動になるヒントを見つけましょう！
これからサロン活動を
始めてみたいという方も大歓迎です。

QRコードから
簡単アクセス

【日　　時】
11月8日（火）

13：30～15：30
【場　　所】

中央福祉センター 2階
【申込方法】

TEL・FAX・QRコードの
いずれか

参加費
無料

※活動するには「福祉有償運送運転手講習」の受講が必要です。受講料（10,000～20,000円）は本会で負担します。

ご存知ですか! 福祉有償運送!!

ハンディキャブ運転協力者募集
買い物や通院などの送迎

ハンディキャブ運転協力者募集

【 内 容 】
• オンラインサロン見学
•思い出ノート　　　　
•情報交換会　　　　　



私たちも地域福祉活動を応援しています!!

日野の情報が一目でわかる!

イベント
情報

サークル
情報

講師
情報

スマホ/PCで、らくらく検索!

日
野
の「
い
い
ね
！
」を
探
そ
う
。

【問合せ先】
Hi Know! 事務局（日野市ボランティア・センター） 
TEL.582-2318 　FAX.582-0082
Eメール hino-vc@hinosuke.org

サイトリニューアル

QRコードから
簡単アクセス

サイトQR→

フードパントリー
利用回数：月1回
利用できる場所：市内7カ所

経済的理由などで食料を
　　　必要としている方へ、
　　　　　　食料支援をしています。

【問合せ先】 フードパントリー事務局
TEL.070-3845-0026



日野市生活支援体制整備事業
生活支援体制整備事業とは 私たちの取り組み
　いつまでも住み慣れた地域で暮らしていくた
めには、医療や介護サービスだけでなく、日々
の「生活支援」や「健康の維持」が大切です。
　生活支援体制整備事業は、こうしたちょっと
した「日常の生活支援」や脳トレや体操などの
「介護・フレイル予防」について、その地域で暮
らす方々と一緒に検討（協議体）しながら、支え
合う仕組みづくりを進めていくことです。

生活支援コーディネーター
（地域支え合い推進員）

○市内のちょこすけ団体の紹介

　日野市では、市全域（第1層）の調整を行う日
野市社会福祉協議会（1カ所）と身近な生活圏域
（第2層）を調整する地域包括支援センター（9カ
所）に生活支援コーディネーター（地域支え合い
推進員）を配置し、日野市と連携しながら生活
支援体制整備事業を推進しています。

【問合せ先】 地域支援係　TEL.584-1294 / 日野市高齢福祉課在宅サービス係　TEL.514-8496

○相談・話し合いの場 ○支え合い活動の支援

○フレイル予防の推進 ○情報共有/ネットワーク

1.フレイル予防（社会参加）の推進
①介護予防団体の立上げ支援
（ひの筋体操に関する相談・団体助成）
②フレイル予防リーダー（ボランティア）の育成
③日野市介護予防活動団体
まるわかりガイドブック ほか

2.互近助サービスちょこすけ団体
（訪問型サービスB）の立上げ支援

住民の支え合いで困りごとのお手伝いをする訪問活動です。

①生活支援コーディネーターによる相談支援
②互近助サービスちょこすけスタートガイド
③ちょこすけ活動団体への補助金交付

日野市生活支援体制整備事業の2本の柱

団体名 活動地域 利用料 連絡先

ふれあいサロンここい～な 大坂上・多摩平・神明 500円（30分/1人） 502-65171

京王平山困りごとお助けクラブ 平山1～3丁目 500円（30分/1人） 591-64662

ちょこっと・ひの助 市内全域 500円（30分/1人） 591-15673

大坂上都営ちょっとお助け隊 大坂上都営内 無料 090-9858-81224

南平地区社会福祉協議会 南　平 500円（30分/1人） 080-7221-07705

高幡台団地自治会互近助おたすけ隊 高幡台団地内 300円（1件） 591-8561
ふれあいサロン憩い処6

西宮下自治会 東平山（自治会員のみ） 無料（自治会員のみ） 070-8455-83587

※各団体の主な支援内容は、室内外の清掃・庭作業などですが、詳細は各団体にご確認をお願いします。

（令和4年9月30日現在）



権利擁護センター日野
　権利擁護センター日野（以下センター）では、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できる、地域共生社会の実現
のため、権利擁護体制を推進しています。センターでは、判断能力が十分でない方を対象として、地域福祉権利擁
護事業によるサービス提供や成年後見制度の利用支援を通して、誰もが自分らしく暮らしていけるよう、地域連携
ネットワークを活用した取り組みを進めています。

　成年後見制度の概要の説明や、書類作成などの具体的なアドバイスをおこなっています。

　認知症や精神障害、知的障害などにより、必要な福祉サービスをご自分だけでは適切に利用することができない方、
また日常的な金銭管理に不安がある方を対象としたサービスです。

　民法により定められた制度で、判断能力が十分でない
方を、法律的に支援する仕組みです。

成年後見制度利用者支援事業成年後見制度利用者支援事業

　地域福祉権利擁護事業の生活支援員として認知症や
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、生活費の払戻などの
お手伝いをしてみませんか？

地域福祉権利擁護事業地域福祉権利擁護事業

電話相談：591-1561
面談・訪問での相談：日時は応相談（費用無料）

たとえばこんなことで困ったら・・・

成年後見制度とは？

権利擁護センター日野へご相談ください!!

こ
ま
っ
た
・・・

◆わからない請求書がいっぱい・・・どうしたらいいのか・・・
◆また通帳なくしてしまった・・・この先も不安だ・・・
◆書類がいっぱいで困る・・・処分していいのか？よくわからない…
◆お金の管理がうまくいかない・・・

【問合せ先】 権利擁護センター日野　TEL.594-7646

【お手伝いの例】
①介護サービス費用の支払いや手続き
②郵便物の確認・整理、各種申請手続き
③銀行での払戻、各種の支払い、お金の管理
④重要書類を貸金庫でお預かり

【費用】
１時間1,500円～
生活保護の方は費用助成あり

サービス利用には費用がかかります
契約までには２カ月程度かかることがあります

※詳しくはお問合せください

権利擁護センター日野では
　　　　こんなお手伝いをしています。 生活支援員を募集しています

【募集人数】 ２～３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才以上

おおむね65才までの方
【そ の 他】 活動費（給与）の目安は１カ月あたり

数千円～１万円程度（活動時間による）



■QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

説明会に都合がつかない方も、お気軽にご連絡ください。

私たちも地域福祉活動を応援しています!!
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

代表／総務係　　　　　　　　TEL.042-582-2319

地域支援係　　　　　　　　　TEL.042-584-1294 

日野市ボランティアセンター　TEL.042-582-2318

■高幡事務所 〒191-0031 日野市高幡1011

在宅サービス係　　　　TEL.042-591-1567  

権利擁護センター日野　TEL.042-594-7646 

成年後見利用相談　　　TEL.042-591-1561

Eメール info@hinosuke.org

在宅高齢者ケアサービス

【ケアサービス事業説明会】
活動について詳しく分かります。なんでもお尋ねください。

協力会員大募集協力会員大募集

～一人一人の希望と気持ちに寄り添う活動～

特に百草・程久保・三沢・日野本町・平山近辺の方

※活動費あり・年会費がかかります。※活動費あり・年会費がかかります。

１１月7日(月)
福祉支援センター ２Ｆ 会議室

13：30～14：30

１１月18日(金)
中央福祉センター ２Ｆ 集会室3

13：30～14：30

ご自宅で生活される高齢者の暮らしを応援するため、掃除・洗濯・外出
付き添いなど、必要な部分をサポートする会員制のサービスです。

【問合せ先】 在宅サービス係　TEL.591-1567　Eメール zaitaku@hinosuke.org


