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豊田駅北交流センター
　今までパソコン学習専用施設となっていま
したが、７月１日から一般利用ができるように
なりました。ぜひご利用ください。
●所在地　多摩平1-14-95
●使用時間
　①午前（午前9時～正午）
　②午後A（正午～午後3時）
　③午後B（午後3時～6時）
　④夜間（午後6時～9時）
●使用料  無料
●駐車場  １台

貸出機器のご案内
　地域協働課ではコロナ禍での地域活動を支
援するため、モバイルＷi-Fiルーター、スマー
トフォンの貸し出しを実施しています。プロ
ジェクター、スクリーンの貸し出しも行って
いますので、オンライン会議やスマートフォ
ン講座の開催の際にぜひご利用ください。

◀集会室2
　定員4人

▲集会室１
　定員20人
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お知らせお知らせ
　あなたのやりたい地域活動や同じ思いを持つ人同士がつながる場です。2021年度は会場とオンラ
インのハイブリッド方式で開催します。地域デビューを考えている初めての方も、毎年参加している方
も、ぜひご参加ください！
　なお、今後の感染状況により、オンラインのみでの開催、または中止となる場合があります。

　各自治会に１人ずつ市職員を配置していた、地域と行政のパイプ役「地域サポーター」は、制度の見直し
を行い、今後は、地域協働課の中学校区ごとの担当職員が、自治会の活動をサポートさせていただくことと
なります。長年にわたり、「地域サポーター制度」にご協力いただきありがとうございました。　

地域懇談会参加者募集

申し込み方法など詳細は、各回5日前までに地域協働課までお問い合わせください。
市 でもお知らせします。皆さまのご参加をお待ちしています！
※手話通訳が必要な場合は11月11日㈭までにご連絡ください

※定員は各回30人（オンラインでの参加も可）

日野市企画部地域協働課
☎042‒581‒4112　 042‒581‒4221 　 ckyodo@city.hino.lg.jp
〒191‒0011　日野市日野本町1‒6‒2　生活・保健センター内

FAX

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

今こそ見つけよう。地域の魅力。
　遠出がなかなかできない日々が続いていますが、そんな今こそ身近なところに目を向けてみませんか？新たな楽しみが見つ
かるかもしれません。コロナ禍と上手につきあいながら、活動している地域の皆さまをご紹介します。
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　子どもへのまなざしは、「子どもが主
人公の居場所」を子育て当事者と共に
つくっている団体です。プレーパーク
「なかだの森であそぼう！」や、野外保
育「まめのめ」を運営しています。
　新型コロナウイルス感染症の拡大に
より、子どもの日常が大きく変わりまし
た。子どもにとって遊ぶことは生きるこ
とそのもの。感染拡大防止策をとりな
がら、子どもが子どもの「今」を生きる
ために大人ができることを考え、日々を
積み重ねています。
　「元気に遊ぶ姿を見るとうれしくな
るよ」「自分の子どもの頃を思い出した
よ」という地域の方々の温かいまなざし
が、活動の原動力となっています。

　南平台自治会は、コロナ禍で対面での活動が難しい中、
オンラインを活用した自治会活動に取り組んでいます。
　まずは、高齢の自治会員向けのスマートフォン講座を開催。
初めてスマートフォンを触る方や、持っているスマートフォン
の機種がバラバラであるなどの苦労もありましたが、自治会
内でマンツーマンのサポートを行いながら実現させました。
　また、新型コロナウイルスワクチン接種の申し込みについ
ても、オンラインに慣れていない高齢の自治会員をサポート
する目的で、自治会の拠点である見晴らし台地区センターの
玄関付近で行いました。自治会員からは感謝の声をいただ
いたそうです。
　「自分たちの安全・安心のため、いつどんな状況でも絶え
ない自治会活動を行っていきたい。コロナ
禍の状況では、高齢者のデジタル慣れを、
自治会で最大限サポートしていきたい！」と
力強く語る南平台自治会長の佐藤琢磨氏
（写真）。今後も、デジタルでの活動を継続
していきたいとの意気込みをお聞きするこ
とができました。
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豊田駅北口
徒歩６分

11月21日㈰午前10時～正午
11月27日㈯午前10時～正午
12月4日㈯午前10時～正午
12月5日㈰午前10時～正午
12月11日㈯午後2時～4時

七生中・平山中地区
三中地区
二中・四中地区
一中・大坂上中地区
三沢中地区

南平駅西交流センター
湯沢福祉センター
多摩平交流センター
新町交流センター
東部会館

日　時 中学校区 会　場

◀モバイル
　Wi-Fiルーター

スマートフォン▶

◀プロジェクター

4 1

今回のテーマ

地域でマッチ
ングしよう！

HP

つながる、広がる、地域の輪



▲事例紹介（SNSの活用） ▲オンライン参加者の様子 ▲会場での意見交換・交流の様子 ▲自治会の事例紹介パネル

自治会
　日野市には
238の自治会
があります
（令和3年10
月1日現在）。あなたの地域
の自治会を確認してみましょう。

地域懇談会
　地域のさまざまな人がゆるやかにつ
ながる場。自治会や市民活動団体、事
業者、大学生など、地域の人が集まり、
地域の課題や魅力について懇談します。
⇒今年度の日程は４ページに！

市民活動
　今回紹介した2団体以外にも、たくさ
んの団体が市内で活躍しています。各
団体の活動紹介のPR動画を集めたペー
ジ（まちづくり市民フェアのYouTubeチ
ャンネル）をQRコードからチェックしてみましょう！
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地域活動キーワード地域活動キーワード　日野すみれ塾は、学校の授業が分かるよ
うになりたい！苦手を克服したい！と思って
いる子どもたちを対象にした無料学習塾で
す。地域の社会人や主婦、学生のボランティ
アが教えています。
　すみれ塾では勉強だけでなく、プログラミ
ング講座や合宿・社会科見学を行ったり、
お祭りや地域のイベントに参加したり、寄付
されたおやつをいただいたりと、民間の塾
にはない温かな関係が築かれています。しか
し、子どもたちもボランティアで成り立つ難
しさを理解しているのか、勉強時間はとて
も真剣に取り組んでいます。　　
　寄付や講師ボランティアも常時募集して
います。一度見学に行ってみてはいかがでし
ょうか。
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自治会交流会2021を開催しました！
　地域協働課では、平成26年度から自治会に加えて、地域で活動しているさまざまな団体をお呼び
して地域懇談会を開催しています。
　地域懇談会の参加者アンケートから、自治会同士の交流や他の自治会活動状況を聞く場が欲しい
などのご意見を多数いただき、今回の自治会交流会を企画しました。交流会を開催するに当たり、
企画・運営を一緒に行っていただける自治会員を募集したところ、16人の方が手を挙げてくれまし
た。昨年から検討会を重ね、5月29日に開催することができました。
　自治会交流会では、アンケート結果をもとにテーマを①自治会の加入促進②防災活動③SNSの活
用に設定し、自治会での事例紹介を行いました。

アクションプラン
　地域の課題について考え、
解決に取り組む実行プロジェ
クト。八つの中学校区ごとにそ
れぞれ、地域に根付いた活動
を行っています。どな
たでもアクションプラ
ンに参加できます。
　あなたのアイデアを
形にしてみませんか？楽
しい仲間が待っていま
す！興味のある方はお気軽にお問い合わせ
ください。
【活動例】
・ひらやまえんにち（平山中地区）
　地域を故郷と感じてもらえるようにお祭
りの開催を企画中。
・シニア向け簡単スマートフォン講座
　（三中地区）
　地域コミュニティーの改善、災害時の
安否確認を目的として開催中。

　事例紹介を聞いた参加者はその後、興味をもったテーマごとに分かれ意
見交換を行い交流しました。
　今回の自治会交流会は、新型コロナウイルス感染症対策として会場の定
員を半分以下に設定し、Zoomを利用してオンラインでも参加できるよう
にしました。参加者数は、午前の部では会場参加34人とオンライン参加
14人、午後の部では会場参加32人とオンライン参加14人で合計94人と
なりました。
　参加者からは、事例発表がとても参考になり
自分の自治会でも試してみたいなど、
多くの「いいね！」を頂きました。

※下記QRコードより事例
　発表資料が閲覧できます

もっと
知りたい！
もっと
知りたい！ 市 などで詳しく紹介しています。各項目

の横のQRコードを読み取ってください。
HP

自治会交流会は来年も開催
します
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