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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
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QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

６月頃から４回程度、第1弾で決めたコンセプトを基に具体的な使い方などを地域の皆さまと考
える検討会を開催します。開催場所は、多摩平中央公園地区センターまたはオンライン（Zoom）
です。どなたでも参加できますので、希望する方は、地域協働課（4ページに連絡先あり）へ電話またはEメール
でお申し込みください。
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多摩平中央公園地区センターの
リニューアル案ができました！
リニューアル後の地区センターは、予約不要で案内係が常駐し、誰でもふらっと気楽に利用で
きるような地域の居場所として令和５年４月１日にオープンを予定しています。

多摩平中央公園地区センターリニューアルプロジェクト第２弾

この事業は、令和３年度東京都子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業の採択を受けて実施しています

多摩平中央公園地区センターの

多摩平中央公園地区センターを
地域の居場所にリニューアルするために、
プロジェクトメンバーを募集した結果、
26人の地域の方や中学生を含む学生も
参加していただきました。居場所のコン
セプト案や内装案を考え、上記の図のよ
うな居場所案ができました。

名称は

ほっとプレイス
「うちたす」

に決定！

第一部　私が思う「地域のみらい」
　　　　…だから私は自治会に入る！！
活発な自治会の事例紹介、パネルディスカッション
※オンライン視聴可能（Zoom使用）

誰でもキッチン

参加無料
どなたでも
参加可能

地域活動を応援します！　補助金のご案内

詳細は応募の手引き（地域協働課にあり、市     から　　　　 可）をご覧ください。
応募書類は、担当者と事前協議（要予約）の上、地域協働課まで持参または郵送してください。

令和4年度市民活動支援補助金

　市民活動団体が自ら提案する地域の課題解決や
魅力の向上を目指す事業を市民活動支援補助金で
応援します。
◆補助金額
①一般部門…15万円または事業経費の4分の3の
うちいずれか低い方②若者チャレンジ！部門…5万
円または事業経費の4分の3のうちいずれか低い方
◆選考方法 応募書類審査とプレゼンテーション審査
◆申し込み締め切り　6月24日(金)(必着)

令和4年度日野市自治会活動イン
センティブ補助金
　地域課題解決のためにチャレンジする自治会の
初動を支援します。
◆補助上限　10万円（市の予算の範囲内）
◆対　　象　自治会が行う次のいずれかの事業
①自治会加入促進に関する事業
②自治会運営の円滑化に関する事業
③地域内住民または団体の連携促進に関する事業
④その他地域の課題の解決に関する事業
◆申し込み締め切り　6月30日（木）(必着)

メンバー
募集！

キッズスペース

ほっとスペース
授乳室・更衣室

カフェ・
イベントスペース

テレワーク・
自習スペース

フリーWi-Fi
完備（予定）

1019432ID 1019408ID

第二部　交流+地域情報ブース
～自治会・地域の情報交換や交流をしよう
交流ブース　メニュー
●イベント、お祭りの開催方法 ●自治会加入方法
●地域防災     ●退会者の少ない自治会の秘訣
●人の集まるチラシ作成方法　 ●SNS、ホームページ活用方法
●団地・マンション自治会の  ●地域のヨコのつながり
　交流コーナー

ひ けつ

ダウンロード

午後1時30分～3時30分
@イオンモール多摩平の森

3階イオンホール

6月11日（土）

1019647ID

※手話通訳をご希望の方は5月31日㈫までに、オンライン視聴をご希
望の方は6月10日㈮までに地域協働課へお申し込みください

来場者
プレゼント
ウエットティッシュ

＋
マフラータオル
または

フェイスタオル
※なくなり次第終了



　変わりゆく豊田駅南口を訪ねて、まちを歩きます。
6月5日㈰午前9時豊田駅南口前広場集合、正午同
所解散
申込制で先着20人
詳細は市　 参照
5月9日㈪～6月1日㈬に電話、ファクスまたはEメール
地域協働課(☎042-581-4112

　　042-581-4221　　ckyodo＠city.hino.lg.jp)
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中央大学
公認学生団体
チーム防災

中央大学
公認学生団体
チーム防災

泉塚自治会
×

日野台高校

泉塚自治会
×

日野台高校

　近年、私たちはニュースの中で「100
年に1度の」や「これまでにない」などの
枕言葉をよく耳にします。このように異
常の常態化が進む中でこれまで以上に
災害に備える必要性が高まっています。
私たちの活動を通じて皆さまの周りに
いる友人や大切な人、そして何よりも自
分自身を守ろうとする意識を少しでも持
ってもらえるとうれしいです。これから
も日野市民のお力になれるように尽力
してまいります。

チーム防災とは・・・
　中央大学の学生によって組
織された団体で、防災知識を地
域に広めると共に自助・共助の
促進を目指して活動しています。
　防災すごろくや防災百人一首、
防災クイズ大会など、子どもも
大人も楽しく学べるイベントを
多摩地域の各所で開催してい
ます。

　“地震発生　あなたはどうしますか”という投げかけから始まった日野台高校
での防災訓練。昨年度までは生徒のみでの宿泊訓練でしたが、今年度は“共
助”をテーマに、地域と一緒に行う地域防災訓練となりました。体育館が避難
所になったという想定で、地域の方の受け付け（受け入れ）・誘導を高校生が実
施。その後、日野市社会福祉協議会職員や泉塚自治会役員によるレクチャーの
下、アルファ化米調理の実演、毛布担架や新聞紙を活用した紙スリッパ・紙食器
づくりの体験をしました。
　小学校で実施してきたカエルキャラバン（※）の活動から「いつか高校生とコ
ラボすることが夢だった」と語る泉塚自治会の平田会長。今回の企画は、会長
が学校評議員であるというご縁もあって実現したとのこと。「一人ひとりがリー
ダーになって、皆さまを支えていけるよう、頑張りたい」という生徒代表の言葉
は、日野台生が自分の住んでいる地域で今回の経験を生かして活躍してくれる
だろうという頼もしさを感じさせるものでした。
※カエルキャラバン…子どもたちが遊びの延長で防災の知識を身に付けられる活動

☎042-591-7811☎042-591-7811

開館時間　午前…午前9時～正午　午後…午後1時～5時
　　　　　夜間…午後6時～9時
所 在 地　日野市平山5-18-2（平山季重ふれあい館内）
　　　　　平山城址公園駅前。図書館や子育て広場が
　　　　　同建物内にあります。
●集会室（洋室）×３部屋　●和室×２部屋
●調理室…調理器具が一式揃っています
●練習室（防音）…楽器などの練習にピッタリ
●大ホール、小ホール…文化系のサークル活動にどうぞ
※利用には、日野市施設予約システムへの登録が必要です

すえ しげ

第２回　　　　　　　　　　　　　　 を開催します

●じゃんけん大会
じゃんけんマンと勝負！　※勝者には景品あり
●コスプレ大会（事前申込制）
参加賞などあり
●未就学児向けプレイエリア
●マジックショー
●ひらやま博物館
平山の移り変わりなど
●デリバリーカーなどの出店
持ち帰り（テイクアウト）のみ

●平山文化散策ツアー※直接集合場所へ
スタート　滝合小学校正門前（正午集合）

　⇒　 ゴール　平山季重ふれあい館
歴史スポットを巡りながらガイドと１時間程度歩きます。
●SDGs ペットボトルを使ったかんたん楽器づくり体験
●リサイクル本配布（児童書の無料配布）
エコバッグを持参してください
●ひらやまマーケット
子どもたちが開催するマーケット
内容は当日のお楽しみ

地域
で創
る楽し

いお祭り

平山
交流
センタ

ーで開催する

日  時　6月5日（日）午後1時～4時　　会  場　平山交流センター（平山季重ふれあい館）
すえ しげ

平山中地区
アクションプラン

二中地区
アクションプラン

日野台高校で防災訓練を実施令和3年
11月17日

令和2年10月　小学校で
防災・減災授業を実施

六小で防災授業を実
施。災害と避難所に

関する講

義や、新聞紙での紙食
器・紙スリッパの作成

などの

カリキュラムを行いま
した。

令和4年3月　イオンでの防災ゲーム体験会実施イオンモール多摩平の森で、チーム防災オリジナルゲーム「防災すごろく」と「防災百人一首」の体験会を実施。お子さま連れのご家族にも大好評でした。

チーム防災代表
中央大学3年
西　直樹さん 二中ブランニング

～日野の用水  いまむかし

■□コミュニティー施設紹介□■
平山交流センター

1019407ID

▶

最新情報はLINEで

日野市で活躍する若者たち。
日野市内の高校生、大学生は、地域というフィールドでさまざまな活動をしています。
今回は防災に取り組んでいる事例を紹介します。

▲完成した紙スリッパはこんな感じ▲毛布を使った担架

　　042FAX

HP他

定

申
問

日
大人気！！

必 見

※まちをブラブラ歩きながらプランニングすること

※
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