
1004068ID 問 子育て課（☎5１４-8579）
日程・内容 右表の通り 活動時間 原則１0:00～
１5:00※前後する場合あり。詳細は講習会で
案内 活動場所 市内施設など※詳細は講習
会で案内 講師 ボランティアスタッフ（リー
ダー）、市青少年委員の会 対象 自分の身の
回りのことを自分でできる市内在住の小学
5年～中学生 定員 5４人※申込多数の場合は
抽選 費用 中学生9,000円、小学生8,000円※
全１0回分 申込 5月7日㈭（必着）までに〒
１9１-8６8６日野市役所子育て課ジュニア担当
へ 往復はがき で。往信用裏面に氏名（ふりが
な）、電話番号、学校名、学年、クラスを記入

日野市
ジュニアリーダー

講習会

回数 日程 内容
第１回 ６月7日㈰ 開講式・仲間づくり
第２回 ６月２8日㈰ ハンドロウルの体験
第3回 7月１9日㈰ かまど講習
第４回 8月１６日㈰～１8日㈫ 大成荘キャンプ
第5回 9月６日㈰ お楽しみ企画
第６回 １0月１１日㈰ 手をつなごう・こどもまつり（予定）
第7回 １0月3１日㈯ ナイトハイク
第8回 １１月２２日㈰ お楽しみ企画
第9回 １２月5日㈯・６日㈰ 冬キャンプ
第１0回 １２月２0日㈰ 閉講式

　ジュニアリーダー講習会
では、野外活動やレクリ
エーションなど、さまざま
な体験活動を行っていま
す。市内のさまざまな地域
から集まる仲間や高校生、
大学生のリーダーと一緒に
楽しく活動しませんか。

夏休み期間（₇月20日㈪～₈月₃₁日㈪）の
申し込みは往復はがきで
　大成荘のある清里は、都会の気温よりも2度ほど涼し
いと言われています。
　観光やお買い物など高原リゾートを満喫したら、夜は
大成荘でおいしい食事をお楽しみいただき、ゆっくりと
おくつろぎください。
①応募は１グループ１通まで②宿泊日数は２泊3日まで③往信用
裏面（日野市企業公社 HP から ダウンロード 可）の書き方は、右表
を参照④返信用表面には代表者の住所・氏名を必ずご記入く
ださい。なお、記入もれなどがあるはがきは受け付けられな
い場合があります。
その他 抽選は市内在住・在勤・在学者優先。抽選結果は5月２２
日㈮発送予定。夏休み期間の空室の問い合わせおよび抽選後
の空室の申し込みについては、市内在住・在勤・在学の方は5
月3１日㈰、それ以外の方は宿泊希望日の２カ月前、いずれも
9:00から電話。受け付けは先着順。市の事業のため次の日は
使用できません
全館…8月5日㈬・６日㈭・１６日㈰・１7日㈪・２１日㈮
申込 5月8日㈮（必着）
までに〒１9１-005２東
豊田２-3４-１0日野市企
業公社へ 往復はがき で
問 大成荘（☎0１２0-４8
9-57１※9:00～１9:00︶
HP http://www.ko
usha.jp/

所在地山梨県北杜市高根町清里３545︲1
八ヶ岳高原大成荘

●往信用裏面の記入事項
▼利用施設名（「大成荘」と記入）

▼代表者氏名・フリガナ・郵便番号・住所・電話番号

▼希望する部屋のタイプ※１・２
　「一般棟のみ」・「団体棟のみ」・「〇〇棟利用を優先」

▼利用日と泊数（第3希望まで記入可）
　第１希望　○月○日から○泊
　第２希望　○月○日から○泊
　第3希望　○月○日から○泊

▼利用人数※3

区分 大人 中学生 小学生
幼児

4歳以上の
未就学児

乳児
（寝具）
３歳以下

市内在住・在勤・在学者 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人（○つ）
市内在勤・在学者の同居
家族 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人（○つ）

市外 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人（○つ）

▼食事※４
　夕食…Ａ定食○つ、Ｂ定食○つ、Ｃ定食○つ
　朝食…大人○つ、子ども（小学生以下）○つ

▼ �代表者の勤務先または学校名・電話番号（市内在
勤・在学者のみ記入）

記入事項に関する説明
※１ 一般棟は各部屋テレビ・トイレ・洗面所付き、お部屋

準備のサービスあり。団体棟はそれらが無く、セルフ
サービス

※２ 団体棟は２人以上から申し込み可
※3 幼児（４歳以上の未就学児）には、あらかじめ寝具を

用意。乳児（3歳以下）は、寝具（無料）の必要数を
使用人数と併せて記入

※４ 食事はＡ定食…会席風、大人向け／Ｂ定食…食の細
い大人・子ども向け／Ｃ定食…お子さまランチ風、子
ども・幼児向けです。団体食は別途お問い合わせを
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₅月2日㈯の市民窓口課の土曜窓口の閉庁およびコンビ
ニ交付サービスの停止 1013665ID 問市民窓口課（☎5１４-8２0６）

　市民窓口課は窓口の拡張工事を行うため、5月２日㈯
の土曜窓口を閉庁します。この工事はマイナンバーカ
ードの電子証明書の更新など、混雑が予想される窓口
での手続きを円滑にご案内できるように窓口の増設を
行うものです。今後も引き続き市民の皆さまへのより
良いサービスの提供を目指していきますので、ご理解
をお願いします。
　なお、七生支所、豊田駅連絡所、保険年金課、納税
課、市民相談窓口、市政図書室は通常通り開庁します。
また、市民窓口課の土曜閉庁に伴い、２日㈯のみ住所
異動の手続きを七生支所にて受け付けます。ただし、
２日㈯は全国においてシステムメンテナンスが実施さ
れるため、マイナンバーカードによる特例転入や異動

に伴う処理を行うことができません。また、5月２日㈯
～６日（振休）はシステムメンテナンスのため、コンビ
ニ交付サービスを停止します。
　ご不明な点は、市 HP を参照または市民窓口課まで
ご連絡ください。
■5月2日㈯の取扱業務について

証明発行 印鑑登録 住民異動 マイナン
バー関連 戸籍届出

七生支所 〇（※） 〇 〇（※） × ×
豊田駅
連絡所 〇（※） × × × ×

コンビニ
交付 × 取り扱いなし

※ 固定資産税などの証明書の発行や海外転入など一部取り扱いができな
い届け出もありますので、ご注意ください

高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種
ID 1007616 問 健康課（☎58１-４１１１）

費用助成
令和2年度定期接種対象者  これまで同予防接種を受けたこ
とがなく、次のいずれかに該当する日野市に住民登録の
ある方①令和２年４月２日～3年４月１日に６5歳、70歳、75歳、
80歳、85歳、90歳、95歳、１00歳の誕生日を迎える方（４
月に予診票を送付。予診票と健康保険証を持参し契約医
療機関で接種）②６0歳以上６5歳未満で、心臓、腎臓もし
くは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免

疫の機能に障害を有する方※詳細は問い合わせを
接種期間 令和3年3月3１日㈬まで 接種場所 日野市契約医療
機関※下表参照。予約が必要な場合がありますので、事
前に問い合わせを 接種回数 １回 費用 ４,２00円※当日医療
機関で支払い。生活保護受給者および中国残留邦人等支
援給付受給者は無料（医療機関で証明書を提出） 注意 原
則として本人の意思が確認できない場合は接種不可

医療機関名 電話番号
アカシアクリニック 587-8６１６
朝比奈クリニック 50６-5１１7
いしかわ内科医院 589-２２４４
石田クリニック 8４3-２６08
石塚医院 58４-４１１１
胃腸内科・下肢静脈瘤森末クリニック 589-3030
井上クリニック 593-8988
牛尾医院 59１-２00１
おおしろクリニック 589-６780
回心堂第二病院 58４-0099
くちらクリニック 583-６5１5
グレイス病院 58４-5１１9
京王平山クリニック 59２-5１１１
康明会ホームケアクリニック 589-0009
康明会病院 58４-5２5１
小林医院 58１-0４33
小松医院 58１-0４7４
さいとう内科クリニック 59１-0１00
佐々木クリニック多摩平 585-２59１
佐々木クリニック豊田 585-80６3

医療機関名 電話番号
塩谷医院 58１-0１58
柴山内科医院 59４-3６88
鈴木内科クリニック 599-70２１
青和クリニック 59４-１900
関根クリニック 8４3-２383
太陽クリニック 8４3-１６8６
高品クリニック 583-78２２
高瀬内科クリニック 58２-7２２8
たかなしクリニック 585-２3４7
高幡駅前川崎クリニック 599-003６
多摩平小児科 58４-６00２
寺田医院 59１-２85２
中井内科クリニック 583-7６75
中川クリニック 59４-03１3
にしくぼクリニック 589-353２
ニシムラ整形外科 587-２２２0
野田医院 58１-0４35
花輪病院 58２-00６１
原クリニック 59１-６６１3
原脳神経外科クリニック 5１４-8550

医療機関名 電話番号
土方クリニック 587-7１7１
日野市立病院 58１-２６77
日野台診療所 58１-６１75
日野のぞみクリニック 8４3-１４４5
平山城址腎クリニック 599-２3１１
福岡医院 59１-3６00
松浦医院 58１-0４６3
松田整形外科医院 593-8１75
南平山の上クリニック 599-7877
百草園駅前クリニック 599-3２６６
もぐさ園三沢台診療所 59２-0４６６
百草の森ふれあいクリニック 599-70６8
望月医院 58１-050４
森久保クリニック 59４-６778
山本クリニック 58４-5６33

【医師会委託医療機関】

【個別委託医療機関】

予約が必要な場合がありますので事前にご連絡を

■高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種実施医療機関

医療機関名 電話番号
栄町クリニック 583-739２
南平わだクリニック 599-２977
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