
場 新町5-20-1 他 駐車場20台あり

　日野市は、令和5年11月3日に市制施行60周年を迎えます。市制施行60周年
に向けて「市制等の過去10年間を市民と振り返り、これからの未来を考えるき
っかけづくり」として、さまざまな事業を検討しています。そこで、記念事業な
ど市制施行60周年を彩るキャッチコピーを広く募集します。詳細は、募集要領

（市役所4階企画経営課にあり。市 HP から ダウンロード 可）をご確認ください。
申10月16日㈰までに市 HP の専用フォー
ムから

問 企画経営課（☎042-514-8047）

▲

日野産野菜を使った飾り巻きすし教室 1011759ID

日 10月11日㈫午前10時30分～午後1時30分 内 お
ばけかぼちゃ柄 定 申込制で先着10人程度 ￥ 3,000
円 申 竹内（☎090-7284-1947）へ電話 問 都市農業振興課

（☎042-514-8447）

▲

親子で大根収穫体験 1020356ID

日 11月20日㈰午前10時～11時30分 対 小学生親子
定 申込制で先着10組 申 電話 問 都市農業振興課

（☎042-514-8447）

七ツ塚ファーマーズセンター
公式ツイッター

　七ツ塚ファーマーズセンターは、日野の農業の発信拠点と
して、農業者と市民の交流や地域住民のコミュニティーの推
進を目的に、平成24年10月13日にオープンし、今年で開設10
周年を迎えます。

七ツ塚ファーマーズセンター 開設10周年七ツ塚ファーマーズセンター 開設10周年
1005884ID 問 都市農業振興課（☎042-514-8447）

 七ツ塚ファーマーズセンターで開催するその他のイベント 

　インフルエンザワクチンの予防接種を受けると、インフルエンザの感染の予防や、発熱後の重症化を
予防することに一定の効果があるとされています。

　この予防接種は、接種を受ける法律上の義務はありません。
　原則、本人の意思が確認できない場合は、定期の予防接種ではなく、任意の予防接種をご検討ください。

※ 八王子市、町田市、多摩市、稲城市の契約医療機関については問い合わ
せを

日 10月11日㈫～令和5年1月31日㈫ 場 下記委託医療機関およ
び八王子市、町田市、多摩市、稲城市の契約医療機関 対 接
種日当日、日野市に住民登録がある次の①または②に該当
する方①65歳以上②60歳以上65歳未満で、特定疾病（心臓、
腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に
制限される程度の障害およびヒト免疫不全ウイルスにより

免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害）を有
する方※障害者手帳1級 持 健康保険証※対象②の方は健康
保険証と障害者手帳または診断書。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受給証明書 他 接種回数は
1回。予約が必要な場合あり。事前に医療機関へ問い合わせ
を

1003842ID 問 健康課（☎042-581-4111）

医師会委託医療機関
高齢者インフルエンザ接種医療機関一覧

個別委託医療機関

地域 医療機関名 電話番号
新井 青和クリニック 042-594-1900
石田 にしくぼクリニック 042-589-3532
落川 寺田医院 042-591-2852

新町
高瀬内科クリニック 042-582-7228
たかなしクリニック 042-585-2347
よこやま耳鼻咽喉科 042-589-3663

神明 おおしろクリニック 042-589-6780
山本クリニック 042-584-5633

高幡

井上クリニック 042-593-8988
鈴木内科クリニック 042-599-7021
高幡駅前川崎クリニック 042-599-0036
森久保クリニック 042-594-6778

多摩平

石塚医院 042-584-4111
かどた皮ふ科・形成外科 042-843-4122
小松医院 042-581-0474
佐々木クリニック多摩平 042-585-2591
関根クリニック 042-843-2383
太陽クリニック 042-843-1686
多摩平小児科 042-584-6002
多摩平みついしクリニック 042-843-2745
豊田駅前うだクリニック 042-583-0415
原脳神経外科クリニック 042-514-8550
日野市立病院 042-581-2677
望月医院 042-581-0504
胃腸内科・下肢静脈瘤　森末クリニック 042-589-3030
渡辺整形外科 042-581-7111

豊田
康明会病院 042-584-5251
小林医院 042-581-0433
野田医院 042-581-0435

東豊田 日野みんなの診療所 042-518-8063

日野
石田クリニック 042-843-2608
康明会ホームケアクリニック 042-589-0009
塩谷医院 042-581-0158

地域 医療機関名 電話番号
旭が丘 街のクリニック日野・八王子 042-843-3837
栄　町 栄町クリニック 042-583-7392
豊　田 虚白堂醫

い

院
いん 042-589-1777

西平山 桜医院 042-514-8790
南　平 南平わだクリニック 042-599-2977

地域 医療機関名 電話番号

日野台 くちらクリニック 042-583-6515
日野台診療所 042-581-6175

日野
本町

アカシアクリニック 042-587-8616
高品クリニック 042-583-7822
花輪病院 042-582-0061
日野医院 042-581-0309
日野のぞみクリニック 042-843-1445

平山 牛尾医院 042-591-2001
京王平山クリニック 042-592-5111

程久保 原クリニック 042-591-6613

万願寺

回心堂第二病院 042-584-0099
中井内科クリニック 042-583-7675
ニシムラ整形外科 042-587-2220
土方クリニック 042-587-7171

三沢 もぐさ園三沢台診療所 042-592-0466

南平

さいとう内科クリニック 042-591-0100
柴山内科医院 042-594-3688
中川クリニック 042-594-0313
福岡医院 042-591-3600

宮 グレイス病院 0570-06-5489

百草 百草園駅前クリニック 042-599-3266
百草の森ふれあいクリニック 042-599-7068

 高齢者インフルエンザ予防接種 のお知らせ

 施設紹介 
　多目的室、調理室などの貸室が利用可能なほか、施設内の
展示スペースでは、日野市の農業風景・周辺地区のパネル展
示も行っています。
利用時間 午前9時～午後5時※年末年始、臨時休館日を除く
 物販店舗「みのり處

どころ

」 
　施設内の物販店舗「みのり
處」では、日野産を中心とし
た新鮮な農産物や加工品、各
地の特産品などを販売してい
ます。また、日野産野菜を使
った日替わりランチや喫茶コ
ーナーもあります。
営業時間 午前10時～午後6時※年末年始、臨時休業日を除く
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◀山本徹氏
　（NPO法人めぐみ代表）
同施設の管理受託者、併設
の直売所「みのり處」を運営

皆さまのお越しを
お待ちしています。

　野菜販売情報や料理などの情報を発信中です！ 
ぜひフォローをよろしくお願いします。

アカウント： 
@7tsuzuka_farms

令和4年度は無料

１０周年記念イベント
日 10月16日㈰午前10時～午後2時 内 日野産農産物
の販売、日野産野菜を使ったピザの販売、ルバーブ
ジャムの試食と販売、お囃

は や し

子・琴・ピアノ演奏など
他 駐車台数に限りあり。公共交通機関のご利用を

1018074ID

日野市市制施行60周年を彩るキャッチコピーを募集！
～60th anniversary of Hino city ～

1022040ID
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