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子ども

令和5年度ジュニアリーダー
講習会スタッフ募集 
1006583ID

　ジュニアリーダー講習会とは、
市内の小学5年生～中学生を対象
に、野外活動や集団活動、異年齢
交流を通して将来地域で活躍で
きる人材を育成する事業です。会
を企画・運営し、子どもたちと一
緒に活動してくれるボランティ
アスタッフを募集します。
場申込書…市役所2階子育て課、
市内各児童館などで配布※市 HP

から ダウンロード 可対高校生（令和5
年度に高校生になる方を含む）～
おおむね30歳程度の方申 3月15日
㈬（必着）までに〒191-8686日野市
役所子育て課地域青少年係へ申
込書を郵送または持参※持参の
場合は土曜・日曜日を除く問子育
て課（☎042-514-8579）

小学1年生になるお子さまの
子ども医療証（マル子）
を送付 1003939ID

　3月31日㈮までに対象者へ新し
い子ども医療証を送付します。4
月からは新しい医療証を窓口で
提示してください。保険診療の自
己負担額は、引き続き無料です。
　なお、所得制限超過などにより
要件に該当しない方には、消滅通
知を送付します。
対次のすべてに該当する方①4
月から小学1年生になるお子さ
まを養育して、現在負担者番号
88138359の乳幼児医療証を持っ
ている②心身障害者医療証を持
っていない問 子育て課（☎042-

514-8598）

高校生相当年齢の方へ高校生
等医療証（マル青）を送
付 1003939ID

　1月末までに申請いただいた方
のうち、審査の結果、該当する方
へ3月31日㈮までに高校生等医療
証を送付します。保険診療の自己
負担額（通院1回上限200円）があ
ります。該当しない方には、却下
通知を送付します。所得制限内で
未申請の方はお早めに申請して
ください。現在中学3年生で子ど
も医療証（マル子）をお持ちの方
は申請不要です。
問子育て課 （☎042-514-8598）

令和4年度教育委員会
1019227ID

▶第12回定例会開催
日 3月28日㈫午後2時から※傍聴
の可否は市 HPで確認を
▶第10回定例会（1月13日開催）議
事録公開　
内議案…3件、請願…1件、報告
事項…2件
　いずれも問庶務課（☎042-514-
8692）

新型コロナ

令和4年度国民健康保険税、
後期高齢者医療保険料の減免 
国保 1019971ID

後期 1014355ID
▲後期▲国保

　新型コロナウイルスの影響に
より、国民健康保険税・後期高齢
者医療保険料の納付が困難とな
った世帯に対して減免制度があ
ります。要件など詳細は市 HP参
照またはお問い合わせください。

申 3月31日㈮（必着）までに〒191-
8686日野市役所保険年金課へ申
請書（市HPからダウンロード可）を郵
送問保険年金課（国保☎042-514-
8279、後期☎042-514-8293）

催し・イベント

市民文化祭参加団体の
募集 1009380ID

　市では、毎年秋に日野市民文化
祭を開催しています。この文化祭
に参加していただける、市内で活
動している文化団体を募集しま
す。詳細は市 HP参照またはお問
い合わせください。
問文化スポーツ課（☎042-514-
8462）

第十六回新選組書展
1023175ID

　新選組ゆかりの文字を書く書道
展です。入選作品のほか、全国か
らの応募作品をすべて展示します。
日 3月1日㈬～31日㈮午前9時30分
～午後5時※月曜日を除く。入館
は4時30分まで場 新選組のふる
さと歴史館￥ 200円※小・中学生
50円問ふるさと文化財課（☎042-
583-5100）

市内小中学生・福祉事業所に
よる千羽鶴の展示 
1023401ID

　市内小・中学校の児童生徒が
平和への願いを込めて折り鶴を
折り、福祉事業所の皆さまが一つ
一つ丁寧に糸を通して完成させ
た千羽鶴を展示しています。
　展示後は広島市へ送り、平和記
念公園の「原爆の子の像」にささ
げられます。

日 3月10日㈮～16日㈭午前9時～
午後5時15分場多摩平の森ふれあ
い館 問平和と人権課（☎042-58
4-2733）

スマホ個別相談会
日 ①3月13日㈪午後1時30分～2時
15分②13日午後2時30分～3時15分
③27日㈪午後1時30分～2時15分④
27日午後2時30分～3時15分場①
②中央福祉センター③④多摩平
交流センター講スマホお助け隊
（ボランティア）対市内在住者定
申込制で先着①②各10人③④各5
人申 3月1日㈬午前9時から電話
問日野市ボランティア・センター
（☎042-582-2318）

郷土資料館出張パネル展
七生丘陵散策コース
見晴らし台 1023168ID

日 3月25日㈯～5月12日㈮午前9時
～午後9時場平山季

すえ

重
しげ

ふれあい館
問郷土資料館（☎042-592-0981）

水辺のある風景日野50選ガイ
ドツアー 
1007770ID

日 3月18日㈯午前9時百草園駅南
口階段下集合、正午帝京大学博物
館解散※雨天中止内コース…真
堂が谷戸～大栗川～石坂ファー
ムハウス～万蔵院台地～由木農
場（約4㌔）対小学生以上の市内
在住者※小学生は保護者同伴定
申込制で先着20人申 3月7日㈫午
前9時から電話問緑と清流課（☎
042-514-8309）

野菜づくり何でも相談
会 1010663ID

日 3月18日㈯午前10時～正午場

七ツ塚ファーマーズセンター内
土づくり、肥料、苗の選び方など
講 JA東京みなみ、NPO法人日

ひ

野
の

人
びと

・援農の会定申込制で先着10人
申同会へファクス（FAX 042-849-
2092）またはEメール（ hinobi 
to-ennou@jcom.zaq.ne.jp）で。
住所、氏名、電話番号を記入問都
市農業振興課（☎042-514-8447）

映画「ヒゲの校長」上映
会 1023160ID

　かつて手話の存続が危ぶまれ
る時代がありました。その中で信
念を貫き、手話を守ったろうあ学
校の校長先生を描いた作品です。
日 3月18日㈯午前10時からと午後
2時から場七生公会堂￥高校生
以上1,500円、中学生1,000円※小
学生以下無料申Eメール問上映
会事務局（堀場 ga-ko3137@
jcom.zaq.ne.jp）

天然理心流演武
1023174ID

　幕末の日野で普及し、新選組の
近藤勇や土方歳三、井上源三郎ら
が修めた天然理心流剣術の演武
を行います。
日 3月18日㈯午前10時30分～11時
30分場新選組のふるさと歴史館
講出演…井上雅雄氏（井上源三
郎資料館館長）、天然理心流日野
道場の皆さま￥ 200円※小・中学
生50円問ふるさと文化財課（☎
042-583-5100）

虹
にじ

友
と も

カフェ～ LGBTとその家
族・友人のためのコミュニテ
ィースペース
1016631ID

日 3月19日㈰午後1時30分～4時※

入退室自由場多摩平の森ふれあ
い館※直接会場へ対当事者、親
族、支援者問平和と人権課（☎
042-584-2733）

「365日のシンプルライフ」映
画上映＆トークイベン
ト 1023170ID

　人生に本当に必要なものは何
か、映画を通して自身のライフス
タイルを見つめ直します。
日 3月21日㈷午前10時～午後0時
15分場 Tree HALL（多摩平）講森
下詩子氏（クリーニングデイ・ジ
ャパン代表）対リサイクル、北欧、
SDGsに興味のある方定申込制
で先着50人申 3月3日㈮午前9時
から電話または来館※月曜日を
除く問中央公民館（☎042-581-
7580）

3月の自然観察会～春の妖精
（カタクリ）を存分に観
賞しよう 1023155ID

日 3月25日㈯午前9時30分日野駅
東口広場集合、午後0時30分日野
駅前解散※雨天中止講日野みど
りの推進委員（案内）対小学生以
下は保護者同伴定申込制で先着
20人￥ 1家族300円（資料代）申 3月
8日㈬午前9時～24日㈮に電話問
緑と清流課（☎042-514-8307）
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