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催し・イベント

第56回伸びゆく日野市写真コ
ンクール入賞作品の展示
日 3月15日㈬～27日㈪午前8時30
分～午後5時15分※日曜日、祝日
を除く場市役所1階市民ホール
問日野市観光協会（☎042-586-
8808※月曜日を除く）

市内の塚を歩いて巡る！ 
塚つかウオーク 
1023166ID

日 3月23日㈭午後1時豊田駅北口
集合、午後3時30分日野駅解散※
荒天中止内コース…まつり塚（富
士電機構内）～富士塚（コニカミ
ノルタ構内）～甲州街道一里塚跡
～上人塚（道路側から見学）（約5.7
㌔）定申込制で先着15人申 3月4日
㈯午前9時～15日㈬に電話問ふる
さと文化財課（☎042-583-5100）

つんで、つくって、たべよう！ 
よもぎだんご 
1013367ID

日 3月25日㈯午前9時～正午講カ
ワセミハウス協議会環境分科会
の皆さま対小学3年生以下は保
護者同伴定申込制で先着12人 ¥

300円（材料費）他詳細は市 HP参
照申 3月4日㈯から電話場・問 カ
ワセミハウス（☎042-581-1164）

二中地区アクションプランお
花見ブランニング～豊田小の
ルーツを訪ねて
1019407ID

　桜を楽しみながら、変わりゆく
豊田駅南口を訪ねます。
日 3月25日㈯午前10時豊田駅南

口駅前広場集合、午後0時30分豊
田駅北口解散※雨天の場合は3月
26日㈰定申込制で先着20人他詳
細は市 HP参照申 3月6日㈪～22日
㈬に電話、ファクス（FAX 042-581-
4221）またはEメール（ ckyodo
@city.hino.lg.jp）問地域協働課
（☎042-581-4112）

程久保川に沿って歩こう
中流から多摩川・浅川の合流
点をめざして 
1023167ID

日 3月28日㈫午前9時京王線多摩
動物公園駅改札前集合、正午多
摩川・浅川合流点付近解散講七
生丘陵調査団定申込制で先着15
人 申 3月3日㈮午前9時から電話
問郷土資料館（☎042-592-0981）

日野市ヴェルディ応援
DAY 1020362ID

日 4月1日㈯午後3時キックオフ
場味の素スタジアム（調布市）内
東京ヴェルディ対大宮アルディ
ージャ￥ホーム自由席…申込時
点で市内在住・在勤・在学の小学
生以上22歳以下および満65歳以
上の方は無料。上記以外の市内在
住・在勤・在学の一般の方は特別
割引として1,000円、バックＢ席…
申込時点で小・中学生500円、22
歳以下および満65歳以上の方は
1,000円、一般の方は1,500円申 3月
4日㈯正午～31日㈮午後11時59分
にJリーグチケットへの無料登録
後、下記の専用ページより事前に
チケットを購入

問文化スポーツ課（☎042-514-

8465）

税金

今月の税金などの納期限は3
月31日㈮ 
1008395ID

　今月は、国民健康保険税（普通
徴収）第9期、後期高齢者医療保険
料（普通徴収）第9期、市民税・都
民税（普通徴収）随時2期の納期で
す。
問納税課（☎042-514-8259）

バイク・軽自動車の廃車手続
きは3月中に 
1002725ID

　軽自動車税（種別割）は4月1日
現在の所有者に課税されます。廃
棄・譲渡・盗難などで、実際には
バイクや軽自動車を所有してい
ない方は、3月中に廃車手続きを
してください。手続き方法など詳
細は、対象車種別に以下へお問い
合わせください。
▶原動機付自転車（125ccまでの
バイク）・小型特殊自動車
問市民税課（☎042-514-8235）

▶125cc超のバイク
問東京運輸支局八王子自動車検
査登録事務所（☎050-5540-2034）
▶三輪・四輪の軽自動車
問軽自動車検査協会東京主管事
務所八王子支所（☎050-3816-3103）

軽自動車税（種別割）の
減免 1002719ID

　身体障害者手帳などをお持ち
の方の車両、公益のため直接専用
する車両、構造上専ら障害者の利
用に供する車両で、一定の要件を
満たす場合は申請により減免が

受けられます。詳細はお問い合わ
せください。
問市民税課（☎042-514-8235）

3月31日㈮で三井住友信託銀
行での収納が終了 
1002736ID

　3月31日で三井住友信託銀行で
の市税や使用料などの収納が終
了します。4月3日㈪以降は、その
他の金融機関をご利用ください。
問三井住友信託銀行立川支店
（☎042-522-6111）、市会計課（☎
042-514-8644）

日野税務署から
1002637ID

▶各種Pay払いを利用したスマホ
アプリ納付
　国税の納付は、各種「Pay払い」
を利用したスマホアプリ納付も
ご利用いただけます。お手持ちの
スマートフォン、タブレット端末
を使って、スマートフォンなどの
専用Webサイト「国税スマート
フォン決済専用サイト」にて納付
情報を入力するだけで納付がで
きます。
内利用可能なPay払い…PayPay、
d払い、au PAY、LINE Pay、メル
ペイ、amazon Pay他詳細は国税
庁 HP参照
▶QRコードを利用したコンビニ
納付
　国税の納付は、QRコードを利
用したコンビニ納付もご利用い
ただけます。お手持ちのパソコン
やスマートフォン、タブレット端
末を使って、納付に必要な情報
（氏名や税額など）をQRコードと
して作成し、お近くのコンビニエ
ンスストアで納付ができます。

内利用可能なコンビニエンスス
トア…ローソン、ナチュラルロー
ソン、ミニストップ（いずれも
Loppi端末設置店舗のみ）、ファ
ミリーマート（Famiポート端末設
置店舗のみ）他詳細は国税庁 HP

参照
　いずれも問日野税務署（☎042-
585-5661）

講座

南平体育館カルチャー
教室 1000992ID

内筆ペン教室、ちょこっと英会話
定各10人￥ 500円他詳細は南平
体育館 HP参照または問い合わせ
を場・問 南平体育館（☎042-591-
1541）

スポーツ＆カルチャー
教室 1022844ID

日月曜～金曜日内カラオケ上達
教室、ヨガ、健康麻雀、ピラティ
ス、卓球、健康体操※子ども向け
の教室も多数開催他詳細は市民
の森ふれあいホール HP参照申 3
月6日㈪から市民の森ふれあいホ
ール窓口へ場・問市民の森ふれ
あいホール（☎042-584-2555）

援農・野菜栽培塾10期
生募集 1023299ID

日 3月～12月の第2・第4日曜日午
前（予定）場七ツ塚ファーマーズ
センター内農場での実習を通し
て野菜栽培の基礎知識を習得講
NPO法人日

ひ

野
の

人
びと

・援農の会対通
年参加でき、3月12日㈰の説明会
に必ず参加できる方定申込制で
先着10人￥ 1,000円（保険代など）
申同会へ来所、ファクス（FAX 042-

849-2092）またはEメール（ hi
nobito-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）

東部会館いきいき教室
骨盤なめらか体操教室
日毎週金曜・土曜日午前9時30分
～10時30分と11時～正午場同会
館集会室対 18歳以上の方定申込
制で各回先着5人￥ 5回で5,500円
のチケット購入制申電話問同会
館温水プール（☎042-583-5266）

日野に棲
す

む多様な昆虫
の世界 1000977ID

日 3月11日㈯午後2時～4時 場

Zoom（オンライン）内昆虫の生
態を写真と動画で紹介定申込制
で先着80人他Zoomが初めての
方のために事前準備サポートあ
り申 Eメール（ info@dsedai.
com）で。氏名、電話番号を記入
問日野団塊世代広場（☎042-843-
8723）

発達支援講演会
1018894ID

日 3月17日㈮午後2時～4時場 ①
エール（発達・教育支援センター）
②Zoom（オンライン）内発達障
害当事者による生きやすくなる
ための「自己理解」とは～自立に
向けて今からできること講岩本
友規氏（明星大学発達支援研究
センター研究員）定申込制で先
着①30人②50人他 1歳～未就学
児の保育あり（先着5人）。希望者
は電話で申し込み申 3月1日㈬午
前9時から電話問発達・教育支援
課（☎042-589-8877）

▲チケットに
関する問い合わせ

▲専用
申し込みページ
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