
催 し

国が実施する消費活性化策です。利用に当たってはマイナンバーカー
ドが必要です。マイナンバーカードを取得し、カードでマイナポイントを予約した人を対象に、選択し
たキャッシュレス決済サービスで買い物に使えるポイントを国が付与する仕組みです。キャッシュレス
で2万円のチャージまたは買い物をすると、1人当たり上限5,000円分のマイナポイントがもらえます。

住民票の写し、印鑑登録証明書、課税（非課税）証明書、戸籍全部（個人）事項証明

申請から交付までのながれ

パソコンによる申請

郵送による申請

① デジタルカメラで顔写
真を撮影し、パソコン
に保存

② 申請用ウェブサイト
（https://net.kojin
bango-card.go.jp）にアクセス

③ 画面に従って必要事項を入力し顔写真を添
付して送信

① 個人番号カード交付申請書に電話番号、氏
名、日付を記入

② 顔写真を貼付
③ 送付用封筒に入れて郵便

ポストに投函

約1～2カ月後に、交付通知書がご自宅に届きます。
必要な持ち物を持参し、記載された交付場所にお越しください。
※詳細は交付通知書類をご確認ください

スマートフォンによる申請

まちなかの証明写真機からの申請

① スマートフォンで顔写真を撮影
② 交付申請書のQRコードを読み込み、申請

用ウェブ サイト（https://
net.kojinbango-card.
go.jp）にアクセス

③ 画面に従って必要事項を
入力し顔写真を添付して
送信

① タッチパネルから「個人番
号カード申請」を選ぶ

② お金を入れて交付申請書
のQRコードをバーコード
リーダーにかざす

③ 画面の案内に従って必要
事項を入力し、顔写真を撮影して送信

約1～2カ月後

申請
方法 3 申請

方法 4

申請
方法 1 申請

方法 2

交付
方法

マイナポイントとは

コンビニなどで取得できる証明書

健康
医師によるまちの在宅医療相
談会 1014469ID

　在宅医療や在宅みとりをお考えの
方に在宅診療医などによる個別相談
を開催します。現在入院中で自宅へ
戻り医療を受けることを検討中、現
在療養中でなるべく自宅での最期を
考えているがどう進めてよいか分か
らない、または今は元気だが今後、
在宅医療を検討中の方はご相談くだ
さい。介護職も同席します。
日時 7月16日㈭14:00～16:00 会場 新
井地区センター 対象 在宅医療、自
宅でのみとりをお考えの方 定員 申
込制で先着4人 申込 7月3日㈮～10日
㈮8:30～17:15に電話※申し込みの際
に状況を確認します 問 在宅療養支
援課（☎514-8189）

ちょこっとウオーキング～真
夏のブルーベリー狩り

1012006ID

日程 8月2日㈰※荒天中止 集合 8:30
イオンモール多摩平の森駅側広場
コース 多摩平緑地通り～神明2丁目
～日野中央公園～日清園（ブルーベ
リー狩り）（2.5㌔） 定員 申込制で50人
※応募多数の場合は抽選 費用 250円

（ブルーベリー狩り代） その他 ウオ
ーキング（ゴールは日野中央公園）の
みの参加可 申込 7月22日㈬（必着）ま
でに〒191-8686日野市役所文化スポ
ーツ課へ 往復はがき  で。氏名、年齢、
住所、電話番号を記入※グループで
の参加は全員分を記入 問 文化スポ
ーツ課（☎514-8465）

趣味・教養
夏の企画展～謎解き！新選組
のふるさと日野 1014583ID

　今年は、「新選組のふるさと日野」
がテーマです。展示資料などからク
イズの答えを見つけて楽しみながら
地域の歴史を学べます。
日時 7月21日㈫～9月6日㈰9:30～17:
00※入館は16:30まで。8月10日を除
く月曜日と8月11日㈫は休館 費用
200円（ 入 館 料 ）※ 小・ 中 学 生50円
会場・問  新選組のふるさと歴史館（☎
583-5100）

コーラルファンタジー inひ
の～合唱団員募集 

1011522ID

問 藝術文化の薫るまちinひの実行
委員会（☎090-9970-0340）

　フレッシュ名曲コンサートに出演
する合唱団員を募集します。
練習日時 9月6日から原則毎週日曜日の
9:30～12:00 会場 新町交流センター、
生活・保健センターなど 練習内容
モーツァルト「ミサ曲ハ長調K.317

『戴冠ミサ』」  講師 泉智之氏・田中裕
太氏（合唱指導）、松嶋弥生氏（ピア
ノ） 対象 練習に真剣に取り組める方 
定員 申込制で100人（ソプラノ・アル
ト各35人、テノールとバス合わせて
30人）※申込多数の場合は抽選 費用
12,000円※別途年会費1,000円 申込 7
月31日㈮（必着） までに〒191-0016
神明1-12-1ひの煉瓦ホール内NPO
法人藝術文化の薫るまちinひの実
行委員会へ 往復はがき  で。名前（フリ
ガナ）、生年月日、年齢（高校生以下
は学年）、住所、電話番号、希望パ
ート、合唱の経験の有無、身長（本

番で履く黒い靴を履いた状態）を記
入
�フレッシュ名曲コンサート�
日時 令和3年3月
14日 ㈰15:30か ら 
会場 ひの煉瓦ホ
ール（市民会館） 
指揮 永峰大輔氏

（写真） 管弦楽 東
京フィルハーモ
ニー交響楽団 出演 佐藤美枝子氏（ソ
プラノ）、丹呉由利子氏（メゾソプラ
ノ）、村上敏明氏（テノール）、井出
壮志朗氏（バリトン）

大菊「福助」の育て方講習会
日時 7月17日㈮9:30～11:30※雨天中
止 会場 日野中央公園ステージ横 
�講師 志村進一氏（日野市菊友会） 
定員 申込制で先着20人 その他 雨天
の場合は菊花コンテスト用大菊苗の
配布のみ 申込 7月3日㈮から電話 問

（公財）日野市環境緑化協会（☎585-
4740）

ポットマム・スプレー菊の育
て方講習会
日時 8月7日㈮9:30～11:30 会場 緑化
交流センター 講師 日野市菊友会 定員
申込制で先着20人 申込 7月13日㈪か
ら電話 問 （公財）日野市環境緑化協
会（☎585-4740）

ⒸN_IKEGAMI

マイナンバーカードの申請は
お早めに！
2020年9月からマイナポイントが利用開始予定です！
マイナンバーカードがあれば、お近くのコンビニなどで各種証明書を取得できます。

※マイナポイントの利用には、利用者証明用電子証明書が必要になります

こんなに
便利！

1014168・1013412ID 　 問 市民窓口課（☎514-8206）

商店会どっと混む!

商店会を
応援しよう！
商店会を
応援しよう！

■�高幡不動商店会～謝恩福
引サマーセール

日程 7月9日㈭～8月2日㈰※抽選
会 は8月1日 ㈯・2日 ㈰10:00～
18:00
会場 高幡不動商店会内
内容 抽選会、ふれあいギャラリー
その他  都合により開催日時や内
容が変更になる場合があります。
事前にご確認ください
問 堀内（☎591-3327）

問 産業振興課（☎514-8437）
1009729ID

新型コロナウイルス感染症の影響により
中止・自粛する催しなど
催し名など 内容 問い合わせ先

市民プールの営業 1000993ID
※ 市民体育大会アクアスロン競技および水泳競技

も同様に中止
中止 文化スポーツ課（☎514-8465）

市民文化祭 1014455ID 中止 文化スポーツ課（☎514-8462）

第5回浅川アユまつり 1014479ID 中止 環境保全課（☎514-8294）

健康づくり推進員から 1014038ID 自粛 健康課（☎581-4111）
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