
◀交付通知書

児童館のイベント

10月の児童館10月の児童館

ミニアスレチックルーム
1006364ID

会場・問 みなみだいら児童館
ぷらねっと（☎599-0166）

日時 6日㈫①9:45～10:45②11:00
～1２:00 内容 トランポリンや大
きな滑り台で遊ぶ 対象 乳幼児
と保護者 定員 申込制で各回先
着5組 申込 ２日㈮から電話また
は来館

うんどう会遊び
1003983ID

会場・問 しんめい児童館（☎
5８3-65８８）

日時 9日㈮10:30～11:30 内容 み
んなで元気に体を動かして遊ぶ 
対象 乳幼児と保護者 定員 申込
制で先着15組 申込 ２日㈮～８日
㈭9:30～1８:00に電話または来館

ネットスポーツタイム
1006001ID

会場・問 たまだいら児童館ふ
れっしゅ（☎5８9-1２53）

日時 10日㈯17:00～1８:45 内容 バ
レーボール、バドミントン 対象
中学・高校生 申込 当日までに来
館

乳幼児自由参加ひろば
～こあらひろばFUN�
FUN工作スペシャル

1015196ID
会場・問 もぐさだい児童館 

（☎591-7001）
日時 13日㈫10:30～11:30 内容 お
母さん講師による簡単工作 対象
乳幼児と保護者 定員 申込制で
先着10組程度 申込 ２日㈮9:30か
ら電話または来館

乳幼児自由参加ひろば～
プレイルーム　わいわい
ワールド 1004025ID
会場・問 みさわ児童館（☎59
1-3456）

日時 1２日㈪・２6日㈪10:00～11:30 
内容 大型遊具などによる自由
遊びなど 対象 乳幼児と保護者 
申込 開催日の２日前までに電話
または来館

乳幼児自由参加ひろば
～きらきら　うんどう
会遊び� 1008085ID
会場・問 まんがんじ児童館

（☎5８3-3309）
日時 15日㈭10:30～11:30 対象 1
～3歳児と保護者 申込 3日㈯9:30
から電話または来館

いやされタイム
1015138ID

会場・問 あさひがおか児童館
（☎5８3-4346）

日時 16日㈮①10:30～11:00②11:
10～11:40 内容 簡単なセルフマ
ッサージで心も体もリフレッシ
ュ 対象 乳幼児と保護者 定員 申
込制で各回先着5組 申込 ２日㈮
9:30から電話または来館

プレイルームスペシャル
1008628ID

会場・問 ひらやま児童館（☎
59２-6８11）

日時 19日㈪10:00～11:30 内容 ト
ミカやプラレールを広げて遊ぶ 
対象 乳幼児と保護者 申込 17日
㈯までに電話または来館

乳幼児自由参加ひろば
～わくわくひろば

1011905ID
会場・問 ひの児童館（☎5８1-
7675）

日時 ２1日㈬10:30～11:30 内容 手

遊び、ふれあい遊びなど 対象
乳幼児と保護者 定員 申込制で
先着10組 申込 13日㈫9:30から電
話または来館

みんなであそぼう
1011621ID

会場・問 さかえまち児童館
（☎5８5-８２８1）

日時 ２9日㈭10:30～11:15 内容 リ
ズムあそび、ふれあいあそびな
ど 対象 乳幼児と保護者 定員 申
込制で先着15組 申込 ２0日㈫9:30
から電話または来館

公民館の催し
※新型コロナウイルｽ感染症防
止対策にご協力ください

ぱそこんくらぶIN高
幡台分室（初心者対象）

1015211ID
会場・問 中央公民館高幡台分
室（☎59２-0８64）

日時 10月9日・２3日、11月6日・２0
日、1２月4日・1８日、令和3年1月15
日、２月5日・19日、3月5日 い ず れ
も金曜日10:00～11:30 内容 ワー
ド、エクセル、インターネット
など、各自が学びたいことを自
由に学びあう 対象 市内在住・在
勤・在学者 申込 10月3日㈯9:00
から電話

ひの市民大学～知って
楽しいスコットランド

1015249ID
会場・問 中央公民館 （☎5８1-
75８0）

日時 ①10月30日㈮②11月13日㈮
いずれも14:00～16:00 内容 ①ス
コットランドの産業革命②スコ
ットランドの文学 講師 木村正
俊氏（神奈川県立外語短期大学
名誉教授） 対象 市内在住・在勤・
在学者 定員 申込制で先着30人 
申込 10月3日㈯9:00から電話ま
たは来館

憲法講座～わたしたちの
暮らしと憲法（リモート
併設）� 1015213ID
問 中央公民館 （☎5８1-75８0）

　憲法が普段の暮らしや日常生
活にどのように関わっているの
かを、事例を通してともに考え
ていきます。本講座はリモート
および座学の２通りで開催しま
す。リモート方式での参加を希
望される方は、事前にZoom操
作研修を行います。

日時 ①10月31日㈯②11月14日㈯
③11月２８日 ㈯ い ず れ も14:00～
16:00 会場 ①中央公民館高幡台
分室②③中央公民館 内容・講師
①Zoom操作研修※希望者の
み②暮らしの中の憲法～身近な
事例を題材に…髙佐智美氏（青
山学院大学教授）③憲法の役割
を暮らしの中から考える…中川
律氏（埼玉大学准教授） 対象 市
内在住・在勤・在学者 定員 申
込 制 で 先 着40人（ 座 学：10人、
Zoom：30人）申込 10月3日㈯9:00
から座学は電話また
は来館、Zoomは右
記QRコードから

日野宿ひな巡り～つる
し雛

び な

の花と蝶
ちょう

1015210ID
会場・問 中央公民館 （☎5８1-
75８0）

　つるし雛のアイテム3種類、
椿
つばき

、桜、蝶の作り方を学びます。
作品は来春の日野宿ひな巡りで
展示します。
日時 11月5日㈭・1２日㈭・19日
㈭・２6日㈭13:00～15:00 講師 大
竹裕子氏（布遊びひろの会代表） 
対象 全回参加できる市内在住・
在勤・在学者 定員 申込制で先
着２0人 費用 4,000円（材料費4回
分） 申込 10月3日㈯9:00から電
話または来館

ちりめんで作るつるし
飾り～七

ひ ち

宝
ほ う

鞠
ま り

1015195ID
会場・問 中央公民館高幡台分
室（☎59２-0８64）

　七宝文様は、輪と輪がつなが
ることから「和と和」をつなぐと
され、円満や財産、子孫繁栄な
どの意味が込められています。
この縁起物の飾りを作ります。
日時 11月1２日㈭・19日㈭・２6日
㈭14:00～16:00 講師 髙橋ゆり氏

（山百合工房主催日野団塊世代
広場講師） 対象 裁縫ができるお
おむね60歳以
上の方 定員 申
込 制 で 先 着10
人 費用 1,500円 
申込 10月3日㈯
9:00から電話ま
たは来館

カード申請後、約2カ月で市から交付通
知書が届きます。

届いた交付通知書に必要事項を記入し
ます。
回答書欄にご本人が記入・押印してく
ださい。

※「交付通知書」や「受取勧奨のお知らせ」を紛失された方はお電話でご相談ください

カードを受け取ります。
必ずご本人がお越しください。お仕事が多忙、通勤・
通学のため本人が来られない場合でも、代理の方に
はお渡ししていません。

①交付通知書
②通知カード　  必ずご持参ください。ただし、マイナンバーカードを再発行した

方は、以前回収していますので、必要ありません。
③本人確認書類　Aの中から1点またはBの中から２点

Ａ　官公署発行の顔写真付きの書類（有効期限内のもの）
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード（写真付き）、身体障害者手帳、
精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明
書（平成２4年4月1日以降発行のもの） など

B　上記Aの書類がない場合は「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載
されている書類
健康保険証、各種年金手帳、介護保険被保険証、医療受給者証、乳児・こ
ども医療証

④住民基本台帳カード　お持ちの方は必ず回収となります

※  １5歳未満の方または成年被後見人は、ご本人と一緒に、法定代理人
の同行が必要になります。この場合、下記の書類も必要になります

⑤法定代理人の本人確認書類　上記Aの中から1点、またはBの中から２点
⑥法定代理人であることを証明する書類
　15歳未満の方：戸籍謄本（本籍が日野にある場合は不要です）

※本籍が日野になく、世帯主の方がお越しいただけない場合は必ず必要です
　成年被後見人：成年後見の登記事項証明書

　なお、指定した期間内にマイナンバーカードを受け取ることができなかった方
には、改めて「受取勧奨のお知らせ」を送付し、一定期間マイナンバーカードを保
管しています。早急に受け取りをお願いします。

受取場所と時間を決めて予約します。

※�現在申請数が急増しているため、マイナンバーカードの受け取りに関する案内通知書の発送に時間がかかります

マイナンバーカードはプラスチック製の顔写
真付きのICカードです。１2桁のマイナンバー
の確認はもちろん、顔写真があるために本人
確認がこのカード１枚で完了します。
●  マイナンバーカードの申請は郵送またはスマートフォ

ン・パソコン・タブレットなどでできます。
●現在申請から約２カ月で交付通知書を送付しています。
●発行手数料は初回無料です。

受取窓口 時間
市役所１階市民
窓口課

予約不要：月曜～金曜日8:４0～１6:４0
（祝日、年末年始を除く）
要予約：第２・第４土曜日8:４0～１6:４0
（祝日、年末年始、メンﾃナンｽ時を除く）
予約方法 電話またはインターネッﾄ

七生支所 要予約：毎週水曜～金曜、第２土曜日9:00～１6:２0
（祝日、年末年始、メンﾃナンｽ時を除く）
予約方法 電話またはインターネッﾄ
※受取日の３日前の9:00までにご予約ください

「本人の住所」と「本人の氏名」を記入し、押
印してください。

1

3

2

4

マイナンバーカードの受け取り方法について
マイナンバーカードについて

受け取りまでの流れ

公民館平和事業

「戦争にまつわる体験談」を募集

　私たちが戦争の本当の姿を知ることができる戦時中の体験談は、平
和を守っていくための大切な財産です。ご自身の戦争体験をお話しい
ただける方を募集します。
募集内容 戦争にまつわる体験談（空襲体験、学童疎開、被爆体験、当時
の暮らしの様子など） 活動内容 戦争体験を語っていただく様子を撮影。
映像は、中央公民館 HP の平和事業ライブラリーに収蔵し、一般公開 
対象 営利、政治活動および宗教活動を目的としない方 申込 10月3日㈯～
1２月２7日㈰に〒191-0011日野本町7-5-２3中央公民館へ郵送、ファクス、
Eメールまたは来館。応募用紙に氏名、住所、生年月日、電話番号、戦
争体験の概要を記入※来館の場合は月曜日を除く

1015229ID
問 中央公民館（☎5８1-75８0 FAX 5８1-２110  pubhall@city.hino.lg.jp）

1014614・1014879ID 問 市民窓口課（☎514-８２06）

17 かんたん検索!��市公式 HP に各記事の見出し横のID番号を入力
今号に関するお問い合わせ　日野市役所　代表☎ 585－1111　FAX 581－2516　 soudan@city.hino.lg.jp 16広報　　　　第1487号 令和2年10月1日
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