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社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）第48回 筆の都くまの町民文化祭
10月17日㈯・18日㈰　 町民会館

芸能発表プログラム
10月17日㈯

No. 時間 分　野 団体名
1 10:45 邦　　　楽 美希琴会
2 11:00 邦　　　楽 広島県立熊野高等学校筝曲部
3 11:15 フラダンス フラ・トロピカーナ・ベア
4 11:30 太　極　拳 東公民館太極拳
5 11:45 フラダンス プメハナ

昼休憩60分
6 13:00 大　正　琴 琴伝流大正琴つくし会
7 13:15 ハーモニカ 熊野ハーモニカ倶楽部
8 13:30 ストリートダンス LOOP　ダンススクール
9 13:45 ストリートダンス LOOP　Ｊｒ
10 14:00 洋　　　楽 藤田　厚子
11 14:15 ダ　ン　ス 熊野G-KIDS　幼児・児童
12 14:30 ジャズダンス 熊野ジャズダンス

10月18日㈰
No. 時間 分　野 団体名
1 10:30 太　極　拳 熊野太極拳
2 10:45 フラダンス ウィリーウィリーフラの友
3 11:00 体　　　操 キッズビクス幼児
4 11:15 体　　　操 キッズビクス児童
5 11:30 和　太　鼓 熊野筆こども和太鼓クラブ

6 11:45 洋　　　楽 ギター・マンドリンアンサンブル
「マンドリーム」

昼休憩45分
7 12:45 ハーモニカ サロン土岐の城
8 13:00 太　極　拳 華紬
9 13:15 ダ　ン　ス 熊野HIP-HOP　Jr
10 13:30 ジャズダンス 熊野ストリートジャズJr
11 13:45 オカリナ エム・ミュージックオカリナ愛好会熊野支部
12 14:00 日 本 舞 踊 よしき会
13 14:15 フラダンス レイフラワーハッピーハイビスカス
14 14:30 民 謡 民 舞 広島山川流民謡会
15 14:45 銭　太　鼓 山川流銭太鼓
16 15:00 吹　奏　楽 熊野吹奏楽団

手作りバザー
グループ名 10月17日（土） 10月18日（日）
ＬＥＡＦ カレー
障害者

活動センター
あゆみ

焼きそば・ちぢみ・ポップコーン・わた
がし・あゆみ商品・遊休品・古着・景品
つり・型ぬき

スペース
ぶなの森

たこ焼き・焼き鳥・手作り雑貨
スコーン＆紅茶葉・大葉のゴマ入りふりかけ

国際ソロプチミスト
熊野

弁当・ぜんざい・日用品・洋菓子・和菓
子・海苔・あげ半・漬物・果物

お昼の料理教室 炊き込みご飯

ソレイユ 菓子パン・コーヒー・ジュース
クッキー・ケーキ

アイリス食事会 うどん・むすび うどん

のぞみの会 炊き込み・おこわ
手作り作品

熊野ゆうあい
ホーム

脳トレグッズ・さ
くさくうどんかり
んとう・メープル
バターなラスク麩

作品展示
ロビー
●パンフラワーポピーグループ：パンフラワー
●熊野友陶会：陶芸 ●手描き友禅染グループ：友禅
●ビーズ手芸同好会：手芸 ●墨彩画グループ：墨彩画
●舞良戸：ちぎり絵・絵手紙
●堀野書道教室：書道 ●遊び心毛筆教室：書道
●沖　和恵：折り紙 ●マチエル：画
●竹帆書道会グループ：書道 ●押し花：押花
●熊野老人クラブ連合会：画・手芸作品ほか
●熊野ゆうあいホーム：書・画・ちぎり絵・絵手紙・手芸
●表装勉強会：書・画・友禅などの表装作品

《２階》
●陶芸教室：陶芸 ●木彫り：木彫
●刻字教室：刻字他篆刻 ●池坊グループ：生け花
●フラワーアレンジメント ●熊野写真同好会：写真　
●ニッティング：編み物 ●華道一風流蔦会：生け花
●パッチワーク教室：パッチワーク

開会式　 10:00～　 玄関前
　　　　　　　　　　 （雨天時：ふでりんホール）
▽オープニングアトラクション
　熊野東中学校書道部
17日㈯のイベント
●神　　　楽　 15:00～16:30　 無料
●手描き友禅　 10:00～12:00　 500円
●筆　遊　び　 13:00～15:00　 100円
●パンフラワーポピーグループ　 13:30～15:00　 500円
●フラワーアレンジメント　 10:30～15:00　 500円
●将棋大会　▽主催：日将連安芸熊野支部香車会
　 10:30～16:00
　  一般1,500円、高校・大学生500円、小中学生

以下無料
●バスイベント　 10:00～15:00　 無料
18日㈰のイベント
●コバックのマジックショー
　 ①12:00～　②14:00～　 ２階　視聴覚室
　※各回先着100人まで
　※整理券配布
　　①10:00～　②12:00～
●墨彩画グループ　 13:00～15:00　 100円
●フラワーアレンジメント　 10:30～15:00　 500円
●お楽しみ抽選会　閉会式後
17日㈯・18日㈰共通イベント
●ふでりんじゃんけん　 11:00～
●「町民文化祭ラリー」に挑戦
　 10:00～15:00
文化祭に関する問題を解い
て、景品をもらおう。
※景品がなくなり次第終了

閉会式　 15:30～

▽「通知カード」と「個人番号カード」の交付
　社会保障・税番号制度（通称「マイナンバー制度」）の導入によ
り、住民登録されている人に個人番号（マイナンバー）が指定さ
れ、10月５日以降、地方公共団体情報システム機構（総務省の関係
団体）から「通知カード」「個人番号カード交付申請書」などが概
ね平成27年11月末頃までに書留郵便により順次郵送されます。

　▼通知カード

　記載事項：数字12桁の個人番号、基本４情報
　　　　　 （氏名・住所・生年月日・性別）
　 　通知カードは行政手続きや個人番号カードの申請に関して必要
となりますので大切に保管してください。

　▼個人番号カード

　記載事項：（表）顔写真、基本４情報、有効期限
　　　　　：（裏）個人番号、氏名、生年月日、ICチップ
　 　公的な身分証明書として利用できるほか、公的個人認証（署名
用電子証明書・利用者証明用電子証明書）の機能が標準装備され
ます。
　 　たとえば、署名用電子証明書は、確定申告などの電子申請手続
きに利用できます。
　 　利用者証明用電子証明書は、国において様々な利用が検討され
ています。
　 　※個人番号カードの取得は希望する人のみです。初回交付手数料
は無料です。

　▼個人番号カードの申請方法

　 　個人番号カードの交付を希望する人は
「個人番号カード交付申請書」に顔写真
を添付して、地方公共団体情報システム
機構へ返送（申請）していただきます。

　▼個人番号カードの交付

　 　個人番号カードは平成28年１月から、申
請された人に案内（交付通知書）をお送り
します。案内の届いた人は住民課の窓口へ
お越しいただき、本人確認のうえ個人番号
カードを受領していただくことになります。
　 　その際に、「通知カード」、運転免許証
などの本人確認書類、ご案内（交付通知
書）、住民基本台帳カード（お持ちの人の
み）を持参していただきます。
　 　また、カードを受領する際には「個人番
号カード」用の暗証番号の入力が必要とな
ります。
　 ※多くの人が申請された場合、交付のご案
内までに相当期間を要することが予想され
ます。ご理解のほどお願いします。

　お問い合わせは
　マイナンバーコールセンターまで

　日本語窓口 ０５７０－20－０１７８
　外国語（英語）窓口 ０５７０－20－０２９１
　営業時間：平日午前９時半～午後５時半
　　　　　 （土日祝日・年末年始を除く）

※住民基本台帳カードとの
　重複所持はできません。
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