強い▲紫外線の強さ

多い▲紫外線の量

紫外線の量

ど２点か、それらの書類

１点と通帳や診察券など

名前の確認できるもの１

点の合わせて２点

①本人か同一世帯の人が請

求する場合

窓口に来た人が本人と確

認できる書類（ア）（イ）

②代理人請求の場合

▽必要項目を請求者本人が

記載した委任状

③債権者などが請求する場

合

証明書の提出先によっ

ご相談ください資生堂化粧品専門店

紫外線の強さ

【２ページから続く】

▽住民票コードが必要なも

の

▽住所だけわかれば良いも

もの

使用目的で 住民票の写し
記載内容が変わります

ば、世帯主との続柄、戸籍

また、特に申し出があれ

しの交付件数は、４万７９

の表示など、使用目的など

年度の住民票の写

０４件で、全体の証明書発

で記載内容が変わります。

平成

パーセントを

行件数の約

認できる書類（ア）（イ）

▽窓口に来た人が本人と確
場 合 は、「 住 民 票 の 写 し な

の

住民票の写しには、一般

どの交付請求書」と「本人

▽使用目的を記入します

④使用目的と窓口に来た人

的に氏名、出生年月日、性

確認書類」を窓口に提出し

▽ 窓 口 に 来 た 人 が 本 人 か、

▽契約書、売買契約書など

住民票の写しを請求する

別、現住所、住民として住

ますが、委任状や契約書類

同一世帯の家族か、その

請求権があることを確認

できる書類

生した日以降に、家族全員

て、必要とする記載内容が

西日本
シティ銀行

東郷駅

市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは情報政策課広報編集係☎0940（36）1055まで

５

４

３

愛

◎定休日 / 日曜日・祝日（10:00〜20:00）

日の里
高層アパート

ベネフィーク、クレ・ド・ポーボーテ、シネルジック、グラナス、イン＆オン、キオラ、ディープログラム、シノアドア、
シセイドウメン、キリョウ、美容食品、マキアージュ、エリクシール、ディシラ化粧品、資生堂パーラー（お菓子）etc.

６ ７ ８ ９（月）

紫外線の強さと量の変化

10 11 12 １ ２

詳しくは店頭へ

４月より花椿メンバー募集中

ビューティー
ショップ

ビューティーショップ愛

占めています。

み始めた年月日、届出年月

などが必要な場合もありま

他のいずれかを選びます

▽窓口に来た人の印鑑

日、従前住所が記載された

す。

▽窓口に来た人が住民票の

の続柄

ものを交付することができ
ます。

▽窓口に来た人の印鑑

認できる書類（ア）（イ）

▽債務不履行とわかる資料

▽作成した交付請求書と窓

を記入します

写しが必要な人から見て
詳しい内容が決定しまし

交付請求書に住所、氏名

●交付の請求方法

行ふれあいバスの課題など

たら、広報紙やホームペー

▽窓口に来た人が本人と確
月

どのような続柄になるか

▽ ４ 月 か ら、 宗 像
を解決するため、今年

①窓口に請求に来た人

ユリックスへの西

問

（ふりがな）、生年月日を

＊委任状などで請求をする

ジなどでお知らせします。

口に来た人の本人確認書

記入し、押印します

場合は、窓口に来た人が

生年月日を記入します

の本籍・続柄が入った一番

す

本人確認の対象となりま

一般的に、公的年金受給

▽世帯全員か世帯内の一部

てください。

市民課

☎（

）１１２６

て、住民票の写しを請求し

異なります。事前に確認し

の人の必要数を記入しま
す
③本籍・続柄

ト、住民基本台帳カード、



■問い合わせ先
中から必要なものを選び

身体障害者手帳などの官

公庁が発行した顔写真付
きの身分証明書１点

人は、健康保険証、後期

保 険 証、 住 民 基 本 台 帳

許証や資格試験用に必要
▽続柄のみ必要で、世帯主、

カード（顔写真なし）な

高齢者医療保険証、介護
妻、子などの記載がある

な場合

▽本籍のみが入り、運転免 （イ）（ア）を持っていない

詳しいもの

▽本籍・続柄が入った一番

ます

使用目的で、次の５つの （ア）運転免許証、パスポー

●本人確認書類

詳しいものが必要です。

い住所、氏名（ふりがな）、 請求には、受給の権利が発

名や部屋番号までの詳し

類を窓口に提出します

にふれあいバスを含めた公

生活安全課
☎（

《お願い》
市 で は、「 市 長 へ の 手
紙」を通して市民のみな
さんと意思の疎通を図
り、適切に対応したいと
考えています。内容や送

②必要な人の住民票

鉄バス路線が廃止になりま

また、道の駅へのバス利

信者の事情などの確認の
ため、直接、送信者に問
い合わせる場合がありま
すので、住所、氏名、電
話番号などの必要事項を
必ず明記してください。

）０８９０

■問い合わせ先
☎（

秘書課



▽交付請求書に、アパート 【例】

■問い合わせ先

基幹とし、市街地をふれあ

用ですが、市街地から行く

歳代女性・赤間西） た乗り換えが必要になりま
導入し、利用者に負担のな

）５０５０

共交通の大幅な見直しを予

時、西鉄バスやふれあいバ

いバス、周辺部を

行く時は、ふれあいバスを

場合、ふれあいバスから

め、便数が増える場所が多

利用していますが、待ち時

人乗りワゴン車などへの乗

▽運転免許を持たないた

間が長く、タクシーを利用

り換えが必要となります。

くなる予定です。

するのも経済的にも負担で

料金は、現行と同額、ま

め、道の駅などに買い物に

す。もう少し便数を増やし
（

てもらえないでしょうか。

現在、市民のみなさ

い料金を設定します。

すので、乗り放題券などを
んからの要望や、現

ビューティーショップ愛 へ

４月から日やけシーズン始まります！！

J
R

TEL・FAX 36-0254

宗像市日の里 1-11-3（東郷駅日の里側）

資生堂チェインストア エステティックサロン

42

した。日頃、宗像ユリック

スを利用していますが、ふ

ワゴン車で運行する計画で

具体的には、西鉄バスを

れあいバスの増便や他の方

す。ふれあいバスは、コン

人乗り

法を早急に検討してくださ

めに市民活動交流館へ行く

10

い。（ 歳代女性・日の里） パクトな路線を設定するた

10

＋ 日やけ止め2,400円〜 お手入れ始めましょう。

美白4,800円〜

21

定しています。

【ファックスで情報を受け取りたい場合】
インターネット回線を利用したファックスサービス「ｉＦＡＸ」
で、通常のファックスよりも短時間で情報を受け取れます。受信に
は、事前登録が必要です。

スやボランティア活動のた

●登録方法 ①住所②氏名③電話番号④ファックス番号を明記し
て、生活安全課ｉＦＡＸ登録係へいずれかの方法で登録する
▽ハガキ（〒811-3492／住所不要）
▽ FAX（37）１２４２
＊利用時は月額使用料や通信料は発生しません
＊すでにｉＦＡＸの利用登録をしている人は、新たな登録は不要
10

36

36

60

普段とは違う受信音で強制的に知らせる緊急速報「エリアメール」
での情報受け取りが可能です（市外にいる場合は配信されません）。

ふれあいバスの
増便を！
答

36

（＊１）地震や津波などの災害情報やそれに伴う避難情報など、安全
に関わる緊急性の高い情報のみを配信
＊登録不要。月額使用料や通信料は発生しません
＊このサービスに対応している携帯電話は905ｉ以降の機種です。
機種によって受信設定が必要な場合があります。詳しくはＮＴＴ
ドコモへ問い合わせください。すでに、
「エリアメール」の受信設
定をしている人は新たな設定は不要
70

【ＮＴＴドコモの携帯電話の使用者で、市内にいる時に、
そのエリアに関係する防災情報をより確実に受け取りたい場合】
市内にいるＮＴＴドコモの携帯電話保持者は、緊急情報（＊１）を

西鉄バス路線の廃止…
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