今年の対戦相手は

田川市(福岡県)
名寄市の参加目標
対戦成績７勝７敗

☆★☆15分間以上、スポーツなどをして報告しましょう!!★☆★

８:１５〜 なよろ健康の森ＰＧ場（名寄市日進）
１０:００〜 天塩川河川敷ＰＧ場（風連町瑞生橋）
♪グランドゴルフ大会♪ 協賛:名寄グランドゴルフ協会
９:３０〜 天塩川緑地内ＧＧ場（名寄市曙橋下）
♪ゲートボール大会♪ 協賛:名寄ゲートボール協会
８:３０〜 スポーツセンターゲートボール場
♪体操教室♪
９:３０〜 総合福祉センター
★☆★ 用具は各自でご用意ください ★☆★
●市民綱引き大会 協賛:名寄綱引き連盟
１６:００〜小・中学校の部
１８:００〜開会式､北鼓童なよろ演舞､一般の部
会場：スポーツセンターアリーナ（上靴用意）
申込締切 ５月１９日（月）
【申し込み・問い合わせ】
市民文化センター ℡ ０１６５４②２２１８

●各種スポーツイベント
♪パークゴルフ大会♪ 協賛:名寄パークゴルフ協会・
風連町パークゴルフ協会

●朝のラジオ体操会
６:２０〜
名寄小・南小・西小・東小・豊西小・中名
寄小・智恵文中・下多寄小・風連中央小・
東風連小・日進小中・風連中・保健センター
の各グラウンドにて開催します。（雨天時は体
育館での開催となります。）
※参加賞を用意しております。

●地域ＦＭ「Ａｉｒてっし」で
ラジオ体操曲を放送します！
※６:３０、８:４０、１２:４０、１７:４０からの４回
協賛:名寄市ラジオ体操連盟
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た が わ し

５月１日から 窓口での本人確認が法律で義務づけら れました

本人 にな りす ました第三 民基 本台 帳カ ード︑ その他
者 が不 正に 証明書 等を取得 官 公署 が発 行した 免許証︑
する こと を防止 し︑ 大切な 許可 証若 しくは 資格 証明書
個 人情 報を保 護す るために 及 び本 人に発 行さ れた身分
行う もので す︒ お手 数をお 証明 書等顔 写真 付き の書類
か けいた しま すが ︑ご理解 等
二点以上の提示が必要なも
と協力をお願いします︒
●対象となる証明書︑請求 の︵次のいずれか二点︶
権者
・健康 保険 証︑ 年金 手帳・
住民票関係 住民票の写し︑ 年金証書︑乳幼児医療受給
除 票︑ 記載 事項 証明 書︑不 者 証︑ ひと り親 医療 受給者
在住証明書
証︑ 重度 心身 障が い者医療
住 民票 の写 し等 は︑原則 受 給者 証︑ 介護 保険 証︑後
請求 者と 住民 登録 上同一世 期高 齢者 医療 証︑ 児童扶養
帯 の方 が請 求で きま す︑同 手 当証 書︑ 特別 児童 扶養手
居家 族で も住 民登 録上別世 当証 書︑ 生活 保護 受給証明
帯 の方 は︑ 委任 状が必要と 書 等官 公署 発行 の顔写真の
なります︒
ない書類
戸籍関係 戸籍謄抄本︑除 ・診察券︑社員証︑学生証︑
籍謄 抄本 ︑原戸 籍謄 抄本︑ 預金 通帳 ︑キャ ッシ ュカー
附票︑記載事項証明書︑身 ド︑クレジットカードなど︑
分証 明書 ︑受理 証明 書︑不 基本 的に 本人し か持 ち得な
在籍証明書
い 証明 書等通 常本 人のみが
戸籍 証明書 は︑ 請求者が 所有 してい る書 類等 で︑氏
戸籍に記載されている方ま 名の記載があるもの
たは直系親族の方にのみ請 ▼本 人 確 認書類 として認 め
求理由を記載せずに請求で られないもの
き ます ︒親 族で も傍 系︵兄
一 般の 方が 購入 する定期
弟・ おじ おば ・い とこ︶の 券・ 各種 販売 店が 発行する
場 合は ︑請 求理 由の 記載が メ ンバ ーズ カー ドや ポイン
必要です︒
トカード
※第三者の場合は①自分の ●本人確認の方法 前記身
権利 行使 ︑ま たは 義務履行 分証 明書 を交 付申 請書や届
の ため 記載 事項 を確認する 書 に添 えて 窓口 にご提示い
必要 があ る場 合② 国や市町 ただ きま す︒ 本人 であるこ
村 に提 出が 必要 な場合︑な と が確 認で き次 第︑身分証
どの 正当 な理 由を詳 しく書 明書 はお 返し いたし ます︒
くことが必要です︒
▼問い合わせ 代理人が交
●対象となる届出
付申請する場合や郵送で交
住民登録関係 転入︑転出︑ 付申請する場合など 詳しい
転居︑世帯変更等届
こと は︑市 役所 市民 課にご
戸籍関係 婚姻︑離婚︑縁 相談ください︒
組︑離縁︑認知届
 名寄庁 舎０ １６ ５４③２
●確認書類の種類
１１１ ︑ 風連庁舎０１６５
一 点 の提 示 で良 いも の 運 ５③２５１１︑智恵文支所０
転免許証︑パスポート︑住 １６５４⑧２１０１

１3 ｜平成20年5月号

０１６５４③２１１１
チャレンジデー集計本部

20,000人(64％)

チャレンジデーは︑ 毎年５月の最終水曜 日に世界中で行な
われるス ポーツイベントです ︒
分間以上継続して 運動︵ジョギング・ ウォーキング等︶
やスポ ーツをした市民の参 加率︵％︶を人口規 模のほぼ同じ
自治体と競い合 うものです︒

チャレンジデー２００８ ５月28日(水)0:00〜21:00

●ソフトバレーボール大会【申し込み】名寄ソフトバレーボール連盟事務局 大沼 ℡ ０１６５４②3407
１8:3０〜受付開始 １9:00〜開会式､競技開始 会場：市立大学恵陵棟体育館（上靴用意）
申込締切 ５月21日（水）21:00まで

