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【組長さんへ】
☆4月 回覧配布(5月 1号)を 4/24(金)13:00～に変更します。

【美しが丘北自治会長 銅嶋明より 】
～新型コロナウイルス感染拡大に対する北自治会の対応について～

日頃より、美しが丘北自治会の活動にご理解とご協力頂きありがとうございます。

昨今の新型コロナウイルス感染拡大に対しての、美しが丘北自治会としての対応を

検討し、ゴールデンウイーク最終日まで以下の活動等を、中止の対応とする事を決

定致しました。     .|‐ | ‐       ‐ ● 1 1       :
東京都では連日13桁の感染者が出ており、また政府ょり出された緊急事態萱言 |:
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[中止対象となる活動 ]

○高齢者福祉サロン「ほつとステーションほほえみ」4/11(土 )

○楽しく元気な運動教室 4/23(木 )

○美北カフェ

OJヒシネマ

○子育てぴょんぴょん

○令和2年度美しが丘北自治会総代会 4/25(土 )

※公民館での自治会総代会は中止とし、書面による決議とする事と致します。

[その他連絡事項 ]

○自治会活動としての公民館利用はゴールデンウイーク最終日まで原則使用禁止

(自 治会委員会の活動や組会等)

○自治会以外の会議での使用は公民館として調整して対応致します。

(筑紫野南中PTAや筑紫東小PTA、 筑紫南コミュニティ協議会等)
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世界中で感染拡大している「新型コロナウイルス」、福岡県でも感染者が増加する中、政府の緊急事
態宣言の対象地域に福岡県が含まれる事となり、また筑紫野市においてもとうとう感染者が出てしまい
ました。北自治会及び北公民館の活動も、しばらくの間は中止となりますが、この美しが丘北自治会の
皆様の大切な命と健康を守るため、ご理解とご協力をお願い致します。
自治会役員―同、及び公民館職員―同、この期間に更なるパワーを充電して、活動再開の時のた

めに備えて参ります。しばしの間、待っていて下さい。
今後の自治会の対応や活動等は、この自治会便りや、お知らせの案内等、回覧・配布物や各所掲示

板等にてお知らせ致します。又、美しが丘北公民館・事務所は通常通り平日午前9時～¬2時まで開室
しております。お問合せ等、お気軽にご連絡下さい。

週末の日曜日、とても良い天気で、ひとり外を歩いてみ

雹詈 :亀了

イヾパスカさいのオ要が満開で、とても綺麗な景

曹獣見密擁設雄雫:な倉霜:摯ト
フォンで撮影されている姿も見受けられました。ほのば

公民館主事 ,中野より
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため
筑紫野市からの
お 知 ら せ

筑紫野市では、新型コロナウィルス感染症の感染とその拡大防止のため、

当面の間、市公共施設の一部を臨時休館することとしています。

対象となる施設及び体館する期間などは以下のとおりです。

なお、今後の感染の広がりや重症度などの状況によつては、対象施設や

期間を見直すことがありますので、ご了承くださいますようお願いします。

お出かけの際は、市ホームページやお電話などで最新情報をご確認ください。

筑素野市役所  電話 (代表)092-923-11■ 1

[1塩騰体館中の市公共施設T覧
施 設 名 所管課・問い合わせ先 備 考

各コミュニティセンター
コミュニティ推進課

電話 :092‐ 923‐ 1111(市代表)

※住民票交付等の出張所業務は実施

総合保健福祉センター(カミーリヤ)

健康推進課

電話 :092-920‐ 8000

※社会福祉協議会・」Aアネシスデイサー

ビスは通常どおり運営

つどいの広場
子育て支援課

電話 :092‐923‐ 1111(市代表 )

※電話相談のみ実施

生涯学習センター
生涯学習課

電話 :092‐918-3535

※女性相談室、男女共同参画フ
゜
ラリ

Sを
含む

竜岩自然の家
※運動広場及び駐車場は9時から17時まで

利用可能(水曜日を除く)

筑紫野市文化会館 文化・スポーツ振興課

員ヨ言舌:092-928-4943筑紫野市民図書館

農業者トレーニングセンター

文化・スポーツ振興課

電話 :092‐ 925‐ 4802

勤労青少年ホーム

山家スポーツ公園

筑紫運動広場その他の効 ン朧 設

小中学校のクリウンド、体育館、武道場 ※ナイター設備を含む

隣保館等 (美咲・岡田・永岡・京町) 人権政策・男女共同参画課

電話 1092-923‐ 1111(市代表 )

※個別相談のみ対応

児童センター (美咲・京町)

歴史博物館 文化財課

電話 :092‐ 922… 1911五郎山古墳館

総合公園、上原田公園
維持管理課
電話 :092‐923-1111(市代表)

筑紫野市ホームページ

しています
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キャッシュレスでチャージ
または買い物をすると

(2020年 9月～)

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

来マイナポイントは選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとしていつもの買い物で使えます

マイナポイントの利用イメージ

マイナポイント申込みベージにログインし、
利用するキャッシュレス決済サービスを

選択し、申込む

キャッシュレス決済サービスに
チャージなどをすることで、
マイナポイントがもらえる

〆♂

チヤージ
●

マイナポイントが
もらえる

〕』

マイナポイント分も利用して
買い物

※買い物にはマイナンパーカードは使いません

※予算案が今後の国会で成立することが前提×選択した決済サービスによって利用イメージは異なります



0スマホで顔写真を撮影

0申請用WEBサイトで
メールアドレスを登録

0カメラで     0
顔写真を撮影

②申請用WEB
サイトでメー,レ

アドレスを登録

0申請者専用WEB
サイトのURLが
届いたら、

して申請完了

半分以上の人7pt

オンラインからの

申請なんだつて |

②スマホで交付申請書の
交付申請書 >

0申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、

甲
交付申請書に必要事項を

記入し、    に撮影

した顔写真を貼り付けて

郵送し、申請完了

了し
　
　
　
　
　
力ツ

口

”

交付申請書が

ない場合

プリントアウトしてお使いください

l了三ォンバT″Tド 警埋 囃

を選択

0撮 影用の料金を投入
して、交付申請書の

O画面の案内にしたがつ
て、必要事項を入力

0画面の案内にしたがっ
て、顔写真を

し、申請完了
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マイナポイントアプリ
をダウンロード

※Android端 末は「」PK利用者
ソフト」もダウンロードが必要

(今後、マイナポイントアプリと
一体化予定)

これで  1
マイキーlD I
十二|1了 : |

App stOreも しく!よ Goog:e Playで「マイナポイント」を検索 !

E≡〔ファプリの
指示に従つて

マイナンバーカード

を1:■lTll

買い物の際には必要あり

ません。マイナポイントを

もらう手続きにのみ

必要です。

マイナンバーカード  |
申言青日寺or取得時に

設定した■■:●,

「

Fτを
協ロロ

選択したキャッシュレス

決済サービスに対応して
いるお店で使えます。

(お 問い合わせ〕

マイナンバーカードの
「電子証明書」を使うので、

なりすましなどの悪用は

極めて困難です。

国が買い物履歴を

収集・保有すること|ま

できません。

,tl (音声ガイダンスに従つて「■薇」を選択してください。)

平日:9時 30分～20時 00分/土日祝:9時 30分～17時 30分
総務省♂ど内閣府


