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       Announcement 
          おしらせ 

 

■ Abolition of My Number Notification Card  

マイナンバー つうちカード が はいし されました 

 

The newly revised law has rescinded My Number Notification Card. But as 

long as the address and name in your card are the same as those in the 

certificate of residence, it can still be used as a proving document of My 

Number. 

ほうりつの かいせいに ともない、マイナンバー つうちカード が はいし されました。  

げんざい もっている つうちカードは じゅうしょ や しめいが じゅうみん ひょう と  

いっち している ばあい、マイナンバーを しょうめいする しょるい として ひきつづき  

しようする ことが できます。 

If the information entered in the Notification Card has not been updated 

and you want to prove your My Number, you have to either obtain My 

Number Card or get the certificate of residence or the certificate of 

recorded entry in the resident card with My Number entered. 

つうちカード の きさいじこう が さいしん でない ばあい、マイナンバー を しょうめい 

する には、マイナンバーカード を しゅとく するか、 マイナンバー いりの じゅうみんひょう 

または じゅうみんひょう きさいじこう しょうめいしょ を しゅとく する ひつようが  

あります。 

※ A letter of notification will be mailed to those who will be assigned My 

Number for the first time. But this letter won’t be used as a proving 

document of My Number.   

こんご、はじめて マイナンバーが ふばん される ひとには、こじん ばんごう つうちしょが 

そうふ されますが、 マイナンバーを しょうめい する しょるい として しよう できません 

Inquiries: Personal Registration Section, Tel: 29-5039 or General Branch 

Office 

といあわせ：しみんか でんわ：２９－５０３９、そうごう ししょ 

 

 



■“Iki-Iki” Support Project for Elderly 

こうれいしゃ いきいき サポート じぎょう について 

 

● “Iki-Iki” (loosely translated as “alive and going”) 

Support Project for Elderly 

こうれいしゃ いきいき サポート じぎょう 

Monetary aid to taxi fare will be granted to people over 75 years old who 

reside in Iwakuni and don’t have driver’s license (including the one for 

50cc moped.) 

しないに ざいじゅう する うんてん めんきょしょう（げんつきを ふくむ）を もって いない 

７５さい いじょうの ひとに タクシー りょうきん の じょせい を おこないます。 

Effective date: September 1 (Tue) – (Application to be submitted from 

Aug. 3 (Mon) ) 

じっし きかん ： ９がつ １にち （かよう）～（しんせいの うけつけは  

８がつ ３にち （げつよう）～） 

Amount of aid : \500/coupon じょせいがく ： ５００えん/まい 

Number of coupons :  4/month こうふ まいすう ： ４まい/つき 

What to bring for application :  しんせいに ひつような もの 

Personal Han stamp(in case of proxy, his or hers), Certificate of Driving 

Experience/Graduation Certificate of Driving/Copy of Support Book of 

Graduates of Driving (only if you have.) 

いんかん （だいりにん の ばあいは だいりにん の もの） 、 うんてん けいれき  

しょうめいしょ ・ うんてん そつぎょうしょう ・ うんてん そつぎょうしゃ サポート てちょう 

の うつし （もっている ひと のみ）  

※ Users of longevity-support-taxi-fare-aid system are not eligible for this. 

ちょうじゅ しえん タクシー りょうきん じょせい せいど を りようして いる ひとは  

へいよう できません。 

● Abolition of longevity-support- taxi- fare-aid system 

ちょうじゅ しえん タクシー りょうきん じょせい せいどの はいし 

This system designed for people over 70 years old who reside in the area 

with very poor public transportation service will be terminated as of 

September 30 (Wed). 

こうきょう こうつうきかん の りよう が ふべんな ちいきに ざいじゅう する ７０さい  

いじょうの ひとが たいしょうの ほんせいど は ９がつ ３０にち（すいよう） で はいし  

されます。 

However, those coupons which have been issued upon application 

submitted by Sep.30 can be used until March 31, Reiwa 3 (2021). 

ただし、 ９がつ ３０にち までに しんせいし、こうふを うけた りようけん は  

れいわ ３ねん ３がつ ３１にち まで しよう できます。 

Application/Inquiries: もうしこみ・といあわせ  

Elderly Support Section,  Tel:29-2588,  General Branch Office, Branch 

Office, Sub Office. 

こうれいしゃ しえん か でんわ：２９－２５８８、 そうごう ししょ、 ししょ、 しゅっちょうしょ 

※ Sub Office is for application only. ※しゅっちょうしょ は もうしこみ のみ 



Outing Information 
おでかけ じょうほう 

 

■ Ukai (Cormorant fishing) Excursion Boat 

  うかい ゆうらんせん 

Exciting traditional Ukai viewing from a rental boat after enjoying food 

and cruising. Please make a reservation for adult of ４＋. 

かしきりぶね で しょくじ や ゆうらん を たのしんだ あと、でんとうの うかい を  

たのしめ ます。 おとな ４にん いじょう で もうしこんで ください。   

Operation period:  Through September 10 (Thu) 

じっし きかん： ９がつ １０か（もくよう）まで 

Excursion hour: 19:00 – 21:00 

ゆうらん じかん： ごご ７じ ～ ９じ 

Boarding location: Kintaikyo Ukai Boat Deck 

じょうせん ばしょ ： きんたいきょう うかい のりば 

Fare:  Adult=\2,200  Elementary School student=\1,100 

りょうきん：おとな＝２，２００えん しょうがくせい＝１，１００えん 

Drink/food on the boat not included. You can bring  

your own. 

せんない いんしょく は べつりょうきん。もちこみ も か 

 

■ Yukata (summer kimono) Day 

ゆかた デー 

Guests to the Ukai excursion boat in Yukata could order a special bento 

(dinner box) with discount in the name of “Yukata Day.” Please book the 

seats for adult of 4＋.  

ゆかた で うかい ゆうらんせん に じょうせん すると、せんようの おべんとう が  

おとくな かかく で ちゅうもん できる 「ゆかた デー」 を じっし しています。 

おとな ４にん いじょうで、もうしこんで ください。 

Operation dates:  July 1 (Wed)  -  7 (Tue),  21(Tue),  Aug. 5 (Wed) 

じっしび： ７がつ １にち（すいよう）～７か（かよう）、２１にち（かよう）、８がつ ５か（すいよう） 

Fare:  Adult=\3,200   Elementary School student=\2,200 

りょうきん： おとな＝３，２００えん、 しょうがくせい＝２，２００えん 

A value plan with a set of special bento and tea for Yukata Day. 

ゆかた デー せんようの おべんとう と おちゃ が セットに なった おとくな プラン 

です。 

Registration/Inquiries: Ukai Office, Iwakuni City Sightseeing Association   

Tel:28-2877 

もうしこみ・といあわせ： いわくにし かんこう きょうかい うかい じむしょ  

でんわ：２８－２８７７ 

 

 

 



■ Touch-and-Learn Marine Life Forms Seminar 

   うみの いきもの ふれあい こうざ 

Who’s eligible: Anyone ※ 3rd graders and below must be accompanied by 

guardians. 

たいしょう：だれでも ※ しょうがく ３ねんせい までは ほごしゃ どうはん 

Date and time: August 9 (Sun) ①Secret of life forms seminar=13:00-

13:45, ②Touching time=14:00-15:00 

にちじ： ８がつ ９か（にちよう） ①いきもの の ひみつ こうざ＝ごご １じ～１じ ４５ふん 

                      ②ふれあい タイム＝ごご ２じ ～ ３じ 

Capacity: ①＝16 ②=80  ていいん ： ①＝１６にん ②＝８０にん 

※Guardians to be counted.   どうはんしゃ を ふくむ 

Content: To learn about the secrets of life forms by touching fish and 

shellfish. 

ないよう： さかな や かい などに ふれながら、いきもの の からだの ふしぎに ついて 

まなぶ 

Instructor:  Specialist from Miyajima Aquarium  

こうし： みやじま すいぞくかん せんもんいん 

Registration period: July 1 (Wed)  09:00- (FCFS)  

ぼしゅう きかん： ①＝7 がつ １にち（すい） ごぜん ９じ～（せんちゃく じゅん） 

② =12:30- distribution of numbered paper slip for walk-in registration. 

とうじつ １２じ ３０ぷん から せいりけん を はいふ 

Registration: From HP of Microbes Museum 

もうしこみ：ミクロ せいぶつかん ホームページ から 

Place: Inside Shiokaze Park, Yuu-machi TEL:62-0160   

Closed on Tuesday (or the following day in case Tuesday happens to be  

a National holiday) 

ばしょ：ゆうまち しおかぜ こうえん ない  でんわ：６２－０１６０ 

きゅうかんび：かよう（しゅくじつの ばあいは その よくじつ） 

 

■ Afternoon Concert    アフタヌーン・コンサート 

One hour concert in a weekday afternoon that can be enjoyed for just one 

coin. へいじつ ごご に ワンコイン で たのしめる １じかん コンサート です、 

“Sound of koto decorates the early summer” 「しょか を いろどる ことの しらべ」 

Date and time: August 12 (Wed), 13:00 – (doors open at 12:30) 

にちじ：８がつ １２にち （すいよう）、 ごご １じ～ （かいじょう：ごご れいじ はん） 

Place: Muse Hall ばしょ：ミューズホール 

Performer: Tomoko Kihara (Koto, Shamisen) 

しゅつえんしゃ：きはら ともこ （こと、しゃみせん） 

Program: Sakura variations, “Rokudan no shirabe” (translated as “music of 

six steps”),etc. えんそうきょく ： さくら へんそうきょく、 ろくだん の しらべ ほか 

Admission【all seats: non-reserved】: \500 りょうきん【ぜんせき じゆう】：５００えん 

※ No entry by preschoolers   みしゅうがくじ の にゅうじょう は ふか 

Inquiries: Sinfonia Iwakuni      Tel: 29-1600    Closed on July 14 (Tue) 

といあわせ： シンフォニア いわくに でんわ：２９－１６００、 きゅうかん：７がつ １４か（かよう） 


