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代理受け取りは、条件があります。代理受け取りは、条件があります。

お問い合わせ先／社会保障・税番号制度推進室　☎096-328-2067

通知カードの受け取りは3月まで!

マイナンバーカード（個人番号カード）の受け取りを!

社会保障・税番号制度推進室から
マイナンバーの受け取りについて

大事なお知らせです

※東西南北の区役所でも受け取れます。希望する方は、事前に電話で熊本市マイナンバーセンター（Tel.096-328-2068）へ

※個人情報保護により、通知カードの返戻状況を電話で回答することはできません。

■受取場所／熊本市マイナンバーセンター（中央区役所1階）

■持参物／交付通知書（はがき）、通知書に記載のある必要書類など

マイナンバーカードは、顔写真付きの公的な身分証明書です。そのため、運転免許証やパスポート
と同様、原則として受け取りは申請者本人となります。代理人による受け取りは、申請者本人
が来庁が困難なことを証明する書類（医師の診断書、障害者手帳、介護保険被保険者証
（要介護のみ）など）と申請者本人・代理人それぞれに顔写真付身分証明書が必要です。

熊本市に平成28年3月末までに返戻され、保管している通知カード
は、平成29年3月末で廃棄します。まだ、通知カードをお受け取りに
なられていない方は、本人確認書類をお持ちのうえ、早めに熊本
市マイナンバーセンター（中央区役所1階）で受け取ってください。

マイナンバーカードを申請した方には、『交付通知書（はがき）』を
お届けしています。届いた方は、お早めに以下の窓口へお越しください。     

※住民票と違う所にお住まいの方は、『交付通知書』が届かず、熊本市に返戻されている場合
　があります。11月中旬ごろまでに申請された方は、交付の準備ができておりますので、心当た
　りの方は、熊本市マイナンバーセンター（TEL.096-328-2068）にご相談ください。

旅行代金  

大人7,900円
1月
出発日

3日

天草
日帰り

天草温泉 海星の海鮮会席＆初湯

・

※小人 2000円引

中の瀬（8:30）=熊本市民会館（9:00）=粟島神社参拝=天草

温泉 海星（新鮮な海鮮料理と温泉でおくつろぎ下さい）=

千巌山展望所=熊本市民会館（16:30頃）=中の瀬（17:00頃）

（お一人様）

※添乗員同行　食事/昼１　最少催行人員30人

火 8日日

熊本バス株式会社
熊本県知事登録旅行業第2-233

一般社団法人日本旅行業協会正会員

TEL:096-379-8001FAX:096-379-8711
熊本市中央区萩原町3-21サザンハイツ1Ｆ
http://www.kuma-bus-ktb.com

旅行代金  

大人8,980円
1月
出発日

1日

阿蘇
日帰り

阿蘇神社初詣と阿蘇プラザホテル
おせち会席＆初湯

・ ・

※小人 2000円引

中の瀬（8:30）=熊本市民会館（9:00）=阿蘇神社参拝=阿蘇

プラザホテル（おせち会席と自慢の温泉でおくつろぎ下さい）

=はな阿蘇美=熊本市民会館（17:00頃）=中の瀬（17:30頃）

（お一人様）

※添乗員同行　食事/昼１　最少催行人員30人

※

イ
メ
ー
ジ
で
す

熊本バス熊本バス

まだまだあります!
新春バスツアー

新春ツアー 他にも企画しております!
詳しくは電話にてお問合せ下さい。☞

旅行企画･実施/

スペシャルバスツアー新春

日 2日月 8日日

旅行代金  

大人6,700円
1月
出発日

1日

佐賀
日帰り

新春 肥前三社参りと
有田ポーセリンパーク ランチバイキング

・

※小人 500円引

中の瀬（7:00）=熊本市民会館（7:30）=佐嘉神社参拝=有田

ポーセリンパーク（ランチバイキング）=武雄神社参拝=

祐徳稲荷参拝=熊本市民会館（18:30頃）=中の瀬（19:00頃）

（お一人様）

※添乗員同行　食事/昼１　最少催行人員30人

日 2日月
旅行代金  

大人8,200円
1月
出発日

3日

湯の児
日帰り

水俣八幡宮初詣と海と夕やけ
フレンチコースランチ＆初湯

・

※小人 2000円引

熊本市民会館（8:30）=中の瀬（9:00）=水俣八幡宮参拝=

海と夕やけ（女性に人気! フレンチのコース料理をお楽しみ下さい）=

曽木の滝=中の瀬（17:20頃）=熊本市民会館（17:50頃）

（お一人様）

※添乗員同行　食事/昼１　最少催行人員30人

火 8日日

※価格はすべて税込

TV番組表はweb公開できません。

リビング新聞紙面でご覧ください。


