
青：DIC F60　　　　赤：DIC156

料金後納
郵便

【差出人】 〒514-8570 
 三重県津市広明町13番地
 三重県 子ども・福祉部 子育て支援課
【返還先】 470-0199　日進郵便局留 
 （〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町諸輪尼ヶ根34-2）
 三重県生活応援給付事業　事務局

Notification of Mie Prefecture’s Living Expenses 
Support (Electronic Money or Vouchers) Delivery Program
Notificación sobre el programa de subsidio al sustento 
de la prefectura de Mie (dinero electrónico o cheques regalo)
Aviso sobre Programa de Subsídio de Apoio à Subsistência 
da Província de Mie (dinheiro eletrônico ou vale-presente)

三重県生活応援給付事業　事務局

受付期間：令和5年1月23日（月）まで
 平日10：00～19：00
 （土日、祝日・年末年始12/29(木)～1/3(火)除く）
 令和5年1月24日（火）～令和5年3月10日（金）
 平日9：00～17：00
 （土日、祝日除く）

三重県から大切なお知らせです。

三重県生活応援
（電子マネーまたは商品券）
給付事業のお知らせ

重 要

三重県生活応援給付事業_送付用
洋0封筒展開_白_外面 BL

8718

重要な内容につき、必ず開封して中身をご確認ください。

開封前にご確認ください！！

This envelope contains important information. Please be sure to open it and read the contents.

Debido a la importancia del contenido, abra siempre el paquete y compruebe el contenido.

Devido ao assunto ser importante, não se esqueça de abrir o envelope e verificar o conteúdo.

・ 開封前に、宛名をご確認ください。
・ 他人宛ての郵便物が届いた場合は、開封せず、郵便物の表面に「誤配達」と
  記載して郵便ポストに投函してください。

0120-701-747

申込のお手続きは
お早めにお願いいたします。

三重県生活応援給付事業_送付用
洋0封筒展開_白_中面 BL

8718

三重県生活応援給付事業_送付用_白_洋0封筒仕上がり_オモテ　　（窓サイズW110H60mm）BL
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