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Nijyouzan Direct Walk 2017 

Date: Oct. 21st (Sat.)  

Meeting Time; 9:30 a.m.   In case of light rain, 

the event will be carried out. 

Place: Kintetu Nijyou Station (South Open space) 

Walking Course: 

Kintetu Nijyou Station (South Open space) → 

→ Donzurubou Daiyamond Trail  

→ Nijyou-zann  

→ Oaisi-town Roadside Service Area  

Those eligible: Elementary school children in the 

                      upper grades and over. 

Quota: The first 100 people 

Fee: 300 Yen per person 

What to bring: Lunch , Drink , Rain gear etc. 

Application: By Phone or FAX・Mail, 

            please tell your address , name 

              and phone number to the office. 

Application period: Oct. 18 (Wed.) 

More information: 

  Daiyamond Trail revitalization office 

Tel.  0721-25-1131   Fax. 0721-24-3231 

 Mail.  minamikawachinotomidori 

-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

October 2017 

10 がつ 

Translated by Global Kashiba 

グローバル かしば ほんやく 

 

 

にじょうざん ダイレクトウォーク 2017 

にちじ： １０/２１（どようび）  

しゅうごう じかん： ごぜん９：３０  

                   すこしあめが ふっても やります 

ばしょ： きんてつ にじょうえき (みなみ ひろば) 

ウオーキング・コース： 

きんてつ にじょうえき (みなみ ひろば) → 

→ どんずるぼう ダイヤモンドトレール  

→ にじょうざん  

→ たいしちょう みちのえき  

たいしょう： しょうがくせい こうがくねん 

いじょう 

ていいん： せんちゃく １００ めい 

ひよう： ひとり ３００えん 

もってくるもの： ちゅうしょく、のみもの、あまぐ など 

もうしこみほうほう： でんわ または FAX・メールで 

じゅうしょ・なまえ・でんわばんごう を しめして 

   もうしこんで ください。 

もうしこみ きげん：１０/１８ (すいようび) 

もうしこみ/といあわせさき：  

ダイヤモンドトレール じむきょく 

Tel.  0721-25-1131     Fax. 0721-24-3231 

Mail.  minamikawachinotomidori 

-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp 

 

 

 

 

 

ＫＡＳＨＩＢＡ ＣＩＴＹ ＭＯＮＴＨＬＹ 
ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

かしばし こんげつの おしらせ 
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3 on 3 BASKETBALL DAY 

Date: Nov. 3rd (Fri./Holiday.)  

Time; 9:30 a.m. – 3:00 p.m. 

Place: General Sports Center (Sogo Taiikukan) 

Those eligible: Those who live or work in Kashiba. 

(Junior high-school students and elder people) 

* One team to be over 3 under 5 (mixing man & 

 woman available) 

*Junior high-school students must be accompanied 

 by their gardians. 

Number limit: 15 teams 

* In case of many applicants, draw lots. 

Fee: 300 Yen per person 

What to bring: indoor shoes , drink, meal etc. 

What to wear: sports wear 

Application: 

 Please apply with fee after writing in application 

paper at General Sports Center window. 

(Window is opened 9:00a.m. ～ 5:00p.m. 

 1st Thur is closed.) 

Application period: Oct. 28(Sat.) 

More information: 

  General Sports Center Tel. 76-9511 

 

 

 

Akebono Festival 

Date & Time: Oct. 28 (Sat) 

4:30p.m.-8:30p.m. 

*Postponed by rain to Oct. 29 (Sun) 

Place: Akebono Nursery School playground 

Enjoy street stalls, etc. 

*Pls refrain from coming by car as parking is limited. 

 Free shuttle bus runs between Sekiya Station and 

Akebono Nursery School. 

Contact: Akebono Nursery School 

(5-8-3, Sekiya,-Kita / Tel. 71-8008) 

 

 

 

３ on ３ バスケットボールデー 

にちじ： １１/３（きんようび・しゅくじつ）  

ごぜん９：３０ ～ ごご３：００ 

ばしょ： そうごう たいいくかん 

たいしょう： ちゅうがくせい いじょうの ひとで しないに 

 すんでいるか はたらいている ひと。 

＊１チーム ３めい いじょう ５めい いない 

 （だんじょ こんごうでも かのうです） 

＊ちゅうがくせいのかたは、ほごしゃと いっしょに さんか 

 ください。 

ていいん： １５チーム 

＊もうしこみが たすうの ばあいは、ちゅうせんと なります。 

ひよう： ひとり ３００えん 

もってくるもの： うわぐつ、のみもの、ちゅうしょく など 

ふくそう： うんどうの できる ふくそう 

もうしこみほうほう： ちょくせつ まどぐちで しょていの  

ようしに ひようを そえて、もうしこみ ください。 

（うけつけは ごぜん９：００～ごご５じ、だいいちもくよう

びは やすみです） 

 

もうしこみ きげん：１０/２８(どようび) 

もうしこみ/といあわせさき：  

そうごう たいいくかん ☎ ７６－９５１１ 

 

 

あけぼのまつり 

にちじ： １０がつ２８にち（どよう）  

ごご４じ３０ぷん～ごご８じ３０ぷん 

＊あめの ばあいは １０がつ２９にち（にちよう）にじゅんえん 

ばしょ：  あけぼのようほがくいん うんどうじょう 

よみせなど、たのしいイベントが もりだくさんです。 

＊ちゅうしゃスペースが すくないため、おくるま は ごえんり

ょ ください。 

せきやえき から、あけぼのほいくえん までの おうふくバス 

を うんこうします。 

といあわせ： あけぼの よーほがくいん 

じゅうしょ： せきや きた ５-８-３/ でんわ： ７１-８００８ 
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RUNNERS WANTED FOR 

 KASHIBA CITY THE 27ｔｈ MARATHON 

* Date: Jan. 21 (Sun.) 2018 

 ＊In case of light snow or rain, it will be held. 

* Time: Entry at 8:00～9:00,  Start at 10:00a.m.  

* Place: Mamigaoka Higashi elementary school 

playground (start and finish) 

* Those eligible: People over elementary school 

 student 

* Event: As per the list mentioned below. 

* Fee: ￥1000 for over senior high-sch student, 

￥500 for under junior high-sch student. 

￥1000 for Family admission (limit 2 people) 

* Application: Apply at Sougou Taiikukan (Kashiba  

 City Gymnasium) during 11/6～12/17 with fee & 

  Inkan(personal seal.). 

 (application time : 9:00a.m.～5:00p.m.) 

 (Closed on 11/2,  12/7) 

* Notes: On that day, the organizers will take first aid 

for athletes accidents. Other responsibilities are 

assumed to be in the participants. 

*After acceptance, the fee will not be refunded and 

changing the event will not be applied. 

* Information: Kashibasi Taiiku Kyokai 

 (City Gymnasium)  Tel. 76-9511 

3km 

Boys(1st- 2nd grade) Girls(1st-2nd grade) 

Boys(3rd –4th grade) Girls(3rd –4th grade) 

Boys(5th –6th grade) Girls(5th –6th grade) 

Men (over junior 

high-sch. student) 

Women(over junior 

high-sch. student) 

Family  (1st- 2nd grade and their 

guardian : 2 people) 

5km 
Men (over junior 

high-sch. student) 

Women(over junior 

high-sch. student) 

10km 
Men (over senior 

high-sch. student) 

Women(over senior 

high-sch. student) 

 

 

 

だい ２７ かい  

かしばし マラソン たいかい 

* ひにち： ２０１８ねん １がつ ２１にち（にちようび） 

 ＊ こゆき・うてんでも おこないます。 

* じかん： うけつけ ８：００～９：００、 

スタート１０：００a.m. 

* ばしょ： まみがおか ひがし しょうがっこう 

 グラウンド （スタートとゴ－ル） 

* さんかしかく： しょうがくせい いじょうの ひと 

* しゅもく： したにある ひょうの とおり 

* ひよう： こうこうせい いじょう、１０００えん 

ちゅうがくせい いか、５００えん 

ファミリー(２めいで) 、１０００えん 

* もうしこみ： さんかひようと いんかんを もって  

 １１/６～１２/１７ のあいだに そうごう たいいくかんで  

もうしこんで ください。 

（うけつけ じかん：ごぜん９：００～ごご５：００） 

（１１/２、１２/７は やすみです。） 

* ちゅうい じこう： とうじつ、せんしゅの じこについては  

しゅさいしゃがわにおいて おうきゅうしょちは とりますが、 

そのた せきにんは さんかしゃがわに あるものとします。 

* もうしこみ うけつけご の さんかひの へんきん さんか

しゅもくの へんこうは できません。 

* といあわせ： かしばし たいいくきょうかい 

 （そうごう たいいくかん） でんわ： ７６-９５１１ 

３km 

だんし（１ねん-２ねん） じょし（１ねん-２ねん） 

だんし（３ねん-４ねん） じょし（３ねん-４ねん） 

だんし（５ねん-６ねん） じょし（５ねん-６ねん） 

だんし（ちゅうがくせい

いじょう） 

じょし（ちゅうがくせい 

いじょう） 

 ファミリー 

（１ねん-２ねんと ほごしゃ の２めい１くみ） 

５km 
だんし（ちゅうがくせい

いじょう） 

じょし（ちゅうがくせい 

いじょう） 

１０ｋｍ 
だんせい（こうこうせい

いじょう） 

じょせい（こうこうせい 

いじょう） 
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KASHIBA WALK 2017 

Let’s walk around Sumo wrestling ground 

 and allays! 

■ Date： October. 29(Sun.)  

※ The event will not be cancelled in gentle rain. 

 In case of stormy weather, it will be suspended. 

■  Those eligible:  The individuals who are good 

condition follow traffic rules, walk the given 

course ,and can follow an essential point, rule and 

manner properly. 

*Children under primary school age needs to be 

with a guardian. 

■ Meeting Place： at the rotary of Kintetsu Sekiya 

Station north side  

■ Meeting time：from 9:30to 10:00 a.m. 

 (You can start after entry immediately) 

■Finish time of goal and reception time:  1:30p.m. 

◆ Please participate wearing clothes and shoes in 

which are easy to walk. 

◆ What to bring：lunch(necessary person), drink, rain 

gear and garbage bag, etc.  Please bring back 

your garbage. 

◆ Application： Please apply on that day 

 （You don’t have to apply beforehand) 

*We will hand out a participation application form 

on the day, but congestion is expected. So 

Please print an application form  from Kashiba 

City HP ,fill it and  bring it to the reception.  

◆ Information：Kashiba City Hall , Shoko Shinko ka   

☎ 0745-44-3312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かしば ウオーク ２０１７ 

～ すもう ゆかりのち と ろじうらを めぐる 

ウオーク～ 

■ ひにち ： １０がつ２９にち（にちようび） 

※ こさめ けっこう 

（あくてんこう の ばあい は ちゅうし） 

■ さんか しかく：  

こうつうルールを まもり、さだめられた コースを 

あるき、かいさい ようこう、きそく およびマナー 

  を きちんと まもれる けんこうな ひと 

 *しょうがくせい いかの ひとは ほごしゃ がひつようです 

■ しゅうごう ばしょ： きんてつ にじょうえき みなみがわ 

ロータリー 

■ しゅうごう じかん ： ごぜん９：３０～１０：００ 

     (フリー スタート) 

■ ゴールうけつけ さいしゅう じかん： ごご １じ３０ぷん 

◆ふくそう： あるき やすい くつ や ふくそうで さんか  

ください。 

◆ もちもの ： ちゅうしょく（ひつような かた）、のみもの、

あまぐ、ゴミぶくろ など 

 ゴミは おもちかえり ください。 

◆ もうしこみ ほうほう ： とうじつ うけつけ（じぜん もうし

こみ ふよう）  

 * とうじつ さんか もうしこみしょを はいふ しますが 、こ

んざつが よそう されますので、じぜんに かしばしの ホ

ームページから さんか もうしこみしょ を いんさつし、ご

きにゅうの うえ じさん ください。 

◆ といあわせ ：かしば しやくしょ しょうこう しんこうか  

 ☎０７４５-４４-３３１２ 
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Walking Course:  (8..2 km) 

Start 

 Kintetsu Nijou Station South-side Rotary → 

→ Osaka Yamaguchi Shrine （Anamushi） 

→ Ohnomatsu Tamejirou Tombstone 

→ Sensho Temple  

→ Koshioreda Place of tradition 

→ Chimata Pond 

→ Goaｌ：Imaike Shinsui Park（beside city hall） 

 

*Kashiba walk commemorative Towel will be given 

to the first 500 participants who have 

completed walking.. 

 

 

 

 

 

 

 

Enjoy Classical Music and Heartwarming 

with Parent and Child ！ Vol  2 

 

◆Date &Time: October 21(Sat.) 2：00p.m.～ 
*Doors open half an hour before 

performance 
○Performer: Osaka kyouiku University 
 Art College Students(Mikuru Kuga, 
 Manami Uehara, Natumi Hirai) 
◆Place: FutakamiBunkaCenter 1F, Citizen’s 

hall 
◆Admission:  500yen  
  ❇Preschool children are free.  

◆Tickets：Tickets are now on sale at Futakami 
Bunka Center 

◆Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：Futakami Bunka Center 

（☎77-1000） 

 

 

 

 

 

 

ウオーキング・コース  （８．２ｋｍ） 

 スタート 

きんてつ にじょうえき みなみがわ ロータリー  

→おさか やまぐち じんじゃ （あなむし） 

→おおのまつ ためじろう ぼひ 

→せんしょうじ 

→こしおれだ でんしょうち 

→ちまた いけ 

→ゴール：いまいけ しんすい こうえん(しやくしょ よこ) 

 

*せんちゃく ５００めい に ゴール ちてんで. 

かしば ウオーク２０１７ さんか きねんのタオルを 

 プレゼント 

 

 

 

 

 

 

 

おやこで たのしむ ほのぼの クラシック ！ 

 Ｖｏｌ ２ 

◆にちじ： １０がつ２１にち（どようび） 

 ごご２じ～  

 ※かいじょうは ３０ぷんまえ 

○しゅつえん： おおさかきょういく だいがく げいじゅつ  

せんこうせい（くが みくる、うえはら まなみ、ひらい 

 なつみ） 

◆ばしょ： ふたかみぶんかセンター1 かい、 

 しみんホール 

◆りょうきん： ５００えん 

 ❇みしゅうがくじ は むりょう 

◆チケットはんばい：ふたかみぶんかセンターにて 

こうひょう はつばいちゅう 

◆といあわせ：ふたかみ ぶんか センター 

（☎７７-１０００） 
 

 

 

 

 

 

 

Kashiba City Cultural Facility,  Nijousan Museum , Central Community Center 

かしばし ぶんかしせつ、 にじょうさん はくぶつかん、ちゅうおう こうみんかん 
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Actor Akira Takarada’s Peace Lecture 

 

◆Date &Time: October 22(Sun)  
2：00p.m.～ 

*Doors open half an hour before performance 
●Performer:  Akira Takarada 
◆Place: FutakamiBunkaCenter 1F, Citizen’s 

hall 
◆Admission: In advance ticket  1,500 
 On the day ticket  2,000   

◆Tickets：Tickets are now on sale at Futakami 
Bunka Center 

◆Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：Futakami Bunka Center 

（☎77-1000） 
 

 

 

 

 

 

 

【The Telephone Request Center 

 Temporarily Closed】 

The telephone request center for（Bulky / 

Incombustible garbage） will be closed on Oct. 

27.(Fri.)  If you have an inquiry on the day ,please 

contact garbage collection center. 

❇Collection is done as usual. Also it is 

possible to self-bring in to Mino-en 

◆Information: Garbage collection center,  

tel. 77-4189 

【Ｈｏｗ to take out】 

Bulky / Incombustible garbage 

Illegal dumping is a crime. 

So the garbage must be treated responsibly by 

the emitter. 

Especially small household appliances such as 

furniture and microwave.（Bulky / Incombustible 

garbage） 

 

 

はいゆう たからだ あきら の へいわ こうえんかい 

 

◆にちじ： １０がつ２２にち（にちようび） 

 ごご２じ～  

 ※かいじょうは ３０ぷんまえ 

●しゅつえん： たからだ あきら 

◆ばしょ： ふたかみぶんかセンター1 かい、 

 しみんホール 

◆りょうきん： まえうりけん １，５００えん 

 とうじつけん ２，０００えん 

 ◆チケットはんばい：ふたかみぶんかセンターにて 

こうひょう はつばいちゅう 

◆といあわせ：ふたかみ ぶんか センター 

（☎７７-１０００） 
 

 

 

 

 

 

 

 

【でんわ リクエスト うけつけ センター 

 りんじ きゅうぎょう のお知らせ】 

そだいゴミ・もえないゴミ の リクエスト しゅうしゅう に 

ついて、１０がつ２７にち（きんようび）は でんわうけつけ を

やすみます。とうじつ といあわせの ある かたは、しゅうし

ゅうセンターへ れんらく して ください。 

❇しゅうしゅう は つうじょう どおり おこないます。 また 

みのえん への じこ はんにゅう もかのうです。 

◆といあわせさき しゅうしゅうセンター ☎０７４５-７７-４１８９ 

 

【ごみ の だしかた】 

そだいごみ・もえないごみ 

ふほうとうき は はんざいです。 

ごみは はいしゅつしゃが せきにんを もって しょぶん を 

おこなて ください。 

とくに かぐ や でんしレンジ などの こがた かでん 

（そだい ゴミ、ふねん ゴミ）  

 

 

 

 

LIFE & ENVIROMENT 
せいかつ・かんきょう 
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☆Ｒｅｑｕｅｓｔ the Telephone Request  

Center】 

〇Reception desk phone number: 

☎0745-77-1199 

○Reception time & day: 9:00 a.m.～ 4:00 p.m.  expt. 

Sat., Sun., National holidays, year-end & New Year 

holiday. 

○Frequency for pickup: Once a month per household 

〇Number of items: Less than 6 items, including bulky 

and incombustible garbage 

○Instructions: 

●Tape a note of the application number on your 

garbage and take it out to the informed place at 8:00 

a.m. on the pick-up day. 

●Inform 2 days before the pick-up (exp. Sat. Sun. 

National holidays), if you need to change the 

schedule. 

 If you make a request near month-end, the pickup 

may be carries out in the next month. In that case 

, it is counted as one in the pick-up month.  

●The pickup cannot be accepted after you have 

already moved out. Please make a pickup request 

early enough before you move out. 

 

 

 

【Self-bring-in to Incineration Plant,  

Mino-en 】 

★How to dispose 

●How to register 

Submit an application to Shimin-eisei ka on the 1st 

floor of City Hall on weekday in advance.  Make sure 

to have your personal seal and car number to carry 

garbage with you when you apply. 

●Acceptable day & time for bring-in 

 Mon. to Fri. between 1:30 p.m. to 4:30 p.m., exp. 

year-end & new year holiday.  

 

 

 

☆でんわ リクエスト うけつけ センターへ 

 もうしこみ】 

○うけつけ でんわ ばんごう   

☎０７４５-７７－１１９９ 

○でんわ うけつけ じかん  ごぜん ９じ ～ ごご ４じ（ど 

よう・にちよう・しゅくじつ・ねんまつねんし を のぞく） 

 

○しゅうしゅう かいすう １せたい につき つき１かい 

○しゅうしゅう こすう  そだい ごみ・もえない ごみ と ご

うけい で ６てん いない 

○ちゅうい じこう 

●とうじつ ごみ に うけつけばんごう を はり、しゅうしゅう

び の ごぜん８じ までに、してい の しゅうせき ばしょ に 

だしておいてください。 

●もうしこみ ないようの へんこう は しゅうしゅうび の ２

にち まえ（どよう・にちよう・しゅくさいじつ を のぞく） まで

に れんらく して ください。 

 げつまつ に もうしこんだ ばあい でも しゅしゅうび が

よくげつ になる とき は よくげつ ぶん の うけつけ 

として カウント します。 

 しゅしゅうび が ひっこしご になる ばあい は うけつけ  

できません ので よゆう を もって おはやめ に おもうし

こみ ください。 

 

 

 

【しょうきゃくじょう（みのえん）に じこはんにゅう】 

 

★だしかた 

●はんにゅう てつづき 

いんかん と はんにゅう する くるま の ナンバー を 

メモして、じぜんに しみんえいせいか （しやくしょ １かい） 

 で しんせい してください。 

 

●はんにゅう かのう にちじ 

 げつようび～きんようび の ごご１じ３０ぷん～４じ３０ぷん

（ねんまつねんし のぞく） 
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●Charges Free for charge up to 100 kg.. 108 yen 

will be charged every 10 kg over 100 kg. 

* On public holiday, Mino-en accept garbage, but 

Shimin-eisei ka closes. If you would like to take 

garbage on holiday, register in advance 

atShimin-eisei ka during the above operating hours. 

 

★Recyclable home appliance、personal computer 

 Since refrigerators, freezers, air-conditioners, 

televisions, washing machines, cloth driers, and 

personal computers can’t be collected by Kashiba 

City, Please ask shops, dealers or manufacturers to 

pick up.  

◆Information: Garbage collection center, 

 tel. 77-4189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●はんにゅう りょうきん 

１００ｋｇ まで は むりょう。 １００ｋｇ を こえると １０ｋｇ 

ごとに １０８えん かかります。 

＊げつようび～きんようび が しゅくじつ の ばあい も は

んにゅう は かのうですが、しみんえいせいか での しんせ

い うけつけ は おこなっていません ので、じぜんに てつ

づき を すませておいてください。 

★かでんリサイクル ひっもく・パソコン 

れいぞうこ、れいとうこ、エアコンディショナー、テレビ 

せんたくき、いるい かんそうき、パソコン は かしばし 

で は しゅうしゅう できません ので はんばいてん、 

や こうにゅうてん または メーカーにひ きとりを いらい 

して ください。 

◆といあわせさき しゅうしゅうセンター ☎０７４５-７７-４１８９ 
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ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ  ｆｏｒ Nursery School and 

Authorized Early Childhood Education 

Centers  （ｆｏｒ 2018） 

 

Requirements for eligibility 

A child who is registered as living in Kashiba, 

and their both parents correspond to any of 

the following reason they need childcare.  

1. There is nobody available to care for the 

child for most of the day because of 

work outside or inside of the house. 

2. The mother who is pregnant or has given 

birth, for three months before birth and 

for three months after birth. 

3. The mother who is ill or mentally or 

physically challenged. 

4. The guardian has to take care of sick 

relatives. 

5. The guardian who is busy with repair 

work caused by natural disaster. 

6. The guardian who is job hunting or 

attending school 

 

Those eligible 

① Public daycare centers 

・Children between 6months to 5years old. 

② Private daycare centers 

･Children between 3months to 5years old 

③ Authorized public early childhood 

education centers 

 ・Children between 3 to 5 years old 

④ Art child care 

 ・Children between 6months to 2 years old 

⑤ Shizumi Seika nursery 

 ・Children between 3 months to 2years old  

※Please ask directly for information about 

private nurseries and Authorized private early 

childhood education centers. 

ほいくしょ ・ にんてい こどもえん にゅうしょ 

のてつづき （２０１８ ねんど） 

 

にゅうしょ きじゅん （ほごしゃ） 

かしばし に すんでいて、 かき の りゆう で ほいく が 

ひつような ばあい。 

1. ひるま かていの そとで しごとを している ばあい. 

2. ひるま かていの なかで こども と はなれて 

かじ いがいの しごとを している ばあい. 

3. にんしんちゅう の しゅっさんまえ ３かげつ から 

しゅっさんご 3 かげつ まで の ばあい. 

4. びょうき、けが または しんしんに しょうがいの 

ある ばあい. 

5. ちょうきにわたる びょうにんや しんしんに しょうがい

の あるひとを つねに かいご している ばあい 

6. さいがい などの ふっきゅうに あたっている ばあい. 

7. しゅうしょく かつどうちゅう や つうがく している ば

あい。 

 

にゅうしょ できる こども 

① こうりつ ほいくしょ 

・6 かげつ～5 さい 

② しりつ ほいくしょ 

・3 かげつ～5 さい 

③ こうりつ にんてい こどもえん 

 ・３さい～５さい 

④ アート チェイルドケア 

 ・６かげつ～２さい 

⑤ しずみ せいか ナーセリー 

 ・３かげつ～２さい 

※しりつ ほいくえん、 しりつ にんてい こどもえん につ

いては ちょくせつ きいてください。 

 

もうしこみ ほうほう 

うけつけび と じかん は したの ひょうの とおり 

うけつけばしょ は かく ほいくしょ 
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Necessary Documents 

〇Shikyu Nintei Shinseisho 

○Application form 

○Documents to show nobody can care 

of a child of mother and father 

 

◆For more details please contact Kodomo 

Shien Ka in Fukushi Department, City 

Welfare Center 

（Ｔｅｌ 0745-79-7522） 

 

 

ひつよう しょるい 

〇しきゅう にんてい しんせいしょ 

○もうしこみしょ 

○ほいく を ひつようと する りゆう の しょうめいしょ 

 

◆くわしい ことは そうごう ふくし センター こども しえん

か に おたずね ください.  

（でんわ ０７４５－７９-７５２２） 

 

 

 

 

 

Authorized early childhood education centers / にんてい こどもえん 

 Daycare Name 

 ほいくしょめい 

Address 

じゅうしょ 

Phone number 

でんわばんごう 

Reception Date and Time 

うけつけ にちじ 

 

Public 

こうりつ 

Shimoda 

しもだ 

2-9-23 Shimodanishi  

しもだにし２－９－２３ 

0745-76-0958 10/17（Tue.）  

2：30－5：00 10/19（Thu.） 

Kamada 

かまだ 

364-1 Kamada 

かまだ ３６４－１ 

0745-78-3877 10/17（Tue.） 

10/19（Thu.） 

 

Private 

しりつ 

Akebono 

あけぼの 

5-8-3 Sekiyakita 

せきやきた ５－８－３ 

0745-71-8008 10/26（Thu.） 1：30－4：30 

Seika 

せいか 

4-958 Ousaka 

おうさか ４－９５８ 

0745-77-8900 10/25（Wed.） 10：00－4：30 

 

Daycare center / ほいくしょ 

 Daycare Name 

 ほいくしょめい 

Address 

じゅうしょ 

Phone number 

でんわばんごう 

Reception Date and Time 

うけつけ にちじ 

 

 

Public 

こうりつ 

 

Wakaba 

わかば 

2-6-27 Shimodanishi  

しもだにし２－６－２７ 

0745-77-2758 11/7（Tue.） 

 

 

 

 

1：30－4：30 

 

Goidou 

ごいどう 

3-464-1 Goidou 

ごいどう ３－４６４－１ 

0745-77-2023 11/2（Thu.） 

 

Nijyo 

にじょう 

4-545 Hata 

はた ４－５４５ 

0745-77-2944 11/1（Wed.） 

Mitsuwa 

みつわ 

419 Ryohukui 

りょうふくじ ４１９ 

0745-77-2184 11/6（Mon.） 
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Public 

こうりつ 

Mamigaoka 

まみがおか 

6-9-1 Mamigaoka 

まみがおか ６－９－１ 

0745-76-4777 11/1（Wed.） 

 

 

 

 

 

1：30－4：30 

 

 

 

 

Private 

しりつ 

Haruna 

ハルナ 

281-1 Kamada 

かまだ ２８１－１ 

0745-76-5541 10/24（Tue.） 

 

AsahigaokaSeika 

あさひがおか せいか 

1-12-2 Asahigaoka 

あさひがおか １－１２－２ 

0745-79-1200 10/23（Mon.） 

Seika 

せいか 

5-508-1 Kitaimaiti 

きたいまいち５－５０８－１ 

0745-77-5200 10/27（Fri.） 

Sekiya 

せきや 

396 Sekiya 

せきや ３９６ 

0745-77-2717 10/30（Mon.） 

Shizumi 

しずみ 

382 Imaizumi 

いまいずみ ３８２ 

0745-77-3852 10/31（Tue.） 

 

Others / その他 

Daycare Name 

 ほいくしょめい 

Address 

じゅうしょ 

Phone number 

でんわばんごう 

Reception Date and Time 

うけつけ にちじ 

Shizumi Seika Nursary 

しずみ せいか ナーサリー 

2012 Kaminaka 

かみなか ２０１２ 

0745-43-7085 10/25（Wed.） 

 

 

 

 

1：30－4：30 

 

Art Child Care 

NaraMamigaoka 

アートチャイルドケア 

ならまみがおか 

1F Yoshida Plaza 6-8-1 

Mamigaoka 

まみがおか ６－８－１ 

よしだプラザ １かい 

 

 

0745-49-0410 

 

 

11/2（Thu.） 

 

（Draft）Art Child Care 

NaraKashiba 

（かり）アートチャイルドケ

ア ならかしば 

3-53-1 Isokabe 

いそかべ ３－５３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 12 - 

 

 Consultation corner 
・  Legal advice 

   2 nd・4th (Wednesday) 100p.m.-16:20p.m. 

  City Hall  2nd floor, The first 8 arrivals 

 ✥ Application: by telephone ( extension 474 ) 

・  Administration advice 

 1 st (Wednesday) ・・・9:00a.m.-15:00p.m 

 Sougou Fukushi Center ☎ 76-7107 

・  Human rights advice 

   1 st (Wednesday) ・・・9:00a.m.-noon  

   Sougou Fukushi Center ☎76-2001(173 ) 

・  Children’s problems  

 Monday to Friday・・・9:00a.m.-17:00p.m. 

 Sougou Fukushi Center  

  ✥Kosodate shien shistu ☎ 79-7522 

・  One-parent family advice 

 Monday to Friday・・・9:00a.m.-17:00p.m. 

 Sougou Fukushi Center  

 ✥ Kosodate shien shitsu ☎ 79-7522 

・ Child abuse advice  

  Monday to Friday ・・・9:00a.m.-17:00p.m. 

 Sougou Fukushi Center  

 ✥ Kosodate shien shitsu ☎ 79-7522 

・   Truant telephone advice 

    1 st ・3rd (Wednesday) ・・・9:00a.m.-noon 

✥City Hall  ☎44－3334 

 ※Only the telephone counseling 

・   Education 

 Monday to Friday ・・・8:30a.m.-17:15p.m. 

✥City Hall ☎44－3334 

・ Consumer problems 

 Every Monday～Wednesday・Friday 

10:00a.m.-noon, 1:00p.m.-15:00p.m. 

✥Syouhi seikatsu center ☎44－3313 

・   General advice 
 1 st ・3rd (Wednesday)・・・9:00a.m.-15:00p.m. 

 2 nd・4th (Wednesday)・・・9:00p.m.-.noon 

  ✥Sougou Fukushi Center ☎ 76-7107 

・  Wholesome Child care advice  

 10:00a.m.-11:30a.m. 

 1st～4th (Tuesday)  Wakaba Nursery  

   1st～4th (Friday)  Goidou Nursery 

 1st～4th (Saturday)  Nijo , Mamigaoka Nursery 

  ✥Application ：Each nursery 

・   Tax advice ☎ 76-2001( extension 141) 

  3rd (Thursday) ・・・1:00p.m.-16:00p.m.  

  City Hall ,3nd floor、The first 6 arrivals 

そうだん コーナー 

・ ほうりつ そうだん 

だい２・４（すいようび）ごご１じ～４じ２０ぷん 

しやくしょ ２かい 、 せんちゃく ８めい  

 ✥でんわ で もうしこんでください （ないせん ４７４） 

・ ぎょうせい そうだん 

だい１（すいようび）・・・ごぜん９じ～ごご３じ 

そうごう ふくしセンター  ☎ ７６－７１０７  

・ じんけん そうだん 

だい１（すいようび）・・・ごぜん９じ～しょうご 

そうごう ふくしセンター ☎７６－２００１（１７３） 

・ かてい じどう そうだん 

げつようび ～ きんようび 、そうごう ふくしセンター 

ごぜん９じ～ごご５じ 

✥こそだて しえん しつ ☎ ７９－７５２２ 

・   ひとり おや かてい そうだん 

げつようび～きんようび 、そうごう ふくしセンター  

ごぜん９じ～ごご５じ 

✥こそだて しえんしつ ☎ ７９－７５２２ 

・ こそだて・ぎゃくたい なやみ の そうだん 

げつようび～きんようび ・・・ごぜん９じ～ごご５じ 

そうごう ふくしセンター 

✥こそだて しえんしつ ☎ ７９－７５２２ 

・ ふとうこう でんわ そうだん  

だい 1・だい 3（すいようび）・・ごぜん 9～12 じ 

✥がっこう きょういくか （※でんわそうだん のみ） 

☎４４－３３３４ 

・ きょういく そうだん  

げつようび～きんようび 

ごぜん８じ３０ぷん～ごご５じ１５ふん 

✥しやくしょ ☎４４－３３３４ 

・   しょうひ せいかつ そうだん 

まいしゅう げつようび～すいようび・きんようび 

ごぜん１０じ～しょうご、ごご１じ～ごご３じ 

✥しやくしょ しょうひせいかつセンター ☎４４－３３１３ 

・  しんぱいごと そうだん 

だい１・だい３（すいようび）・・・ごぜん９じ～ごご３じ 

だい２・だい４（すいようび）・・・ごぜん９じ～しょうご 

✥そうごう ふくしセンター ☎ ７６－７１０７ 

・ すこやか いくじ そうだん(ごぜん１０じ～１１じ３０ぷん) 

だい 1～だい４（かようび）わかば ほいくしょ 

だい１～だい４（きんようび）ごいどう ほいくしょ 

だい１～だい４（どようび）にじょう、まみがおかほいくしょ 

 ✥といあわせさき：かく ほいくしょ 

・  ぜい そうだん ☎ ７６－２００１（ないせん １４１） 

  だい３（もくようび） ごご１じ～４じ 

 しやくしょ かいぎしつとう せんちゃく６めい 
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Storytelling for children       

 

① 10/28 (Saturday) 

 ✿3:00-3:30p.m (For children aged 3-years and up) 

  

② 11/11 (Saturday) 

 ✿3:00-3:30p.m(For children aged 3-years and up) 

 ✿3:30-4:00p.m 

 (elementary school students and over) 

 

Reading for 0・1 year-olds 

 

◆ 10/20 (Friday) 

 ✿10:30-10:50 a.m.  

 ✿11:00-11:20 a.m. 

 

Reading for 2・3 year-olds 

 

◆ 11/4 (Saturday) 

  ✿10:30-10:50 a.m.  

  ✿11:00-11:20 a.m. 

 

  

 Place: the storytelling room at the library 

   

 

 
 
 

Recitation for adults 

◆ 10/27 (Friday), 10/13(Friday)  

 ✿10:00a.m.～11:00 a.m.  

  

 Place：Meeting room 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

としょかん おはなし かい      

 

① １０/２８（どようび）   

✿ごご３：００～ ３：３０ （３さい いじょう） 

  

② １１/１１ （どようび）   

✿ごご３：００～ ３：３０ （３さい いじょう） 

✿ごご３：３０～ ４：００ （しょうがくせい いじょう） 

 

 

よちよち たいむ（ ０・１さい） 

 

 ◆ １０/２０（きんようび） 

 ✿ごぜん１０：３０～１０：５０    

  ✿ごぜん１１：００～１１：２０ 

 

とことこ たいむ（ ２・３さい） 

 

◆ １１/４ （どようび） 

 ✿ごぜん１０：３０～１０：５０    

  ✿ごぜん１１：００～１１：２０ 

 

  

 ばしょ：おはなししつ 

 

 

 

 

 

おとなの ための ろうどくかい 

 ◆ １０/２７ （きんようび）、１１/１０（きんようび） 

✿ ごぜん１０：００～１１：００  

 

 ばしょ：かいぎしつ 
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・About the Public Health Center  

✤Application： Public Health Center ☎77-3965 

・  Walking class 

 ・10/16(Mon), 11/13(Mon)  

 ・main entrance of the gymnasium   

  ・1:30p.m.  

     ・Please bring: drink, towel, cap 

 (if it rain) indoor shoes 

  ✤Application: not required 

 

・  Health gymnastics class   

 ・10/23 (Mon), 11/27(Mon) 

 ・10:00a.m.-11:30a.m. 

 ・ the general welfare center 

 ・ Please bring：drink, towel, indoor shoes 

 ✤Application: not required 

  

・  Psychological counseling room 

  ・10/28 (Sat)    

  ・1:00p.m.-2:30p.m. 

 ・2:45p.m.-4:15p.m.  

     ・the public health center 

 ・2,000 yen 

 ・2 people each time period 

  ✤Application: by telephone ☎43-5586 

 

・  Blood donation 

 ・11/5(Sun)    

  ・10:00a.m.-12:00p.m. 

 ・1:00p.m.-4:00p.m.  

     ・City hall 

 ・16-69 yrs 

 ・Please bring: blood donation card,  

 identity confirmation document 

  ✤Application: on the day at city hall 

 

・ PreMama classroom（consists of 2 lectures） 

 ・11/7(Tue), 11/17(Fri) 

 ・10:00a.m.-11:45a.m. 

  ・the public health center  

   ・Pregnant woman and the family ,15 people 

 ・Please bring ：maternity record book,  

 writing utensils 

 ✤Application ：by telephone 

 

 

・ Mini Exercise class  

・11/15 (Wed)  

・10:00a.m.-10:30a.m. 

  ・the public health center 

 ・10 people 

 ・Please bring: drink, towel 

 ・Application： by telephone  

 

・  Let's master stretch 

 ・11/17(Fri) 2:00p.m.-3:00p.m.  

 ・11/29(Wed) 10:00a.m.-11:00a.m.  

  ・the public health center  

 ・20 yrs and over  20people 

 ・Please bring： towel, drink 

 ✥Application： by telephone 

 

・ Healthy Cooking 

  ・11/22(Wed)  

 ・9:30am-12:00pm 

  ・the general welfare center 

 ・25 people 

 ・please bring : apron, kerchief, two dish cloths, 

writing utensils  

 ・500 yen 

 ✤Application： by telephone  

 

・  Physical fitness test 

 ・12/1(Fri) 10:00-11:00a,m. 

 1:00-2:00p.m. 

 Sekiya public hall 

 ・12/18(Mon)1:00-3:00p.m.  

 the public health center 

 ・20yrs and over  30people each time period 

  ・300 yen 

 ・800 yen (X-ray and sputum examination) 

 ✤Application： by telephone  

 

・ Stomach cancer check-up (endoscope) 

  ・until 2/28(Wed) 2018 

 ・50yrs and over 50 people (first come) 

 ・5,000 yen 

 ✤Application： 

 pre-application at the health center   
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ほけんセンターからの おしらせ 

✤もうしこみ：ほけんセンター ☎77-3965 

・ ウォーキング きょうしつ 

  ・１０／１６（げつ）、１１／１３（げつ） 

  ・そうごう たいいくかん しょうめん げんかん 

 ・ごご１じ３０ぷん 

   ・もってくるもの：のみもの、タオル、ぼうし 

 （あめの ばあい）うわぐつ 

  ✤もうしこみ ふよう 

 

・   けんこう たいそう きょうしつ 

 ・１０/２３（げつ）、１１／２７（げつ）  

 ・ごぜん１０じ～１１じ３０ぷん 

 ・そうごう ふくしセンター 

 ・もってくるもの：タオル、のみもの、うわぐつ 

  ✤もうしこみ ふよう 

 

・ こころの けんこう そうだんしつ 

  ・１０／２８（ど） 

 ・ごご１じ〜２じ３０ぷん 

 ・ごご２じ４５ふん〜４じ１５ふん 

  ・ほけん センター 

   ・２，０００えん 

 ・２めい かくじかんたい 

  ✤でんわ もうしこみ ☎４３−５５８６ 

 

・  けんけつ 

    ・１１/５（にち） 

 ・ごぜん１０じ〜１２じ、ごご１じ〜４じ 

    ・しやくしょ 

   ・１６〜６９さい 

     ・もってくるもの：けんけつカード、 

 ほんにんかくにん しょるい 

 ✤とうじつ うけつけ 

 

・   ははおや きょうしつ (ぜん ２かい) 

    ・１１/７（か）、１１／１７（きん） 

 ・ごぜん１０じ〜１１じ４５ふん 

   ・ほけん センター 

   ・にんぷと そのかぞく それぞれのひ １５めい 

    ・もってくるもの：ぼしてちょう、ひっきようぐ 

 ✤でんわで もうしこんで ください 

 

・ ミニ たいそう きょうしつ 

 ・１１/１５ （すい） 

 ・ごぜん１０じ～１０じ３０ぷん 

 ・ほけんセンター 

 ・１０めい 

 ・もちもの：のみもの、タオル 

 ✤でんわで もうしこんで ください 

 

・ ストレッチを マスターしよう  

 ・１１／１７（きん） ごご２じ～３じ 

 ・１１／２９（すい） ごぜん１０じ～１１じ 

 ・ほけんセンター 

 ・２０さい いじょう ２０めい 

 ・もってくるもの：タオル、のみもの 

 ✥ でんわで もうしこんで ください 

 

・  りょうり こうしゅうかい 

   ・１１/２２（すい） ごぜんん９じ３０ぷん～１２じ 

 ・そうごう ふくし センター 

 ・２５めい 

   ・もちもの：エプロン、さんかくきん、ふきん２まい、 

ひっきようぐ 

 ・５００えん 

   ✤でんわで もうしこんでください 

 

・ けんこう キャラバン 

   ・１２／１（きん） ごぜん１０じ〜１１じ 

 ごご１じ〜２じ 

 せきや こうみんかん 

  ・１２／１８（げつ） ごご１じ〜３じ 

 ほけん センター 

 ・３００円 

 ・８００円（レントゲンと かくたん けんさ） 

   ・２０さい いじょう かくじかんたい ３０めい 

 ✤でんわ で もうしこんで ください 

 

・ いがん けんしん（ないしきょう けんしん）  

 ・へいせい３０ねん ２／２８（すい） まで 

 ・５，０００えん 

 ・５０さい いじょう ５０めい（せんちゃく） 

 ✥ じぜんに ほけん センターで もうしこんで ください 
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＜Mass examination＞ 

✤Application： Public Health Center ☎77-3965 

 Please apply by telephone 10/19(Thu)〜 

 

・    Stomach cancer check-up  

 ・1/18(Thu), 2/8(Thu) ・・・ in the morning 

 ・1,000yen 

  ・35yrs and over, 80 people each day 

 

・  Tuberculosis, Lung cancer check-up,  

 ・1/18(Thu), 2/8(Thu) ・・・in the morning 

 ・2/9(Fri), 3/16(Fri) ・・・in the afternoon 

 ・300 yen (X-ray only) 

 ・800 yen (X-ray and sputum exam) 

 ・20 yrs and over, 100 people each day 

 

・  Breast cancer check-up  

・1/19(Fri), 2/9(Fri), 3/5(Mon), 3/16(Fri) 

 ・・・in the afternoon   

  ・40-49yrs 2,500yen 

 ・50yrs and over 2,000yen 

 ・40 yrs and over woman, 80people each day 

 

・ Uterine cancer check-up 

・1/19(Fri), 2/9(Fri), 3/5(Mon), 3/16(Fri) 

 ・・・in the afternoon 

・700 yen 

  ・20 yrs and over woman, 80 people each day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜しゅうだん けんしん＞  

✤もうしこみ：ほけんセンター ☎77-3965   

 でんわで もうしこんで ください １０／１９（もく）〜 

 

・ いがん けんしん 

 ・１／１８（もく）、２／８（もく）・・・ごぜん  

 ・１,０００えん 

 ・３５さい いじょう  それぞれのひ ８０めい  

 

・  けっかく・はいがん けんしん 

 ・１／１８（もく）、２／８（もく） ・・・ごぜん 

 ・２／９（きん）、３／１６（きん） ・・・ごご 

  ・３００えん （レントゲン のみ） 

  ・８００えん （レントゲンと かくたん けんさ） 

 ・２０さい いじょう それぞれのひ １００めい 

 

・ にゅうがん けんしん 

 ・ １／１９（きん）、２／９（きん）、３／５（げつ）、 

 ３／１６（きん） ・・・ごご  

 ・４０～４９さい ２,５００えん 

 ・５０さい いじょう ２,０００えん 

 ・４０さい いじょうの じょせい 

 それぞれのひ ８０めい 

 

・ しきゅうがん けんしん 

   ・１／１９（きん）、２／９（きん）、３／５（げつ）、 

 ３／１６（きん） ・・・ごご 

 ・７００えん 

  ・２０さい いじょうの じょせい  

 それぞれのひ ８０めい 

 

 


