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グローバル かしば ほんやく 

 

Special Medical Checkup 

 

● Individual Medical Checkup:  

Please reserve a designated medical institution and 

receive a medical examination. 

♦Examination Deadline : 2018. 1.31 (Wed.) 

♦Eligible : Age from 40 to 74. 

♦Examination Expenses : \1,000 

♦What to bring : National health insurance card 

 Examination expenses,  Examination card, 

  Question card 

 

● Group Medical Checkup:  

Please reserve to the Public Health Center by 

phone and receive a medical examination there. 

♦Examination Date : 2018. 2. 4 (Sun.) 

 2018. 2.18 (Sun.) 

♦Eligible : Age from 40 to 74. 

♦Quota : 240 / Each day 

♦Examination Expenses :  

Special medical checkup \1,000 

Stomach cancer checkup \1,000 

Lung cancer checkup  \300 etc. 

♦What to bring : National health insurance card 

 Examination expenses,  Examination card, 

 Question card 

♦Information : Public Health Center ☎77－3965 

 

 

とくてい けんこう しんさ 

 

● こべつ けんしん 

けんないの してい いりょう きかん に ごじしんで 

よやくし、 じゅしん してください。  

♦じゅしんきかん：2018 ねん 1 がつ 31 にち (すいようび) 

♦たいしょう ： 40 さい ～ 74 さい 

♦じゅしん ひよう ： 1,000 えん 

♦もってくるもの ： こくみん けんこう ほけんしょう 

  じゅしんひよう、 じゅしんけん、  

しつもんひょう 

 

● しゅうだん けんしん 

ほけんセンターに でんわ で もうしこみ、つぎの にちじに 

ほけんセンターで、 じゅしん してください。 

♦じゅしび ： 2018 ねん 2 がつ 4 にち (にちようび) 

  2018 ねん 2 がつ 18 にち (にちようび) 

♦たいしょう ： 40 さい ～ 74 さい 

♦ていいん ： かくひ 240 めい 

♦じゅしん ひよう ：  

とくてい けんしん  1,000 えん 

いがん けんしん  1,000 えん 

はいがん けんしん  300 えん など 

♦もってくるもの ： こくみん けんこう ほけんしょう 

  じゅしんひよう、 じゅしんけん、  

しつもんひょう 

♦といあわせさき ： ほけんセンター ☎77-3965 
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Out-of-Hours Medical Services 

 

Internal/pediatrics/dentist 

● Katsuragi Emergengy Clinic:  

Teｌ: 22-700３ 

Address: 1-45, Nishimachi, Yamatotakada-shi 

Reception days: Sundays/Holidays/Dec.29-Jan.3  

Reception hours: 8:30-11:30, 13:00-15:30, 

17:30-20:30 

(Dental service closes at 15:30) 

What to Bring:  Health Insurance Certificate, 

Medical Certificate, Fee 

 

● Kashharasi Holiday and night time 

emergency clinic 

Tel: 0744-22-9683 

Address: 9-1 Unebi-cho Kashihara-shi 

Reception days and hours: Everyday 

(11:30pm-5:30am) 

Service: Pediatrics 

What to Bring: Health Insurance Certificate, Medical 

Certificate, Fee 

 

Pediatric Consultant 

Tel (via touchtone/cell phone):  #8000 

Tel: 0742-20-8119 

For children aged less than 15 years old 

Available hours: 

Weekday: 18:00-8:00 

Saturday: 13:00-8:00 

Sunday/holidays/Dec 29-Jan 3: 8:00-8:00 

 

Others 

●Nara Emergency Medical Consultant(24hrs):  

Tel (via touchtone/cell phone):  #7119 

Tel: 0744-20-0119 

 

● Nara Medial Website: http://www.qq.pref.nara.jp/ 

 

 

きゅうじつ しんりょうじょ・でんわ そうだん 

 

ないか・しょうにか・しか 

● かつらぎちく きゅうじつ しんりょうじょ 

でんわ： ２２-７００３ 

ばしょ： やまとたかだし にしまち １-４５ 

（やまとたかだし ほけんセンター１Ｆ） 

あいている ひ： にちよう・さいじつ・12/29-1/3 

じかん： ８:３０-１１:３０, １３:００-１５:３０, １７:３０-２０:３０ 

（はいしゃ １５:３０まで） 

もちもの： ほけんしょう、 いりょうしょう、 しんさつりょう 

 

 

● かしはらし きゅうじつ やかん おうきゅう しんりょうじょ 

でんわ： ０７４４－２２－９６８３ 

ばしょ： かしはらし うねびちょう ９－１ 

うけつけにちじ： まいにち（ごご１１：３０－ごぜん５：３０） 

しんりょうかもく： しょうにか 

もちもの： ほけんしょう、 いりょうしょう、 しんさつりょう 

 

 

 

 

こども きゅうきゅう でんわ 

ぷっしゅかいせん・けいたいでんわ から： #８０００ 

でんわ・IP でんわ： ０７４２-２０-８１１９ 

たいしょう： １５さい みまんの こども 

そうだんにちじ： 

げつようーきんよう： １８:００-８:００ 

どよう： １３:００-８:００ 

にちよう・しゅくじつ・１２/２９-１/３:  ８:００-８:００ 

 

そのた 

●ならけん きゅうきゅう あんしんセンター： 

ぷっしゅかいせん・けいたいでんわ から #７１１９ 

でんわ：  ０７４４-２０-０１１９ 

 

●なら いりょう じょうほう ネット 

http://www.qq.pref.nara.jp/ 
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SNOW EXPERIENCE FAMILY Ｔour 
Date: Feb. 3 (Sat.) 

* Meet at 6:45a.m. in the south parking lot of 

 the City Hall 

* Return to the City Hall around 6:00p.m. 

Place: WoodypalYogoMt.Ako (Nagahama city,  

  Siga pref.) 

Those eligible: Families including elementary school 

&junior high school studentsliving in Kashiba.  

* Group of only under 20year-old cannot join. 

Activities: Sleighing and making snow statues. 

* Skiing and snowboarding are not allowed. 

Available Seats: 80 people  

* If applicants are over 80, to be decided by lot. 

Fee: \1,200 for junior high school and up  

 \1,000 for elementary school 

  (Including entrance fee) 

* Please bring your own lunch. 

Application and Information: 

Apply to Seisyonen Center (add. as under) 

 with double post card by Jan. 3 (Wed.) 

writing all the participants names, address, 

their school name, grade, age, gender and phone 

number. 

(Can apply 1 family at the most by 1 post card.) 

* Due to a bad weather or no snow etc., suspending 

 tour may behappened. 

Seisyonen Center: 

〒 639-0231 2-1-12 Shimoda-nishi, Kashiba City 

Tel. 78-6661 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファミリーツアー ゆき たいけん 

ひにち： ２がつ ３にち（どようび） 

* しゅうごう： あさ ６：４５ふんに しやくしょ みなみがわ 

ちゅうしゃじょう 

* きちゃく： ごご ６じごろの よてい 

ところ： ウッディパルよご あこやま （しがけん ながはまし） 

 

たいしょう： かしばしに すんでいる しょうがくせい、 

 ちゅうがくせいを ふくむ かぞく 

* みせいねんしゃ だけの さんかは できません。 

ないよう： ソリあそびや せつぞう づくり 

* スキーや スノーボードは できません。 

ていいん： ８０めい 

* おうぼしゃが おおい ばあいは ちゅうせんです。 

ひよう： ちゅうがくせい いじょう \１，２００ 

しょうがくせい \１，０００ 

 （にゅうじょうりょうを ふくみます。） 

 * ちゅうしょくは かくじ もってきてください。 

もうしこみ/といあわせ： 

 せいしょうねんセンターへ おうふくはがきに さんかする 

 ひと ぜんいんの じゅうしょ、なまえ、ねんれい、がっこ 

 うめい、がくねん、せいべつ、でんわばんごうを かいて 

 １がつ３にち（すいようび）までに もうしこんで  

ください。  

（１まいの はがきにつき １かぞくまで） 

* あくてんこうや ゆきのない ばあい などは、ちゅうしする 

 ばあいが あります。 

 せいしょうねんセンター 

〒639-0231 しもだ－にし 2-1-12 

 Tel. 78-6661 
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Christmas Mini Concert at Seika Mammy 

Room 

 

Date: 15th December (Fri.)  

 10:00AM  

 (Doors open 30 minutes before) 

Place: Seika Kindergarten 

 (4-958 Ousaka) 

Those eligible: Children aged 0-3 years old with 

parents 

Program: Brass emsemble quintet concert. 

Cost: 500yen (Usage fee of Mammy room) 

  * The first time is free. 

Application: By telephone  

Deadline: 14th December (Thu) 

Information: Seika Kindergarten 

 Tel 0745-77-8900 

 

 

 

Ouchi no Kouen (Playground at Home) 

 

☆ Baby Massage 

* Date & Time: 1/19 (Fri.) 10:00a.m. ～ 11:30a.m. 

* Place: Sogo Hukushi (General Welfare) Center 2F 

* Those eligible: guardians and under about  

 2～6-month-old babies. 

* Numbers: 10 pairs  

* Contents: Massaging with oil. 

* Fee: Free  ☆baby-sitter  available  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せいか マミールーム の  

クリスマスコンサート 

 

ひにち： １２がつ １５にち （きんようび） 

じかん： １０：００ 

 （かいじょう ９：３０） 

ばしょ： せいか ようちえん 

 （おうさか ４－９５８） 

たいしょう： ０～３さい の こども と おや 

ないよう： きんかんごじゅうそう による アンサンブルコ

ンサート 

ひよう： ５００えん （マミールーム りようりょう） 

 （はじめて マミールーム を りよう する かたは 

むりょう） 

 もうしこみ： でんわ で もうしこんでください。 

 しめきり： １２がつ１４か（もくようび） 

といあわせ： せいか ようちえん  

 ０７４５－７７－８９００  

 

 

おうちのこうえんぎょうじ 

 

☆ ベビーマッサージ 

* にちじ： １/１９ (きんようび) １０じ ～ １１じ３０ぷん 

* ばしょ： そうごう ふくし センター ２かい 

＊ たいしょう： ほごしゃと ２～６かげつ くらいまでの ベビ

ー 

＊ ていいん： １０くみ 

* ないよう： オイルを つかって マッサージを します。 

* ひよう： むりょう ☆たくじ あります。  
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How to apply: 

By e-koto Nara e-tele applying Home-page 

(https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/) please 

apply in-putting necessary matters. 

* Application: must arrive during  

  12/11 (Mon.) ～ 12/22 (Fly.) 

 

 

 

Address to apply & Information:  

Sogo Fukushi (General Welfare) Center,  

Kosodate Siensitu (Child Care Support Room)  

374 – 1 Ousaka 1 cho-me 〒639-0251 

Tel.: 79-7522 

 

 

 

 

★ Year-end & New Year Guide 

 Schedule for Garbage Pickup 

 

●Combustible Garbage “Extra-pickup” 

Date of year-end extra-pick up 

A large amount of garbage is produced at every end 

of the year.  We have a special schedule as below. 

Please reassure the date and district of garbage 

pickup in “Garbage Calendar” and avoid misdate or 

delay so that we can collect them without any 

trouble. 

▶Information ・ Waste Collection Center  

☎77-4189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もうしこみ ほうほう 

e-こと なら でんししんせいホームペ

(https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/) で 

ひつような じこうを にゅうりょくし、もうしこみ 

ください。 

＊ もうしこみ きかん： １２/１１（げつようび） ～ 

１２/２２（きんようび） ひっちゃく。 

 

 

もうしこみ ＆ といあわせさき： 

〒６３９－０２５１ おうさか １ ちょうめ ３７４－１ 

そうごう ふくし センター こそだて しえんしつ 

☎ ７９－７５２２ 

 

 

 

 

 

★ ねんまつ ねんし ガイド 

ごみ の しゅうしゅう にってい 

 

●もえるゴミ「とくべつ しゅうしゅう」 

ねんまつ とくべつ しゅうしゅうび 

 ねんまつは ゴミの おおい じきと なります。つうじょうの 

しゅうしゅうようびとは ことなり、したのひょうのとおり とくべ

つの しゅうしゅうびと なっています。  

スムーズな しゅうしゅうが おこなえるよう、しゅうしゅうび

の まちがいや だしおくれの ないよう ゴミカレンダーを さ

いど ごかくにん ください。 

▶といあわせさき しゅうしゅうセンター ☎77－4189 
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School District 12/28(Thu.) 12/29(Fri.) 

Shimoda ○ × 

Goido ○ × 

Mamigaoka-nishi ○ × 

Mamigaoka-higashi ○ × 

Kamada ○ × 

Mitsuwa × ○ 

Nijo × ○ 

Sekiya × ○ 

Shizumi × ○ 

Asahigaoka × ○ 

 

●Bulky / Combustible Garbage  

Deadline of acceptance for Pickup in 2016 

December 19th (Tues.) 

 

【How to dispose】 

 Call the Telephone Request Center to arrange for 

pickup. 

 ◆Telephone number : ☎７７－１１９９ 

◆Time for Request : 9:00 ～16:00 from Monday 

 through Friday, except year-end and New Year 

holidays  

◆Quantity & Times of Pickup : Up to 6 items for 

one time per household, per month 

 

 

 

＊We receive numerous phone calls in December.  

 Please avoid calling on Monday morning ， 

 because it is the busiest time. 

＊Telephone requests by landlords of rental 

apartments or buildings are not accepted.  Please 

apply to City as general waste by business and 

bring it by yourself.  

▶Information ・Waste Collection Center 

 ☎77-4189 

 

 

 

しょうがっこう く 12/28(もく) 12/29(きん) 

しもだ ○ × 

ごいどう ○ × 

まみがおかにし ○ × 

まみがおかひがし ○ × 

かまだ ○ × 

みつわ × ○ 

にじょう × ○ 

せきや × ○ 

しずみ × ○ 

あさひがおか × ○ 

 

●そだいゴミ・もえないゴミ 

ねんない しゅうしゅう の うけつけ しめきり

び１２がつ１９にち（かようび） 

 

【だしかた】 

 でんわリクエストうけつけセンターに でんわし、 しゅうし

ゅうを いらい してください。 

 ◆でんわばんごう ☎７７－１１９９  

 ◆でんわ うけつけ じかん ９じ～１６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・こすう 

 １せたいに つき つき１かい ６てんまで  

 

 

 

＊１２がつは でんわが こみあいます。 とくに げつようび 

 の あさは たいへん こみあいますので、なるべく じか

んを ずらして でんわして ください。. 

＊ちんたいマンションなどの、オーナーとしての でんわリクエ 

ストしゅうしゅうは できません。 じむけいゴミとして しやく 

しょで しんせいご、 じこはんにゅう してください。 

 

 ▶といあわせさき しゅうしゅうセンター 

 ☎７７－４１８９  
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●Own Carriage of Trash and Waste 

 

Last Day to Accept Garbage in 2017 

December  29 (Fri.)  

☆Own carriage into the incineration plant is also 

available on December 29th(Fri.).  Please make an 

arrangement by 28th (Thur.) to carry by yourself on 

December 29th (Fri.)  

☆In 2016 the service will be resumed on January 

4th (Wed.) 

【How to dispose】 

When a large amount of garbage is generated in 

moving or housecleaning,, you can carry it by 

yourself into the incineration plant (Mino-en, 615 

Ninji) 

◆How to register 

Make an application to Shimin-Eiseika, City Hall 

Health and Medical Division beforehand.  Make 

sure to bring your personal seal and a number of 

your car which you use to carry garbage in.  

◆Available date and time  

 From Monday to Friday  13:30～16:30  

◆Charge for acceptance 

 Garbage up to 100kg is free of charge.  108 yen 

will be charged for every 10kg over 100kg. 

 ＊General waste by business activities is excluded. 

▶Information City Hall Health and Medical 

 ☎44-3306 

 

 

●Service of Adopting Cats and Dogs to be 

Suspended during the Year-end and New Year 

Holidays 

◆Period of suspension 

 December21（Thur.）～January 3(Wed.) in 2018 

▶Information 

・ City Hall Health and Medical Division  

  ☎ 44-3306 

 ・ Central Nara Public Healthcare Center 

 ☎0744－48－3033 

●ゴミの じこはんにゅう 

 

ねんない さいしゅうの はんにゅう かのうび 

１２がつ２９にち（きんようび）  

☆１２がつ２９にち（きんようび）も とくべつに はんにゅう 

かのうと なっています。 ただし、１２がつ２９にち（きんよ

うび） はんにゅうする ばあいは、 かならず２８にち（もく

ようび）までに てつづき してください。 

☆ねんしは １がつ４にち（もくようび）から はんにゅう かの

うに なります。 

【だしかた】 

そうじや ひっこしで たりょうのゴミが でたばあいなどに、

こじんで しょうきゃくじょう（みのえん：にんじ６１５）へ もち

こみ できます。 

 

◆はんにゅう てつづき 

  いんかんと はんにゅうじの 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～きんようびの ごご１じ３０ぷん～４じ３０ぷん 

◆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 

＊ただし、じぎょうけい の ゴミは ことなります。 

▶といあわせさき 

 しやくしょ しみん えいせいか 

 ☎４４－３３０６ 

 

 

●いぬの ほかく・いぬねこの ひきとり ぎょうむ

ねんまつ ねんしの きゅうぎょう 

 

◆ほかく・ひきとり ぎょうむ きゅうし きかん 

  １２がつ２１にち（もくよう）～へいせい３０ねん１がつ３にち

（すいようび） 

▶といあわせさき 

 ・ しやくしょ しみん えいせいか ☎４４-３３０６ 

 ・ ちゅうわ ほけんしょ せいかつ えいせいか 

 ☎０７４４－４８－３０３３ 
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●Kashiba Donzurubo Hot Spring to be closed 

during the year-end and New Year holidays. 

◆Non-business period  

December 28th（Thur.）～January 4(Thur.) in 2018 

◆Information ： City Public Healthcare 

CenterSocial Welfare Division ☎79-7151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE & ENVIROMENT 

Do not flush the oil used 

 into kitchen sink ！ 

 

If you drain the oil or garbage used in the kitchen 

directly into the drain port, the oil will solidify in the 

sewage pipe and cause clogging. 

If the pipe becomes clogged, there is a danger of 

causing a backlash of foul odor and sewage 

Dispose of it as burnable garbage, either for 

collection of waste cooking oil or hardened with a 

processing agent, even with a small amount of oil 

absorbed in newspaper. 

For eating and drinking establishments that use a lot 

of oil, clean the grease hinder regularly, and dispose 

of the removed fats as industrial waste 

 

 

 

 

 

●かしば・ どんずるぼう おんせん ねんまつ ねんしの  

きゅうぎょう 

◆きゅうぎょう きかん  

１２がつ２８にち（すい）～へいせい３０ねん１がつ４にち（もく） 

◆といあわせさき そうごう ふくし センター 

 しゃかい ふくしか ☎７９－７１５１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せいかつ・かんきょう 

だいどころで しようした あぶら を  

すながさないで ! 

 

だいどころで しようした あぶら や なまごみ を はいすい

ぐち そのまま ながすと、おすいかんの なかで あぶらが 

かたまり、つまりの げんいんに なります 。 

かんが つまると、あくしゅうや おすいの ぎゃくりゅうを ま

ねく おそれが あります。 

はいしょくよう あぶらの かいしゅうに だすか または しょ

りざいで かためる、しょうりょうの あぶら でも しんぶんし

に きゅうしゅう するなど してもえるごみ として しょぶん 

してください。 

あぶらを たいりょうに つかう いんしょくてん などは、グリ

ースそしゅうき を ていきてきに せいそうし、とりのぞいた 

ゆしは さんぎょうはいきぶつ として しょぶんしてください。 
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☆We collect waste edible oil. 

Recovered oil is reused as biodiesel fuel for public 

vehicles. 

Recoverable oil.   

canola oil, soybean oil, corn oil, sesame oil, sunflower 

oil, safflower oil, olive oil.  (No motor oil) 

❇WE also collect oil that has expired 

How to dispose.：Pour oil into a can or jar with a lid, 

put it in a recycling box at the following sites. 

Drop off sites: City hall 1F Shimin Eisei Dept / 

Entrance of City Hall / Sogo Fukushi Center, Waste 

Management Center (Kokasho 507), City Gym, 

Asahigaoka Stockyard (3-1-1, Asahigaoka) 

For more info, please contact City Water Supply and 

Sewage Department (tel 71-6101) Kashiba City 

Environmental Hygiene Department (ex 132) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆はいしょくようゆ をかいしゅうしています。 

かいしゅうした あぶらは バイオディーゼルねんりょう として

こうようしゃ などで さいりようしています。 

かいしゅう かのうな あぶら 

なたねあぶら、だいずゆ、コーンオイル、ごまあぶら、ひま

わりゆ、べにばなゆ、オリーブオイルなどの、しょくぶつせい

の あぶら  

❇しょうみきげんぎれ の しょくようゆ も かいしゅうします。 

かいしゅうほうほう： ふたの ついたボトルに あぶらを 

いれて かいしゅうボックスに いれてください。 

◉かいしゅう ばしょ： しやくしょ１かいしみんえいせいか

しやくしょいりぐち、そうごうふくしセンター、ゴミしゅうしゅう

センター（ごかしょ５０７）、そうごうたいいくかん、あさひがお

かストックヤード） 

といあわせ： じょうげすいどうぶ すいどうか（７１-６１０１） 

しみんえいせいか（ないせん１３２） 
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December 16（Sat.） 
 
Special project that children can enjoy！ 

We prepare the corner to make and learn for them 

only one day. 

 

○ Futakami  Christmas  Lobby  Concert  

◆Contents: Hand bell, Ocarina classroom, Violin 

 Class room. 

◆Time: 11:00a.m..～(about 1 houｒ) 

◆Place: FutakamiBunkaCenter 1F, Lobby 

◆Admission: free   

 
○Museum Christmas 

◆Time: 9:00a.m.～4:30p.m. 

◆Place: Nijouzan Museum 

◆Those eligible : Elementary school student). 

 (accompanied by a guardian)  
◆Admission : admission fee and material fees 
  (with chocolate grabbing) 

◆For more information: Please see a home page in 

Kashiba city cultural facilities.  

 

 

December 17(Sun.) 

FUTAKAMI CITIZEN’S  OPERA  
22nd PERFORMANCES 
Opera “Love Cunning Medicine” 

  

◆Time: ①11:30a.m.～ 

  ②15:30ｐ.ｍ.～ 

*Doors open half an hour before performance 

◆Place: FutakamiBunkaCenter,1F  Citizen’s hall 

◆Admission: Advance ticket  3,000yen 

 Same-day ticket  3,500yen 

◆Tickets：Tickets are now on sale at Futakami 

BunkaCenter 

◆Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：Futakami  Bunka Center 

（☎77-1000） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２がつ１６にち（どようび） 
 

こどもたちに たのしんで もらえる とくべつ きかく ！ 

つくる。まなぶ コーナーも 一にち げんていで ようい 

しています。 

 

○ふたかみ クリスマス ロビー コンサート 

◆ないよう： ハンドベル、 オカリナきょうしつ 

 バイオリンきょうしつ 

◆じかん：ごぜん １１じ～ （やく 1 じかん） 

◆ばしょ：ふたかみ ぶんか センター 1 かい ロビー 

◆かんらん：むりょう 

 

○はくぶつかん の クリスマス 

 

じかん：ごぜん９～ごご４じ３０ぷん 

ばしょ：にじょうざん はくぶつかん 

たいしょう： しょうがくせい 

 （ほごしゃ どうはん） 

りょうきん：にゅうかんりょう、べっと ざいりょうひ 

 （チョコ の つかみどり つき） 

くわしくは：かしばしの ぶんか しせつ のホームページを 

 ごらん ください。 

 

 

１２がつ１７にち（にちようび） 

ふたかみ しみんオペラ  

だい２２かい こうえん 

 オペラ 「あい の みょうやく」 

 

じかん：①ごぜん 11 じ～ 

 ②ごご３じ３０ぷん～ 

 ❇かいじょう こうえん ３０ぷん まえ） 

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 ３０００えん 

 とうじつけん ３５００えん 

チケット：ふたかみ ぶんかセンター まどぐち にて 

 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,  Nijouｚan Museum , Central Community Center 

かしばし ぶんかしせつ、 にじょうざん はくぶつかん、ちゅうおう こうみんかん 
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About the Public Health Center 

✤Application：at Public Health Center ☎77-3965 

・  Health gymnastics class  

 ・12/25(Mon.), 1/29(Mon.) 

  ・10:00a.m.-11:30a.m. 

  ・at the general welfare center 

  ・please bring：towel, drink 

 

・ PreMama classroom（consists of 2 lectures） 

  ・1/9(Tue.), 1/19(Fri.) 

・・・10:00a.m.-11:45a.m. 

 ・ at the public health center 

 ・Pregnant woman(second trimester) and  

 the family・・・20people 

 ・Please bring ：maternity record book, 

writing utensils 

 ✥Application: by telephone 

 

・  Let's master stretch 

 ・1/16(Tue.) 2:00p.m.-3:00p.m.  

 ・1/30(Tue.) 10:00a.m.-11:00a.m.  

  ・at the public health center  

 ・20 years and over ・・・20people 

 ・please bring ： towel. drink 

 ✥Application ： by telephone 

 

 

 

 

・  Periodontitis check-up 

 Pregnant woman tooth check-up 

 ・1/18(Thursday)  

 1:00p.m.-3:30p.m. [reservation only] 

 ・ at the public health center  

 ・Those eligible : 20years old and over or 

 pregnant woman 

 ・・・8people each time  

  ・Of the physical condition when is stable, please 

receive it. 

  ・Please bring ：health record book,  

 maternity record book 

 ✥Application : by telephone 

 

 

 

 

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 

・   けんこうたいそう きょうしつ 

 ・１２／２５（げつ）、１／２９（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 

 

・ プレママ きょうしつ（ぜん２かい） 

  ・１/９（か）、１/１９（きん） 

・・・ごぜん１０じ～１１じ４５ふん 

 ・ほけんセンター 

  ・にんぷ（あんていき いこう）と そのかぞく・・・２０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 

 

・ ストレッチを マスターしよう  

 ・１/１６（か） ごご２じ～３じ 

 ・１/３０（か） 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 

 

 

 

 

 

・  ししゅうびょう けんしん、 にんぷ しか けんしん 

  ・１/１８（もく）  

 ごご １じ〜３じ３０ぷん [じかん よやくせい] 

  ・ほけん センター 

 ・たいしょう：２０さい いじょう または 

 にんしんちゅうの かた 

 ・・・かく じかん ８めい  

・たいちょうの あんていしているとき うけてください。 

 ・ほけん センター 

   ・もってくるもの：けんこうてちょう、ぼしてちょう 

✤でんわで もうしこんで ください 
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・ Parent and child Tooth brushing ｃlass   

 ・1/18(Thu.)  

 ・at the public health center 

    ①10:00a.m.-10:30a.m.  

 ②10:45a.m.-11:15a.m. 

  ・2yrs old’s ＆ parent ・・・10sets 

 ・Please bring ：writing utensils,  

  maternity record book  

  cup, towel, toothbrush 

 ✥Application ： by telephone     

 

 

 

・  Blood donation 

 ・1/22(Mon.)    

  ・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 

 

・ Healthy Cooking 

  ・1/30(Tue.)  

 ・9:30am-12:00pm 

  ・the general welfare center 

 ・25 people 

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

writing utensils  

 ・500 yen 

 ✤Application： by telephone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ はぴか きょうしつ 

 ・１／１８（もく）  

 ①ごぜん１０じ～１０じ３０ぷん 

   ②ごぜん１０じ４５ふん～１１じ１５ふん 

  ・２さいじと ほごしゃ・・・１０くみ 

 ・ほけんセンター 

 ・もってくるもの：ぼしてちょう、ひっきようぐ、コップ、 

 タオル、はブラシ 

  

 ✥ でんわで もうしこんで ください 

 

 

・  けんけつ 

    ・１/２２（げつ） 

 ・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 

 

・  りょうり こうしゅうかい 

   ・１/３０（か） 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 
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 Storytelling for children       

 

① 12/23 (Saturday) 

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

  

Place: the storytelling room at the library 

 

 

Reading for 0・1 year-olds 

 

◆ 12/15 (Friday) 

 ✿10:30-10:50 a.m.  

 ✿11:00-11:20 a.m. 

 

Place: the storytelling room at the library 

 

 
 
Recitation for adults 

◆ 12/22 (Friday) 

 ✿10:00a.m.～11:00 a.m.  

  

Place：Meeting room 

 

 

Storytelling for adults 

 

◆ 12/19 (Tuesday) 

  ✿11:00 a.m.-12:00 p.m.  

 

Place: the storytelling room at the library 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

としょかん おはなし かい      

 

① １２/２３ （どようび）   

✿ごご３：００～ ３：３０ （３さい いじょう） 

  

ばしょ：おはなししつ 

 

 

よちよち たいむ（ ０・１さい） 

 

 ◆ １２／１５ （きんようび） 

 ✿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 

 ◆ １２／２２ （きんようび） 

✿ ごぜん１０：００～１１：００  

 

ばしょ：かいぎしつ 

 

 

おとなの おはなしかい 

 

◆ １２／１９ （かようび） 

 ✿ごぜん１１：００～ごご１２：００    

 

ばしょ：おはなししつ 
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 Consultation corner 
・  Legal advice 

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

  City Hall 2F, The first 8 arrivals 

 ✥ Application: by telephone ( extension474 ) 

・  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.-3:00p.m. 

   Sougou Fukushi Center ☎76-2001(173 ) 

・  Children’s problems  

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

 Sougou Fukushi Center  

  ✥Jidou fukushi ka ☎ 79-7522 

・  One-parent family advice 

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

 Sougou Fukushi Center  

 ✥ Jidou fukushi ka ☎ 79-7522 

・ Child abuse advice  

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

 Sougou Fukushi Center  

 ✥ Jidou fukushi ka ☎ 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・だい４（すいようび）ごご１じ～４じ２０ふん 

しやくしょ２かい、 せんちゃく ８めい  

 もうしこみ：しやくしょ ☎７６－２００１ （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  

✥しゃかい ふくし きょうぎかい ☎７６－７１０７  

・ じんけん 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  

✥しみん きょうどうか☎７６－２００１（ないせん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 

✥じどう ふくしか ☎ 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 

✥じどう ふくしか ☎ 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 

✥じどう ふくしか ☎ ７９－７５２２ 

・ ふとうこう でんわ そうだん ☎４４－３３３４ 

だい 1・だい３（すいようび）・・ごぜん９～しょうご 

✥がっこう きょういくか （※でんわそうだん のみ） 

・ きょういく そうだん  

げつようび～きんようび、 しやくしょ ☎４４－３３３４ 

 ごぜん８じ３０ぷん～ごご５じ１５ふん 

・   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 


