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ＫＡＳＨＩＢＡ ＣＩＴＹ ＭＯＮＴＨＬＹ 

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

かしばし こんげつの おしらせ 
 

February 2018 

2 がつ 

Translated by Global Kashiba 

グローバル かしば ほんやく 

 

～Let us enjoy～ 

New Sports Day 

Date & Time : March 11 (Sun.) a.m.9:30-12:00 

Place : Kashiba Gymnasium 

Events :  

* Air Trampoline (3 years old～Schoolchild) 

* Trampobics (Adult) 

* Body Trunk Fitness (Adult) 

* Badminton (Without age restriction) 

Guardian accompanying below the schoolchild 

Instructor : Professional instructor 

What to bring :  

* Indoor shoes, Towel and Drink etc. 

What to wear :  

*The clothe which is easy to move 

Fee : Free 

Application and Information : 

Apply at a counter or telephone directly 

  until March 2 (Fri.) 

Lifelong Learning Division  Tel. 44-3339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～みんなで楽しく～ 

ニュースポーツデー 

ひにちじ ： 3/11（にちようび） a.m.9:30-12:00 

ところ ： そうごう たいいくかん 

しゅもく ：  

* エアートランポリン (3 さい～しょうがくせい) 

* トランポビクス (せいじん) 

* たいかん フィットネス (せいじん) 

* バトミントン (ねんれい せいげんなし) 

しょうがくせい いかは ほごしゃ ひつよう 

こうし ： せんもん の しどういん 

もってくる もの ：  

* うわぐつ、タオル、のみもの など 

きてくる もの ：  

* うごきやすい ふくそう 

ひよう ： むりょう 

もうしこみ/といあわせ： 

 まどぐち または でんわで ちょくせつ 3/2（きんようび） 

 までに もうしこんで ください 

 しょうがい がくしゅうか  Tel. 44-3339 
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Yamato Mahoroba Walking 

～Tour places associated with Sumo 

and historical old temples 

Date & Time : March 11 (Sun.)  

Start at a.m.9:30-10:30 

Performed even in rainy weather 

(Cancelled in stormy weather) 

Meeting Place : Kintetu Nijyou Station south 

Fee : Free 

What to bring :  

* Lunch, Drink, Rainwear etc. 

Information Center : 

Sakurai-city Sightseeing Community building 

    Division   Tel. 0744-42-9111 

 

 

 

 

The dolls displayed at the Girls' Festival 

made with folding paper 

Date & Time : Feb. 24 (Sat.) a.m.10:00-12:00 

Place : Central Community Center  

First training room 

Those eligible:  

Elementary school student who lives in Kasiba 

   (Possible to be accompanied by a guardian) 

Available Seats: 20 people  

* If applicants are over 20, to be decided by lot. 

Activities: Making dalls displayed at the Girls' Festival 

       with folding paper. 

Instructor : Professional instructor 

Fee : \200 (The material cost) 

Application and Information: 

Apply to Central Community Center  

〒639-0231 Shimodanisi 3-7-5  ☏77-4981 

by Feb. 5 (Mon.) writing participants address, name,  

age, gender and phone number. 

 

 

 

やまと まほろば ウォーキング 

～すもう うかりのち  

と こさつ をめぐる 

ひにちじ ： 3/11（にちようび）  

a.m.9:30-10:30 のあいだで しゅっぱつ 

うてん けっこう 

      (こうてん ちゅうし) 

しゅうごう ばしょ ： きんてつ にじょう えき みなみ 

ひよう ： むりょう 

もってくる もの ：  

* ちゅうしょく、のみもの、あまぐ など 

といあわせ さき： 

 さくらいし かんこう まちずくりか 

             Tel. 0744-42-9111 

 

 

 

 

おりがみ で つくる 

おひなさま 

ひにちじ ： 2/24（どようび） a.m. 10:00-12:00 

ところ ： ちゅうおう こうみんかん  

だいいち けんしゅうしつ 

たいしょう：  

かしばしに すんでいる しょうがくせい、 

              (ほごしゃ どうはん かのう) 

ていいん： ２０めい 

* おうぼしゃが おおい ばあいは ちゅうせん 

ないよう： おひなさまを おりがみで つくる 

 

こうし ： せんもん の しどういん 

ひよう ： \200 (ざいりょうだい) 

もうしこみ/といあわせ： ちゅうおう こうみんんかん 

 〒639-0231 しもだにし 3-7-5  ☏77-4981 へ  

2/5(げつようび)までに さんかする ひとの じゅうしょ、 

なまえ、ねんれい、せいべつ、でんわばんごうを かいて 

もうしこんで ください。   
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Life & Environment 

Ｈｏｗ ｔｏ ｄｉｓｐｏｓｅ ｔｈｅ garbage. 

 

★Items of recyclable home applianceｓ 

Refrigerators, freezers, air-conditioners, televisions, 

washing machines and clothes driers are obliged to 

be recycled by the Home Appliances Recycle Law.. 

Since Kashiba city does not collect them, dispose 

them according to the following 1 to 3. 

➊Ask either the shop you bought the item at, where 

you will buy the new one at, to collect it. 

➋Call the telephone request center. 

You can ask the Telephone Request Center （☎

77-1199）to connect with Kaden Recycle Kyokai to 

dispose the items.  However ， collection and 

transport charge are necessary in addition to the 

recycle fee. 

➌Bring the items by yourself to one of the following 

designated places . Make sure the maker and the size, 

and purchase Recycle Tickets at post office in 

advance.  

【Designated Place】 

・ Sagawa, Gose branch 

 166-24-2 Shiroyamadai Gose 

Tel. 0745-66-2011 

・ Makoto unyu 

49-1 Nagura Kawai-cho 

 Tel. 0745-58-3277 

 

★Personal computers 

Personal computers are voluntary recalled 

products by computer manufacturers.  Since 

Kashiba city do not help disposing, ask the 

manufacturer of the computer you want to dispose. 

  When you assembled the computer by yourself or 

do not know the manufacturer, call Pasokon 3R-

Suishin center, tel. 03-5282-7685.   

 

 

    

せいかつ ・ かんきょう 

このゴミ どう しょぶんする？ 

 

★かでんリサイクルひんもく の しょぶんほうほう 

れいぞうこ・れいとうこ・エアコン・テレビ・せんたくき・いるい

かんそうき は、かでん リサイクル ほう により リサイクル

が ぎむ づけられています。 

 し では しゅしゅう できません ので、つぎの ①～③ 

の いずれかの ほうほう で しょぶん してください。 

➊こうにゅうてん、または かいかえするみせ に ひきとりを

いらいする。 

➋でんわ リクエストセンターに もうしこむ。 

でんわ リクエストセンター（☎７７-１１９９） から かでん 

リサイクル きょうかい に とりつぎします。 ただし、リサイク

ルりょうきん いがいに、 しゅうしゅう うんぱん りょうきん 

など が ひつようです。 

➌ごじしん で してい ひきとりばしょ に はんにゅうする。 

 じぜんに メーカー、サイズ を かくにん の うえ、ゆうび

んきょく で リサイクルけん を こうにゅうし、つぎの してい 

ひきとり ばしょ に はんにゅう してください。 

 

【していひきとりばしょ】 

・ さがわきゅうびん（かぶ） ごせ してん  

ごせし しろやまだい １６６－２４－２ 

☎０７４５―６６―２０１１ 

・まこと うんゆ（かぶ） 

かわいちょう おおあざなぐら ４９－１ 

☎０７４５―５８―３２７７ 

 

★パソコン の しょぶんほうほう 

パソコン（ほんたい・モニター）は、メーカー の じしゅ か

いしゅう と なっています。 し では しゅうしゅう できませ

ん ので、おもちの パソコン の メーカー に れんらく し

てください。 

ただし、じしん で くみたてた パソコン や メーカー 

が わからない ばあい は、パソコン３Ｒすいしんセンター

（☎０３―５２８２―７６８５）に といあわせ ください。 
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Child Rearing Allowance , 
Special  Child Rearing Allowance 
For each a l lowance app l icat ions 

must be submitted in person.  
Do not forget to c la im.  
 

1 .  Ch i ld  Rear ing  A l lowance 
E l i g ib i l i t y :  S ing le  mothers  or  fathers  by 
d ivorce  or  e tc  who take  care  o f  the  
ch i ldren .   
★Need to meet  income or  assets  
qua l i f i cat ions  to  rece ive .  

 
●for  examp le ,  month ly  a l lowance i f  

you  have one ch i ld :  
Comp lete  benef i t…42 ,290yen 
Part ia l  benef i t…9,980yen to  
42 ,280Yen 

Add i t iona l  a l lowance for  second 
ch i ldren 

Complete  benef i t…9,990yen 
Part ia l  benef i t…9,980yen to  
5 ,000Yen 

Add i t iona l  a l lowance for  th i rd  
ch i ldren 

Complete  benef i t…5,990yen 
Part ia l  benef i t…5,980yen to  
3 ,000Yen 

 
*The Part ia l  benef i t  i s  determ ined by the  
parent’s  income.  
 

 
2 .  Spec ia l  Ch i ld  Rear ing  A l lowance 
E l i g ib i l i t y :   Those who are  ra is ing  a  
ch i ld  under  the  age  o f  20  w i th  e i ther  a  
menta l  o r  phys ica l  d isab i l i t y .  
  

●Month ly  a l lowance  
1 s t  degree :  51 ,450 yen per  ch i ld   
2 n d  degree :  34 ,270 yen per  ch i ld  
 

For  app l icat ion  and fur ther  in fo ,  p ls  
contact :  

Sogo Fukush i  Center ,  J ido  Fukush i  Ka  

(Ch i ld  We l fare  D iv . )   ☎ 79-7522 

 

 

 

 

 

 

じどう ふよう てあて・ とくべつ じどう てあて 

かくてあては、ほんにん からの しんせい が ひつようで

す。 

 

1. じどう ふよう てあて 

りこんなどにより ははおや ちちおや など ひとりが そだ

てて いる ばあい 

（★しょとく せいげんが あります） 

 

●（れい）いっかげつ こども ひとり あたり  

      ぜんぶしきゅう： ４２，２９０えん 

 いちぶしきゅう： ９，９８０ – ４２，２８０えん 

  こども ふたりめの ついか 

      ぜんぶしきゅう： ９，９９０えん 

 いちぶしきゅう： ９，９８０ – ５，０００えん 

  こども３にんめの ついか 

      ぜんぶしきゅう： ５，９９０えん 

 いちぶしきゅう： ５，９８０ – ３，０００えん 

※ いちぶしきゅう は しょとくなどに おうじて てあてがくを 

  けってい します。 

 

2. とくべつ じどう ふよう てあて 

せいしんてき しんたいてきに しょうがい のある ２０さい 

みまんの こどもの いる かた。 

 

●ひとり、いっかげつ 

 １きゅう： ５１，４５０えん 

 ２きゅう： ３４，２７０えん 

 

といあわせ： そうごう ふくし センター じどう ふくしか (お

うさか １ちょうめ ３７４-１/ ☎ ７９-７５２２ 
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February 12 （Mon. National Holiday） 
Marimba and Song Festival. 
 Sing Sing Sing！ 
◆Performer：Yuriko Goto(marimba) 

         Shiro Kusabue(Enka) etc. 

◆Time: 3:00p.m.～ 

*Doors open half an hour before performance 

◆Place: FutakamiBunkaCenter,1F  Citizen’s hall 

◆Admission: Adult 2,000yen . Under High-school 

           Student 500yen 

         (Same day each 500yen plus) 

◆Tickets：Tickets are now on sale at Futakami 

BunkaCenter 

   

March 11（Sun.） 
Readings Drama  Group “YUMU” 

“STORY TELLING for PARENTS  &  CHILDREN  

                ２０１８ Spring Sunday  

◆Time: Mar. 13(Sun) 

           ① 10:30a.m. 

② 2:00p.m.～ 

 *Doors open half an hour before the performance. 

◆Program: Reading Drama//「Three Wishes」 

              「I love for ever」 

                         etc. 

◆Place: Futakami Bunka Center 2F Small Hall 

◆Fee: Free（A priority ticket is necessary） 

◆Quata:50 people each 

＊Priority Tickets ，Please sign up at the counter 

or telephone of Futakami Bunka Center   

.  

 
March25 （Sun.） 

 

Animal Concert enjoyed by everｙone. 
◆Time: 2：00ｐ.ｍ. ～ 

◆Place: Monai Hall 

◆Fee: Free 

※Details will be announced in “Kashiba Monthly 

  Information March issue“ 

 

◆For more information: 

・ Ftakami City Cultural Facilities 

                ☎0745-77-1000 

・Nijousan Museum 

           ☎0745-77-1700 

 

 

 

 

 

２がつ１２にち（げつようび・しゅくじつ） 
マリンバ と うた の さいてん 

    Sing  Sing  Sing ! 

しゅつえん：ごとう ゆりこ（マリンバ） 

        くさぶえ しろう（えんか）ほか 

しかん：ごご３じ～ 

     ❇かいじょう は ３０ぷん まえ 

ばしょ： ふたかみ ぶんかセンター １F しょうホール 

りょうきん： おとな ２,０００えん 

 こうこうせい いか ５００えん 

 （とうじつ かく ５００えん まし） 

チケット：ふたかみ ぶんか センター まどぐちにて 

      はんばいちゅう 

 

３がつ１１にち（にちようび） 

ろうどくげき グループ 『ゆうむ』 

 ２０１８ねん はる にちようび おやこで 

            ものがたり    

にちじ： ３がつ１３にち （にちようび） 
      ① こぜん１０じ３０ぷん ～   

      ② ごご２じ～ 

＊ かいじょうは ３０ぷんまえ。 

◆えんもく： ろうどくげき・・「３つ のねがい」 

「ずっとずっと だいすき だよ」   

◆ばしょ： ふたかみ ぶんかセンター ２かい しょうホール 

◆りょうきん： むりょう（ただし、せいりけんが ひつようです） 

◆ていいん：かく ５０にん 

＊せいりけんは ふたかみ ぶんか センターまどぐち  

     または でんわにて もうしこみ ください。 

 

 

 

３がつ２５にち（にちようび） 

 

みんなで たのしむ どうぶつ コンサート 

◆じかん：ごご２じ～ 

◆ばしょ： モナミホール 

◆りょうきん： むりょう 

※くわしくは 「おしらせばん 3 がつ ごう」 

      でおしらせします。 

 

●おといあわせ： 

  ふたかみ ぶんか しせつ   

      ☎０７４５－７７－１０００ 

 にじょうさん はくぶつかん 

      ☎０７４５－７７－１７００ 

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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PARENTING EVENT 
 

“Ouchi no Kouen (Playground at Home)” 

                                  

★ The Doll’s Festival   

Date & Time: 3/1 (Thur.) 10:00 a.m.～11:30a.m. 

Place: Sogo Fukushi (General Welfare)  

      Center  2F  

Those eligible: Children under elementary school and 

their guardians 

Numbers: 20 pairs 

Contents: Hand-playing,, Contact-playing and making 

a “Hinakazari” 

Fee: Free 

Application period: 2/6(Tue.)～ 2/16(Fri.) 

must arrive 

 

★ Baby Massage with oil 

Date & Time: 3/16 (Fri.) 10:00a.m. ～ 11:30a.m. 

Place: Sogo Hukushi (General Welfare) Center 2F 

Those eligible: under 2-6 month-old babies and their 

guardians 

Numbers: 10 pairs 

Fee: Free 

*Baby-sitter available 

Application period: 2/19 (Mon.) ～ 3/2 (Fri.)  

                must arrive 

 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

How to apply:   

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

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

apply in-putting necessary matters. 

 

Address ＆Phone to ask:  

  Sogo Fukushi (General Welfare) Center,  

  Child Care Support Room,  

  374 – 1 Ousaka 1 cho-me   〒639-0251 

  Tel.: 79-7522 

 

こそだて ぎょうじ 

 

おうちのこうえんぎょうじ 

 

☆ おひな まつり 

* にちじ： 3/1 (もくようび)  10:00 a.m.～11:30a.m. 

* 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 がっこうに まだ  

いってない こども 

＊ ていいん： ２０くみ 

* ないよう： てあそび、ふれあいあそび、 

           ひなかざり を つくります 

* ひよう： むりょう      

* もうしこみ きかん： 2/6(かようび)～  

2/16(きんようび) ひっちゃく 

 

☆ ベビーマッサージ 

* にちじ： 3/16 (きんようび)  10:00a.m. ～ 11:30a.m. 

* 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 

* ひよう： むりょう      

☆たくじ あります。  

* もうしこみ きかん： 2/19(げつようび)～  

3/2(きんようび) ひっちゃく 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

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 ＆ 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 
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 Storytelling for children                               
 

◆ 3/10 (Saturday) 

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

 ✿3:30-4:00p.m 

          (elementary school students and over) 

 

Place: the storytelling room at the library 

 

Reading for 0・1 year-olds 

 

◆ 2/16 (Friday) 

 ✿10:30-10:50 a.m.              

 ✿11:00-11:20 a.m. 

 

Place: the storytelling room at the library 

 

Reading for 2・3 year-olds 

 

◆ 3/3 (Saturday) 

  ✿10:30-10:50 a.m.              

  ✿11:00-11:20 a.m. 

 

Place: the storytelling room at the library 

    

 

 
Recitation for adults 
◆ 3/9 (Friday) 

 ✿10:00a.m.～11:00 a.m.   

  

Place：Meeting room 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

としょかん おはなし かい                   

 

 ◆ ３/１０ （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） 

 

ばしょ：おはなししつ 

 

 

よちよち  たいむ（ ０・１さい） 
 

 ◆ ２／１６ （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 

 

とことこ  たいむ（ ２・３さい） 
 

◆ ３／３ （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 
 ◆ ３/９ （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：at Public Health Center ☎77-3965 

・  PreMama classroom（consists of 2 lectures） 

    ・3/1(Thu.), 3/6(Tue.) 

・・・10:00a.m.-11:45a.m. 

  ・ at the public health center 

     ・Pregnant woman(second trimester) and  

   the family・・・15people 

     ・Please bring ：maternity record book, 

writing utensils 

 ✥Application: by telephone 

 

・   Mini Exercise class  

・3/7 (Wed)  

・10:00a.m.-10:30a.m. 

   ・the public health center 

  ・10 people 

  ・Please bring: drink, towel 

 ・Application：  by telephone  

 

・      Walking class 

   ・3/12(Mon) 

   ・main entrance of the gymnasium    

  ・1:30p.m.  

        ・Please bring: drink, towel 

 (if it rain) indoor shoes 

    ✤Application: not required 

 

・ Parent and child Tooth brushing ｃlass   

     ・3/15(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     

 

・      Health gymnastics class  

      ・3/26(Mon.) 

   ・10:00a.m.-11:30a.m. 

    ・at the general welfare center 

       ・please bring：towel, drink 

   ✤Application: not required 

 

 

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 

・ プレママ きょうしつ（ぜん２かい） 

   ・３/１（もく）、３/６（か） 

・・・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・・・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 

    ・３/７ （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 

 

・   ウォーキング きょうしつ 

   ・３/１２（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 

           （あめの ばあい）うわぐつ 

     ✤もうしこみ ふよう 

 

・ はぴか きょうしつ 

  ・３／１５（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 

 

・     けんこうたいそう きょうしつ 

  ・３／２６（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 

    ✤もうしこみ ふよう 
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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 ☎ 44-3333 

・  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 ☎44-3314 

・   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 141～147) 

    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 ☎４４－３３３３ 

・ 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☎４４－３３１４ 

・ 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１４１～１４７） 

   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 


