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グローバル かしば ほんやく 

 

 

 

～Instructive experience of nature ～ 

Date & Time: 7/28( at.)  

* The tour will be held even if it rains. 

・Meeting: 8:15a.m. at south side parking lot of City 

Hall. 

・Return: around 5:00p.m. 

Place: Furusato-Gennki-Village (Uda city) 

Those Eligible: 3ｒｄ grade elementary school pupils to 

junior high school students living in Kashiba. 

Quota of Applicants: 35 persons 

* In the case of many applicants, draw lots. 

Event: Outdoor cooking and Manufacturing. 

Fee: 2,000 yen  

(including foodstuffs & insurance fee etc.) 

How to apply: end a double postal card with all 

applicant’s name(adding kana), address, male or 

female, school name, school grade, telephone number, 

guardian’s name (adding kana) and emergency 

contact phone. 

＊Please apply 1 persons with one postcard. 

Application Period: 6/26 (Tue.)  

 Postmark of this day is effective. 

・Application & Information: eisyounen Center 

 〒639-0231 2-1-12, himoda-nishi, Kashiba  

 ☎ ７８－６６６１ 

 

 

 

 

～ しぜん たいけん がくしゅう ～ 

にちじ： ７/28（どようび）  

＊あめでも おこないます 

・しゅうごう： 8：15a.m.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 5：00p.m. ごろ 

ばしょ： ふるさと げんき むら (うだ し) 

たいしょう： しないに すんでいる しょうがっこう 3 ねんせい 

 ～ ちゅうがっこう 3 ねんせい 

ていいん： 35 めい 

*おうぼしゃが おおいばあい  ちゅうせんと なります。 

ないよう： やがい すい ん や ものづくり 

さんかひよう： 2,000 えん  

（しょくざいひ、ほけんりょう など） 

もうしこみ ほうほう： おうふく がきに、さんかしゃ  

ぜんいんの じゅうしょ・しめい（ふりがな）・せいべつ・ 

がっこうめい・がくねん・でんわ ばんごう・ほごしゃの  

しめい（ふりがな）・きんきゅう れんらくさきを かいて  

もうしこみ ください 

＊ がき １つうにつき １めいで もうしこみ ください 

もうしこみ きげん： 6/26（かようび） 

 とうじつの けしいんでも ゆうこうです。 

もうしこみ・といあわせさき： せいしょうねん センター 

 〒６３９－０２３１ かしばし しもだ にし ２-１-１２ 

☎ ７８－６６６１ 
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MEMBER  WANTED 

～Instructive experience of nature ～ 

Date & Time: 7/15 ( unday) 9:00a.m.～3:00p.m. 

Meeting:： ougou Fukushi Center front entrance 

Those Eligible:3ｒｄ grade elementary school pupils to 

junior high school students living in 

Kashiba.: 

Quota of Applicants:：20 persons 

Event:：They participate in a volunteer festival and 

learn about a volunteer although being a pleasure. 

How to apply： end a double postal card with all 

applicant’s name(adding kana), address, male or 

female, school name, school grade, telephone 

number, guardian’s name (adding kana) and 

emergency contact phone. 

Application Period：6/20 (Wednesday)  

 Postmark of this day is effective. 

Application & Information： 

 Koshiba City Volunteer Center ☎・fax７6－7179 

 

 

Traditional Japanese music concert  

Date: 6/24 ( unday) 1:00p.m.-4:30p.m. 

Place : Futakami Culture Centre 

Detail : Traditional Japanese music concert 

Fee: free  

Application & Information：  

Kasiba city ANKYOKU association 

(The person on duty--- ANO) 

☎ 090-8656-2927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぼしゅう 

～かしばの ボランティア たいけんがくしゅう ～ 

にちじ： ７がつ １５にち （にちようび）  

 ごぜん９じ～ごご３じ 

しゅうごう： そうごう ふくしセンター 

 しょうめん げんかんまえ 

たいしょう： しないに すんでいる しょうがっこう ３ねんせ  

 い ～ ちゅうがっこう３ねんせい 

ていいん： ２０めい  

ないよう： ボランティア・フェスティバルに さんかし、たのし  

 みながら ボランティア について まなびます。 

もってくるもの：ひっき ようぐ、 ちゅうしょく 

もうしこみ ほうほう： ちょくせつ センターの まどぐち 

また  でんわ／ｆａｘで 、さんかしゃの じゅうしょ,.しめい 

（ふりがな）・がくねん・でんわ ばんごう を かいて もうしみ  

ください. *もくようび/にちようび/しゅくじつ  やすみ.. 

もうしこみ きげん： ６がつ ２０（ つか） （すいようび） 

もうしこみ・といあわせさき： かしばし ボランティアセンター 

 ☎ ・Ｆａｘ ７６－７１７９ 

 

 

ほうがく えんそうかい 

にちじ： ６がつ２４か （にちようび） ごご１じ～４じ３０ぷん 

ばしょ： ふたかみ ぶんか センター 

ないよう： ほうがく えんそうかい 

ひよう： むりょう 

もうしこみ・といあわせさき：  

 かしば し さんきょく きょうかい 

 (たんとう --- さの) 

  ☎ ０９０－８６５６－２９２７ 
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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 

 ougou Fukushi Center ☎ 76-7107 

・  Human rights advice 

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

 ougou Fukushi Center ☎44-3314 

・  Children’s problems  

 Monday to Friday・・・9:00a.m.-16:00p.m. 

 ougou Fukushi Center  

 ✥Application: by telephone  ☎ 79-7522 

・  One-parent family advice 

 Monday to Friday・・・9:00a.m.-16:00p.m. 

 ougou Fukushi Center  

 ✥ Application: by telephone  ☎ 79-7522 

・ Child abuse advice  

  Monday to Friday ・・・9:00a.m.-16:00p.m. 

 ougou Fukushi Center  

 ✥ Application: by telephone  ☎ 79-7522 

・   Truant telephone advice 

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

✥City Hall  ☎44－3335  

※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. 

 ✥ youhi seikatsu center ☎44－3312 

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

 2 nd・3rd ・4th (Wednesday)・・・9:00p.m.-.noon 

 ✥ ougou Fukushi Center ☎ 76-7107 

・  Wholesome Child care advice  

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

 1st～4th (Monday)  Wakaba Nursery  

  1st～4th (Tuesday)  Goidou Nursery 

  1st～4th (Frirday)  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ぷん 

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  

もうしこみ： ☎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  

✥もうしこみ☎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４じ 

✥もうしこみ ☎ 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４じ 

✥もうしこみ ☎ 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４じ 

そうごう ふくしセンター 

✥もうしこみ ☎ ７９－７５２２ 

・ ふとうこう でんわ そうだん ☎４４－３３３５ 

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 ☎４４－３３１２ 

・  しんぱいごと そうだん 

だい１（すいようび）・・・ごぜん９じ～ごご３じ 

だい２・だい３・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（げつようび） みつわ ほいくしょ 

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）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 
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 torytelling for children       

 

① 6/23 ・7/14 ( aturday)  

 ✿3：00-3：40p.m  

 (For children aged 3-years and up) 

  

 Place: the storytelling room at the library 

 

Reading for 0・1 year-olds 

 

◆ 6/15 (Friday) 

 ✿10：30-10：50 a.m.  

 ✿11：00-11：20 a.m. 

 

 Place: the storytelling room at the library 

 

aturday for 2year-olds～ 

 

◆ 7/7 ( aturday) 

 ✿11：00-11：20 a.m.  

 

 Place: the storytelling room at the library 

 

Recitation for adults 

 

◆ 6/22 ・7/13 (Friday)  

 ✿10：00a.m.～11：00 a.m.  

  

 Place：Meeting room 

 

Reading for adults 

 

◆ 6/19 (Tuesday)  

 ✿10：30a.m.～ 

  

 Place：the storytelling room at the library 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

としょかん お なし かい      

 

① ６がつ２３にち・７がつ１４か（どようび）  

✿ごご３じ～ ３じ４０ぷん （３さい いじょう） 

  

 ばしょ：お なししつ 

 

 

よちよち たいむ（ ０ ・１さい） 

 

 ◆ ６がつ１５にち（きんようび） 

 ✿ごぜん１０じ３０ぷん～１０じ５０ぷん    

  ✿ごぜん１１じ～１１じ２０ぷん 

 

 ばしょ：お なししつ 

 

どようび ２さい じ～ 

 

 ◆ ７がつ７ぬか（どようび） 

 ✿ごぜん１１じ～１１じ２０ぷん 

 

 ばしょ：お なししつ 

 

おとなの ための ろうどくかい 

 

 ◆ ６がつ２２にち ・７がつ１３にち （きんようび） 

✿ ごぜん１０じ～１１じ 

 

 ばしょ：かいぎしつ 

 

おとなの お なしかい 

  

◆ ６がつ１９にち（かようび） 

 ✿ごぜん１０じ３０ぷん～ 

 

 ばしょ：お なししつ 
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About the Public Health Center   

✤Application：at Public Health Center ☎ 77-3965 

・  Baby food class 

①6/20 (Wednesday) ・・・5 months-8 months 

 7/13(Friday 

②6/28(Thursday) ・・・8 months-12 months 

 7/19(Thursday) 

 ・10:00～11:30 

 ・at ougou Fukushi Center  

 ・20people 

 ・Talk of a baby food,Advice,Taste  

 ・Please bring ：maternity record book, 

writing utensils 

・  Healthｙ gymnastics class   

 ・6/25(Monday) 10:00a.m.-11:30a.m. 

 ・at ougou Fukushi Center  

 ・ Please bring : drink, towel, workout clothes  

 and indoor shoes,  

・Application: Not Required 

・  PreMama classroom（consists of 2 lectures） 

  ・7/6(Friday), 7/20 (Friday) 

・・・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 

・  Let's master stretch 

 ・7/6 (Friday) 2:00p.m.-3:00p.m.   

 ・at the public health center  

 ・20 years and over ・・・20people 

 ・please bring ： towel. drink 

 ✥Application ： by telephone 

・  Healthy cooking  

     ① 7/11(Wednesday)  

  ② 7/12 (Thursday) 

 ・・・9:30a.m.-12:00p.m. 

  ougou Fukushi Center(3rd Floor Cooking room) 

  ・20people 

   ・please bring: apron, bandana,  

 2cloth, writing utensils 

 ・Fee：500yen 

   ✥Application ： by telephone ☎ 77-3965 

 

  

 

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 

・ りにゅうしょく きょうしつ 

① ６がつ２０か（すいよう）・・・５～８かげつのこども 

 ７がつ１３にち（きんよう） 

② ６がつ２８にち（もくよう）・・・８～１２かげつのこども 

 ７がつ１９にち（もくようび） 

 ・ごぜん１０じ～１１じ３０ぷん 

 ・そうごう ふくしセンター 

 ・かく２０めい 

 ・ないよう：りにゅうしょく の なし、そうだん、ししょく 

 ・もってくるもの：ぼしてちょう、ひっきようぐ 

・  けんこう たいそう きょうしつ  

 ・６がつ２５にち （げつようび） 

 ・・・ごぜん１０じ～１１じ３０ぷん 

 ・そうごう ふくしセンター 

 ・もつてくるもの：のみもの、タオル 

 ・たいそう が できる ふくそう と うんどうぐつ で  

きてください 

 ・もうしこみふよう 

・ プレママ きょうしつ（ぜん２かい） 

  ・７がつ６いか（きんようび）、７がつ２０か（きんようび） 

・・・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・ 

・ ストレッチを マスターしよう  

 ・７がつ６いか（きんようび） ごご２じ～３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 

  ① ７がつ１１にち（すいようび）, 

  ② ７がつ１２にち（もくようび） 

 ・・・ごぜん９じ３０ぷん～しょうご 

  そうごう ふくしセンター ３がい・ちょうりしつ 

    ・２０めい 

 ・ひよう：５００えん 

 ・もってくるもの：エプロン、さんかくきん、 

 ふきん ２まい、ひっきようぐ 

   ✤もうしこみ：ほけんセンター ☎ ７７-３９６５ 
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・  Parent and child Tooth brushing ｃlass   

 ・7/25 (Wednesday)  

 ・at the public health center 

  ①9:15a.m.-9:45a.m. 

    ・1.5yrs  old’s ＆ parent ・・・10sets 

    ②10:00a.m.-10:30a.m.  

 10:45a.m.-11:15a.m. 

  ・2yrs old’s ＆ parent ・・・10sets 

 ・Please bring ：①②writing utensils,  

   maternity record book  

  ②cup, towel, toothbrush 

  ✥Application ： by telephone     

・ Blood donation 

 ・7/25 (Wednesday)・・・13:30p.m.-16:00p.m. 

 ・at the public health center 

 ・16-69yrs 

 ・What to bring：Blood donation card、  

     That can do personal identification 

   (Driver`s license etc.) 

 

 

 

Non smoking classroom 

chedule：July - March 31 

Place：at the public health center 

Capacity：30people 

Target：40 years old ～74 years old 

Contents：Interview and smoking support cost by 

 phone 

Fee：free of charge 

Application：Please call me on the telephone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ぴか きょうしつ 

 ・７/２５ （すいようび）・・・ほけんセンター 

  ①ごぜん９じ１５ふん～９じ４５ふん  

   ・１さい んのこどもと ほごしゃ・・・１０くみ 

 ②ごぜん１０じ～１０じ３０ぷん 

   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 

 ・もってくるもの：①②ぼしてちょう、ひっきようぐ 

 ②コップ、タオル、 ブラシ 

 ✥ でんわで もうしこんで ください 

・ けんけつ 

 ・７/２５ (すいようび）・・・ごご１じ３０ぷん～ ４じ 

 ・ほけんセンター 

 ・たいしょう：１６さいー 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  

 できるもの（うんてんめんきょしょう など） 

  

 

 

 

 

きんえん きょうしつ 

にってい：７がつ～３１ねん３がつ 

ばしょ：ほけん センター 

ていいん：３０めい 

たいしょう：４０さい～７４さい 

ないよう：めんせつ と でんわによる  

 きんえんしえん 

ひよう：むりょう 

もうしこみ：でんわ で もうしこんでください 
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★ Baby Massage with oil 

・ Date & Time: 7/20(Fri.) 10:00a.m. ～ 11:30a.m. 

・ Place: ogo Hukushi (General Welfare) Center 2F 

・ Eligible: from 2 months to 6 months old babies and 

 their guardians who lives in Kashiba city. 

・ Numbers: 10 pairs 

❇in case of many applicants ,it will be a lottery. 

・ Fee: Free 

・Application period: 6/25(Mon.) ～ 7/6(Fri.)  

・How to apply: Please enter necessary items on the 

e Koto Nara  electronic home page 

(https://s-kantancom/kashiba-nara-u/)  

, and please apply. 

・ Information ：  ogo Fukushi (General Welfare) 

Center,   Child Fukushi-ka ,   Tel.: 79-7522 

 

Anpanman Bus Ride for Kids 

・Date:  6/30( at) 

・Time:  to be informed to participant 

・Place: Haruna Kindergarten  

・Eligible: Kids aged between 1-3 years  

(to be accompanied by their guardians ) 

・Reservation: Call directly to the Kindergarten during 

weekday, 8:00-17:00 ❇ First come first served. 

・Information: Tel 76-5542 (Haruna Kindergarten) 

・Address: 1176-1, Kaminaka 

 

 

TENNI  CLA  FＯＲ BEGINNER 

Date:  1st day…6/24 ( un)  

2nd day…7/1 ( un) 

3rd day…7/8 ( un) 

Time: 9a.m.-11a.m.   

* Meeting time: 8:45a.m. 

* In case of rain, to be suspended. 

Place: Kenmin tennis court 

Eligible: older than elementary school student who 

lives or works in Kashiba City. 

Limit: each day 30 persons (first come, first serve) 

★ オイルをつかってベビーをマッサージ 

・ にちじ： ７/２０ (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： ２ヶげつ から ６ヶげつ くらい までの しない 

ざいじゅうの ベビーと ほごしゃ 

・ ていいん： １０くみ 

❇もうしこみしゃ たすうの ばあい  ちゅうせん と なります。 

・ ひよう： むりょう 

・もうしこみきかん： ６/２５（げつようび） ～７/６（きんようび） と 

・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 ー ジ 

(https://s-kantancom/kashiba-nara-u/) で  

ひつよう じょこう にゅうりょく し、もうしこみ ください。 

  ・といあわせ さき： そうごう ふくし センター じどう 

ふくしか  ☎７９－７５２２ 

 

アンパンマン バスに のろう 

*にちじ： ６/３０(どようび) 

* じかん: もうしこみの ときに おしらせします 

*ばしょ： ハルナ ようちえん 

*たいしょう： １-３さいの みしゅうえんじ （ほごしゃと いっしょ

に さんか ください） 

*もうしこみ： へいじつの ８：００～１７：００ のあいだに でんわ

で もうしこみ ください。 ❇せんちゃくじゅんに なります。 

*といあわせ： ハルナ ようちえん Tel ７６-５５４２ 

*じゅうしょ： かみなか １１７６-１ 

 

 

しょしんしゃ テニス きょうしつ 

ひにち：  1 かいめ・・・６/２４（にちよう） 

２かいめ・・・７/１（にちよう） 

３かいめ・・・７/８（にちよう） 

じかん： ごぜん ９じー１１じ  

＊しゅうごう じかん： ごぜん８じ４５ふん 

＊うてんの ばあい  ちゅうしと なります。 

ばしょ： けんみん テニスコート 

たいしょう： しないに すんでいるか たらいている かた 

（しょうがくせい いじょう） 

ていいん： かくび せんちゃく ３０めい 
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Fee: \９００ (including sports insurance fee) 

 *Please bring on the day. 

 *No repayment of the fee after application. 

What to bring: Tennis shoes, racket 

Application:  end a double postal card with your 

name, address , age, sex and phone number 

 must be delivered by 6/17( un.)  

Application & Information: 

・Kashibashi Tennis Kyoukai  

 (Person in charge: Kuromatｓu) 

〒639-0223  1-9-26 Mamigaoka  

 ☎ 080-2444-3052 

 

 

 

Life & Environment 

●Be Careful of Landslides Disasters Caused by 

Typhoons  and  Heavy Rains 

 From the early summer to the autumn it is a time 

when sediment-related disasters are likely to occur 

due to the heavy rain and long rain caused by rainy 

season and typhoonｓ. 

In a case of an emergency do not panic.  It is 

necessary to utilize the integrated disaster 

prevention map of Koshiba City. 

It is also important to check the dangerous places 

around the house. It is also important to know where 

the nearest evacuation places and prepare from time 

to time. 

Be aware of weather information such as typhoons 

approaching and heavy rain and try to evacuate early. 

☆You can get disaster prevention information from 

next HP 

○ Kashiba city disaster prevention home page 

http://www.city.kashiba.lg.jp/kurashi/0000003665.ht

ml 

・Information：Kashiba city Civil Engineering Division 

Tel44-3318 

  ●How hould We Dispose of This Garbage? 

ひよう： ９００えん （スポーツほけんりょう ふくむ） 

 ＊とうじつ じさん してください。 

 ＊もうしこみ ごの ひようの らいもどし   

いたしません。 

もってくるもの： テニスシューズ、ラケット 

もうしこみ： おうふく がきに 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 ６/１７（にちよう） 

までに ひっちゃくで もうしこんで ください。 

もうしこみ・といあわせ さき： 

かしばし テニス きょうかい（たんとう： くろまつ） 

まみがおか １-９-２６ 

  ☎ ０８０-２４４４-３０５２ 

 

 

 

Life & Environment 

●たいふうや おおあめに よる どしゃさいがい 

 にごちゅういください 

しょか から あきに かけて 、つゆや たいふう による おお

あめ や ながあめに よって どしゃ さいがいが っせい し

やすい きせつ です。 

 

いざ というときに あわてない ためにも、かしばし の そうごう 

ぼうさい マップ のかつようが ひつようです。 

かてい ないで じたく しゅうへんの きけん かしょ や ひなん 

ばしょ などを かくにん して 、ふだんから じゅんびを してお

く ことが ひつよう です。 

 

たいふうの せっきんや おおあめ などの きしょうじょうほう 

にちゅういして、 やめの ひなを こころがけましょう。 

 

☆ぼうさい じょうほう  つぎのホームページから にゅうしゅ 

できます・ 

○かしばホームページ ぼうさい かんけい じょうほう 

http://www.city.kashiba.lg.jp/kurashi/0000003665.html 

・といあわせさき：かしばし どぼくか 

  ☎４４－３３１８ 

 

●このごみ どう しょぶん する？ 
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★ Home appliances requiring to be recycled 

Electrical appliances such as  refrigerators, 

freezers, air conditioners, TVs, washing machines 

and clothes driers must be recycled under the law of 

“Recycle Law of Electric items .  Those items are 

not allowed to put out at a collection station, so 

please dispose them following either way of ①～③. 

① Ask a retailer or a maker to dispose those 

 items. 

② Call the Telephone Request Recycle Center. 

 (☎ 77－1199)  The center will contact Home 

Appliance Recycling  Association.  But you need 

to pay a collecting fee in addition to a recycling fee. 

③ Buy a recycle ticket at the post office and bring 

the item to the designated company. 

 

【Designated Company】 

・ agawa Kyubin, agawa Express Co.,Ltd. Gose 

Branch Office 

 Gose-shi hiroyamadai 116-24 ☎66－2011 

・ Makoto Unyu, Makoto Transportation Co.,Ltd. 

 Kawai-cho Nagura49-1 ☎58-3277 

・ enko Co.,Ltd. Nara  Center 

 Yamato Koriyama-shi Yokota-cho 141-1 

 ☎０７４３－５６－２３２９ 

＊Please call in advance to make sure where the  

company is located. 

★Personal Computers 

Personal Computers(including laptop computers), 

monitors must be collected by its maker. Kashiba city 

cannot treat them so please ask its maker to collect 

them.  PC whose maker is unknown or the handmade 

shall be referred to “PC 3 Recycle Center  

. (☎０３－５２８２－７６８５) 

★More information 

 Waste Collection Center☎77-4189 

 

WANTED ART WORK  

The 47ｔｈArt Exhibition of enior Citizens. 

★  かでん りさいくる ひんもく 

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  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  しゅうしゅう することが 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。 

 

① んばいてんや こうにゅうてんに ひきとりを いらいす

る。 

②でんわ リクエスト うけつけ センター(☎７７－１１９９)に ひ

きとりを もうしこむ。 でんわ リクエスト うけつけ センターか

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

んが べっと ひつようです。 

③ゆうびんきょくで リサイクルけんを こうにゅうし 、ごししんで 

してい ひきとりばしょまで んにゅう する。 

【してい ひきとり ばしょ】 

・ さがわ きゅうびん（かぶ） ごせ えいぎょうしょ 

 ごせし しろやまだい１６６－２４ ☎６６－２０１１ 

・ まこと うんゆ（かぶ） 

 かわいちょう なぐら４９－1 ☎５８－３２７７ 

・ センコー（かぶ） なら センター 

 やまとこおりやまし よこたちょう １４１－１ 

 ☎０７４３－５６－２３２９ 

＊ ばしょなど くわしく  じぜんに でんわで かくにん くださ

い。 

 

★  パソコン 

 パソコン ほんたい(ノートパソコン ふくむ)・モニター  メー

カーの じしゅ かいしゅうと なって います。 し で  しゅうし

ゅう することが できませんので、 おもちの メーカーに れん

らく してください。 ごじしんで くみたてた パソコンや メーカ

ーが わからない ばあい  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。 

▶といあわせ さき  

 しゅうしゅう センター  ☎７７-４１８９ 

 

さくひん ぼしゅう 

だい４７かい ならけん こうれいしゃ びじゅつひん 
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Eligible: The amateurs born before April  1, 

1960 who live in Nara Pref. 

Item:Japanese painting, Western painting, calligraphy, 

Industrial art, handicraft and photography 

Number: 1 person can display 2 pieceｓ. 

 The work must be original and unpublished. 

Fee: \1,000 (excluding payment fee) 

Application ＆ Information:  

By June 29(Fri.) OUGOU HUKU HI Center,  

 enior Welfare ect.  (TEL. 79-7521) 

 

 

 

 

 

 June 17 （ un.） 

FUTAKAMI CITIZEN’   OPERA  

23rd Ｃｏｎｃｅｒｔ ｏｆ early ａｆｔｅｒｎｏｏｎ 

From “ NOW  WHITE  

◆Time: 2：00p.m.～ 

*Doors open half an hour before performance 

◆Place: FutakamiBunkaCenter, Citizen’s hall 

◆Fee:  1,500yen  

◆ Ticket ： Tickets are now on sale  atFutakami 

BunkaCenter 

 

 

June 19（Tue..） 

2nd Heartwarming Lectuer 

○Lecturer ：Tokiwa houhan  

 Tｓubosaka Temple・Chief Priest 

◆Time：2:00p.m.～. 

*Doors open half an hour before the performance. 

◆Place: Futakami  Bunka  Center  1F Citizen’s 

hall or maii hall 

◆Fee:  Advance tiｃket 500yen 

 On the day ticket    800yen 

◆Ticket: Tickets are now on sale the counter of 

Futakami Bunka Cente  

 

June24 （ un.） 

 Futakami Museum Museum aloｎ 

 7th Time  “Cuccumber  

 

Let ’ s  enjoy chatting  along  the theme of 

monthly, while eating tea and seasonal sweets 

たいしょう： ならけんに すんでいる １９６０ねん４がつ１にちい

ぜんの うまれで アマチュアの かた。 

しゅもく： にほんが、ようが、しょ、こうげい、しゅげい、 

 しゃしんの ６しゅもく。 

てんすう： ひとり ２てん （さくひん  しゅっぴんしゃが 

 そうさく したもので、み っぴょうの ものに かぎります。） 

ひよう： １，０００ えん (ふりこみ てすうりょうを のぞく) 

もうしこみ ＆ といあわせさき：  

 ６がつ ２９にち（きんようび） までに、 そうごうふくし 

 センター こうれいふくしか  （でんわ ７９-７５２１） 

 

 

 

 

 

６がつ１７にち（にちようび） 

ふたかみ しみん オペラ 

だい２３かい ひるさがりの コンサート 

 “しらゆきひめ  より 

◆じかん： ごご２じ～  

 ※かいじょう  ３０ぷんまえ 

◆ばしょ： ふたかみぶんかセンター、 しみんホール 

◆りょうきん： １，５００えん 

◆チケット んばい：ふたかみぶんかセンターにて 

 こうひょう つばいちゅう 

 
 

６がつ１９にち（かようび） 

だい２かい ほっこり ほうわ 

○こうし： つぼさかでら ときわ しょう ん じゅうしょく 

◆じかん： ごご２じ～ ※かいじょう ３０ふんまえ 

◆ばしょ:ふたかみ ぶんかセンター1 かい しみんホール 

また  しょうホール 

◆りょうきん：まえうりけん ５００えん 

  とうじつけん ８００えん 

◆チケット：ふたかみ ぶんか センター まどぐちで  

つばいちゅう 

 

 ６がつ２４にち（にちようび） 

にじょうさん くぶつかん ミュージアムサロン 

 だい 7 かい  きゅうり 

 おちゃと きせつの おかしを たべながら 、つきがわりの 

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 くぶるかん、ちゅうおう こうみんかん 
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 ❇Held on 4th unday in even month 

◆Time :About 2:00p.m. .～3:30p.m. 

◆Place: Futakami Bunka Center 2F  

Japanese room 

◆Limit: First 10 people 

◆Fee: 300yen 

◆How to apply :Apply at the counter of Nijoisan 

Museum 

 

July７ （ at.） 

Cinema 

“Her Love Boils Bathwater  

  

◆Performer：Rie Miyazawa, Hana ugisaki,  

 Touri Matuzaka  etc. 

◆Time: ① 10:30a.m.～ 

 ② 2:00p.m.～ 

◆Place: Futakami Bunka Center 1F Citizen’s  

 Hall 

◆Fee:  Advance tiｃket 900yen 

 On the day ticket    1,200yen 

◆Ticketｓ: Tickets are now on sale the counter of 

Futakami Bunka Cente  

 

 

☆More :Information: 

 Futakami Bunka Center  Tel 77-1000 

 Nijousan Museum  Tel 77-1700 

  Cyuu
-

ou Kouminnkan Tel 77-4981 

 

 

テーマにそって おしゃべりを たのしむ だんわかい です。 

※ぐうすうずきの だい４ にちようびに かいさい 

◆じかん：こご２じ～ごご３：３０ふんころから 

◆ばしょ：ぶんかセンター２かい わしつ 

◆ていいん：せんちゃく１０めい 

◆りょうきん：３００えん 

◆もうしこみ ほうほう：にじょうさん くぶつかん まどぐちで 

おもうしこみ ください。 

 

７がつ７にち（どようび） 

えいが 

“ゆを わかす ほどの あつい あい“ 

◆しゅつえんしゃ：みやざわ りえ、 すぎさき な、 

 まつざか とうり ほか 

◆じかん：①ごぜん１０じ３０ぷん～ 

②  ②ご２じから 

◆りょうきん：まえうりけん ９００えん 

 とうじつけん １,２００えん 

◆ばしょ:ふたかみ ぶんかセンター1 かい しみんホール 

◆チケット：ふたかみ ぶんか センター まどぐちで  

つばいちゅう 

☆といあわせさき： 

ふたかみ ぶんかセンター☎７７-１０００ 

にじょうさん くぶつかん☎７７-１７００ 

ちゅうおう こうみんかん ☎７７-４９８１ 

 


