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KA IBA Fureai-Festival 2018 

○Date & Time ： 11/4 ( un.)  

○Place ： City hall & Gymnasium parking area  

○Application qualification：The citizen active  group 

 coming into action at the city.  ※An individual or a 

 profit-making group can't  participate.  

○Application method：Please write fixed form 

 requirements and apply to the citizen cooperative 

 department until 8/3(Fri).  

○Organizer：KA IBA Fureai-Festival committee  

-Participants are requested-  

★In case of Booth Display  

◆What kind of Booth Display   

   ・Work exhibition of cultural activities    

・ ale of goods, foods and drinks    

・Experience workshop etc.  

◆The number of recruited groups    

・About 50 groups  

◆Application regulation    

・Display space for 1group is 1 tent with the size of 

 the 5.4mx3.6m or the 3.6mx2.7m.    

・ ale of alcoholic beverages is prohibited.    

・The sale of foods and drinks be based on 

 guidance in a health center.   

・When an organizer judged as the improper 

  contents, submitting is canceled.  

 

 

 

かしば ふれあいフェスタ 2018 

○にちじ : 11/4 (にちよう)  

○ばしょ : しやくしょ & たいいくかん ちゅうしゃじょう  

○おうぼしかく : しないでかつどうしている  しみん かつどう 

だんたい ※こじん また  えいりもくてきのだんたい  さん

か できません。  

○もうしこみ ほうほう : しょていの ようしに ひつようじこう   

をかいて しみん きょうどうか に 8/3(きんようび)  までに も

うしこんで ください。   

○しゅさい : かしば ふれあいフェスタ じっこう いいんかい  

－さんか ぼしゅう－  

★ブース しゅってん について   

◆しゅってん ないよう    

・ぶんかかつどう の さくひん    

・ぶっぴん、いんしょくぶつ の んばい   

・たいけんがた ワークショップ など   

◆おうぼ だんたいすう   

 ・50 だんたい ていど  

◆おうぼ きてい    

・1 だんたいの しゅってんスペース 、5.4mx3.6m また  

 3.6mx2.7m の おおきさの テント ひとつ   

・アルコールるいの んばい  きんし   

・いんしょくぶつの んばい  ほけんじょの しどうに  

したがうこと    

・しゅさいしゃが ふてきせつな ないようと んだんした 

 ばあい  しゅってんを とりけします  
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★In case of tage Appearance  

◆What kind of tage Appearance   

 ・Performance of cultural activities & Musical 

 performance  

◆The number of recruited groups    

・About 10 groups  

◆Application regulation    

・Appearance time for 1group is within 20min.    

・Please prepare music by each team in the form of 

 CD or MD   

  ・When an organizer judged as the improper 

   contents, submitting is canceled.  

※In case of many applicants, an organizer will select. 

※Please submit a picture or a video which  makes 

 the appearance understandable.  Please submit 

 the picture by paper or CD (JPEG form).  

Please submit the video by CD (MPEG form)  

or CD (MPEG form).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ステージ しゅっえん について   

◆しゅっえん ないよう    

・ぶんかかつどう の えんぶ や  おんがくえんそう   

◆おうぼ だんたいすう    

・10 だんたい ていど  ◆おうぼ きてい   

 ・1 だんたいの しゅっえん じかん  20min. いない   

 ・かくチームで おんがく  CD また  MD けいしき   

で ようい してください    

・しゅさいしゃが ふてきせつな ないようと んだんした 

 ばあい  しゅってんを とりけします   

※もうしこみ たすうの ばあい 、しゅさいしゃにて   

せんこう します。   

※しゅつえん ないようの わかる しゃしん また   どうが 

を ていしゅつ ください。  しゃしん  かみ また  

CD(JPEG けいしき)で  ていしゅつ ください。   

どうが  CD(MPEG けいしき)また   

DVD(MPEG けいしき)で ていしゅつ ください。 
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Nijyouzan Adventure chool 

☆Try finding apphire!  

Term: Every unday from July 22nd to Aug 26th 

Time: 9:30 am – 4:30 pm  

     (Last entry is at 3:30) 

  ※One hour experience par person 

Place: pecial exhibition room in the Nijyouzan 

Museum  

Contents: Find jewels such as sapphire in the sand of 

Mt. Nijyou 

Cost: Free 

  ※Museum entrance fee required 

 

☆Enjoy exploration of a museum! 

Date: July 28th ( at) 

Time: ① 10:00 am – 11:30 am 

     ② 1:30 pm – 3:00 pm 

Meeting place: Main entrance of the Nijyouzan 

Museum 

Limit: the first 20 people  

Contents: Explorer the backroom of the museum 

Cost: Free 

What to bring: cotton work gloves, writing materials 

 

☆Experience of old pastimes and the history! 

Date and Time: 10:00 am – 4:00 pm on July 29th ( un) 

Place: Ninji Haiji-ato Historical Park, Gakusyu-kan 

Contents: Make and enjoy pastimes of old time 

Cost: Free 

What to bring: cap, water 

 

☆Try making Magatama! 

Date: Aug 4th ( at) 

Time: ①10:00 am – 11:30 am 

     ②1:00 pm – 2:30 pm 

    ③2:45 pm – 4:15 pm 

Place: pecial exhibition room in the Nijyouzan 

Museum 

にじょうざん アドベンチャー スクール 

☆サファイア さがし に チャレンジ  

ひにち： ７がつ２２にち（にちようび）から ８がつ２６にち（にち

ようび）までの にちようび 

じかん： ごぜん９：３０ ～ ごご４：３０ 

   （うけつけ  ３：３０ まで） 

ばしょ： にじょうざん くぶつかん とくべつ てんじしつ 

ないよう： にじょうざん の すな の なかから サファイア 

などの ほうせきを さがします 

ひよう： むりょう 

 ※ くぶつかん にゅうじょうりょう  ひつよう です 

 

 

☆ くぶつかん を たんけんしよう  

ひにち： ７がつ２８にち（どようび） 

じかん： ①ごぜん１０：００～ごぜん１１：３ 

      ②ごご１：３０～ごご３：００ 

しゅうごうばしょ：にじょうざん くぶつかん いりぐち 

ていいん： せんちゃく２０めい 

ないよう： くぶつかん の うらがわを たんけんします 

ひよう： むりょう 

もちもの： ぐんて、ひっきよう 

 

 

☆むかしの あそびと れきし たいけん! 

にちじ：７がつ２９にち（にちようび） 

     ごぜん１０：００～ごご４：００ 

ばしょ：にんじ いじあと しせきこうえん がくしゅうかん 

ないよう：むかしの あそびどうぐを つくって たいけん しよう 

ひよう：むりょう 

もちもの：ぼうし、のみもの 

☆まがたま つくりに チャレンジ  

ひにち：８がつ４か （どようび） 

じかん：①ごぜん１０：００～１１：３０ 

     ②ごご１：００～ごご２：３０ 

     ③ごご２：４５～ごご４：１５ 

ばしょ：にじょうざん くぶつかん とくべつてんじしつ 
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Limit: the first 20 people 

Contents: Make a Magatama from talc 

Cost: Large 400 yen , mall 300yen 

What to bring: pencil, eraser, highlighter, mask 

 

☆Try making a bronze sword! 

Date: Aug 25th ( at) 

Time: ①10:00 am – 11:30 am 

     ②1:00 pm – 2:30 pm 

    ③2:45 pm – 4:15 pm 

Place: pecial exhibition room in the Nijyozan 

Museum 

Limit: the first 20 people 

Contents: Melt metal and make a small sword   

Cost: 500yen 

What to bring: pencil, eraser, curving chisels (if you 

have) 

 

-------------------------------------------- 

●Those eligible: families or groups with children in 

elementary or junior high school 

  ※Anyone can participate in “Try finding apphire!  

●Application method: Apply at the window of the 

Nijyozan museum directly or send an email or a fax. 

(Please write name, address phone number, age of 

representative, and the name of course, time, number 

of participants. If you want to participate in “Try 

making Magatama! , please write also the number and 

the size you want to make) 

●Dead line: July 28th ( at) 

●Application and Information:Nijyouzan Museum 

  Tel:0745-77-1700  Fax:0745-77-1601 

ていいん：せんちゃく２０めい 

ないよう： いしを けずって まがたまを つくります 

ひよう：（だい）４００えん （しょう）３００えん 

もちもの：えんぴつ、けしごむ、けいこうぺン、マスク 

 

☆どうけん つくりに チャレンジ  

ひにち：８がつ２５にち（どようび） 

じかん：①ごぜん１０：００～１１：３０ 

     ②ごご１：００～ごご２：３０ 

     ③ごご２：４５～ごご４：１５ 

ばしょ：にじょうざん くぶつかん とくべつ てんじしつ 

ていいん：せんちゃく ２０めい 

ないよう：きんぞくを とかして どうけんを つくります 

ひよう：５００えん 

もちもの：えんぴつ、けしごむ、（あれば）ちょうこくとう 

 

 

 

 

●たいしょう： しょうがくせい・ちゅうがくせい をふくむ かぞく、

また  グループ 

 

●もうしこみほうほう： ちょくせつ まどぐち また  メール 

か ファックス でもうしこんでください。 だいひょうしゃの じゅ

しょ、なまえ、でんわばんごう、ねんれいと、さんかしゃの にん

ずう、きぼうの こうざめい、じかんを かいてください。 

●もうしこみきげん：７がつ２８にち（どようび） 

●もうしこみ・といあわせ： にじょう くぶつかん 

   でんわ：0745-77-1700  ファックス：0745-77-1601 

   メール：nijyouzan@city.kashiba.lg.jp 

   じゅうしょ： 〒639-0243 かしばし ふじやま １－７－１７ 

   Email: nijyouzan@city.kashiba.lg.jp 

   Address: 〒639-0243 

        1-7-17 Fujiyama Kashiba-shi 
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★ Baby Massage with oil 

・ Date & Time: 8/17(Fri.) 10:00a.m. ～ 11:30a.m. 

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

・ Eligible: from 2 months to 6 months old babiesand 

 their guardians who live in Kashiba city. 

・ Numbers: 10 pairs 

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

・ Fee: Free 

・Application period: 7/23(Mon.) ～ 8/3(Fri.)  

・How to apply: Please enter necessary items on the 

e Koto Nara  electronic home page 

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

, and please apply. 

・Information： ogo Fukushi (General Welfare) 

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

ＬＩＦＥ ＆ ＥＮＶＩＲＯＭＥＮＴ 

How to take out 

Bulky / Incombustible garbage 

【Call the Telephone Request Center】 

★How to request: 

Call the Telephone Request Center on your own.  

your pick-up date, place and application number will 

be provided when the request is accepted.  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. 

○Telephone no.: 77-1199   

○Request time & day: 9:00 a.m.～ 4:00 p.m., exp. 

at., un., holidays, year-end & New Year holiday. 

○Number of use: Once per household per month 

○Number of items: Less than 6 items, including 

bulky and incombustible garbage 

○Instructions: 

 Inform 2 days before the pick-up day exp. at., un, 

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 

★ オイルをつかってベビーをマッサージ 

・ にちじ： ８/１７ (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： ７/２３（げつようび） ～８/３（きんようび）  

・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 

 

  せいかつ・かんきょう 

ごみ の だしかた 

そだいごみ・もえないごみ 

【でんわリクエストうけつけセンターへ】 

★だしかた 

  じぶん で、でんわリクエストうけつけセンター へ、でんわ 

で もうしこんでください。 うけつけじ に 「しゅうしゅうび・し

ゅうせきばしょ・うけつけばんごう」を つたえます。 ごみ に 

うけつけばんごう を 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。 

 

○うけつけ でんわ ばんごう  ☎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 

 もうしこみないよう の へんこう  どよう・にちよう・しゅ

くじつ いがい の ２にち まえ までに れんらくください。 

 げつまつ に もうしこんだ ばあい でも しゅうしゅうび 

が よくげつ に なるとき 、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  うけつけ できません ので よゆう を 
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already moved out. Please make a pickup request 

early enough before you move out. 

*In case a large amount of garbage is generated in 

moving , city does not collect it in spcial  o 

please separate and take it out to garbage station 

as usual. 

elf bring-in to Incineration Plant, Mino-en 

★How to dispose 

Follow the process below and bring garbage on your 

own to the incineration plant, Mino-en,  615 Ninji. 

○How to register 

ubmit an application to himin-eiseika on the 

1st floor of City Hall.  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. 

National holiday. 

○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 

himin-eiseika closes.  If you would like to take 

garbage on holiday, resistrate in advance at 

himin-eiseika during the above operating hours. 

◆Information: hushu center, tel. 77-4189 

Be Careful of the Explosion & Burst in the 

pray Can ! 

Recently ,the insecticide spray cans what were 

displayed on the store suddenly burst and the 

customer got injured. There is a possibility that the 

spray can be heated by direct sunlight and flammable 

gas swells and bursts. 

ince it gets hot from now, there will be more 

chances to use spray cans and cartridges for outdoor 

activities and leisure, so please be careful about 

handling. 

☆Let’s protect the next step to prevent accidents. 

○Be sure to check the instructions and use them not 

for your original use. 

○If you throw away the spray cans, make sure to 

 use them completely and open the hole and throw 

もって お やめ におもうしこみ ください。 

 *ひっこし など で たりょう に ごみ が でた ばあい 

し で  とくべつな しゅうしゅう して おりません。 

つうじょう どおり ぶんべつ して だして ください。 

 
 
 

【しょうきゃくじょう（みのえん）に じこ んにゅう】 

★だしかた 

つぎ の てつづき の あと、じしん で しょうきゃくじょう（み

のえん： にんじ６１５）に んにゅう してください。 

○ んにゅう てつづき 

いんかん と 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）へ 

しんせい してください。 

○ 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

（しゅくじつ のぞく） 

○ んにゅう りょうきん 

 １００ｋｇ まで  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 

んにゅう  かのうですが、しみんえいせいか での しんせ

い うけつけ  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。 

◆といあわせさき しゅうしゅうセンター ☎７７-４１８９ 

 

スプレーかん（エアゾールかん）の れつ・ばく つ に き 

をつけて  

さいきん、てんぽに ちんれつ されていた さっちゅうざい ス

プレーかんが とつぜん れつ して おきゃくが ふしょう 

する じけんが おきました。ちょくしゃ にっこうに より スプ

レーかんが ねっせられ かねんせい ガスが ぼうちょう し

て れつした かのうせいが あります。これから あつく な

り、アウトドアーや レジャーなどで スプレーかんや ねんりょ

う ボンベを しようする きかいも おおくなる ことから とり

あつかいに  じゅうぶん ちゅうい してください。 

☆じこ ぼうしの ため つぎの ことを まもり ましょう  

○かならず ちゅういがき をかくにんし、ほんらいの ようと 

いがいに  つかわない。 
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away separately. 

○The gas cartridge for the portable cooking stove 

should be used after checking that it is properly 

installed. 

○Placing multiple cassette stoves side by side on 

steel plates, use of big pot like covering fuel cylinder 

cover and briquette charcoal firing are not done 

because the fuel bottle is abnormally heated and it is 

very dangerous. 

○ tore the spray can avoid high temperature places, 

direct sunlight and moisture, and do not use near a 

kitchen appliance or a heating appliance. 

Information： Nara Prefecture wide area firefighting 

association Koshiba fire department 

 Tel 76-4119 

 

 

 

 

 

 

 

torytelling for children                               
① 7/28 ( 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 

◆ 7/20 (Friday) 

 ✿10：30-10：50 a.m.              

 ✿11：00-11：20 a.m. 

  Place: the storytelling room at the library 

aturday 

◆ 8/4 ( aturday) 

 ✿11：00-11：20 a.m. （2years old ～） 

Place: the storytelling room at the library 

Recitation for adults 
◆ 7/27 ・8/10(Friday)  

 ✿10：00a.m.～11：00 a.m.   

 Place：Meeting room 

 

 

 

  

 

 

 

 

○スプレーかんを いき するばあい  、かなず なかみ

を つかいきり、あなを あけて ぶんべつ して すてる。 

○カセットこんろ よう ねんりょうボンベ  ただしく そうちゃ

く されている ことを かくにん して しょうする。  

○カセットこんろを ふくすう ならべて てっぱんに のせたり、

ねんりょうボンベカバーを おおう ような おおきななべの し

ようや れんたん などの ひおこし  ねんりょうボンベ が 

いじょうに かねつ され きけんなので おこなわ ない。 

○スプレーかん 、こうおんと なる ばしょやちょくしゃにっこ

う と しっけを さけて ほかんし、ちゅうぼうきぐ や だんぼ

うきぐ などの ふきんで  しようしない。 

といあわせさき：ならけん こういき しょうぼう くみあい かし

ばしょうぼうしょ ☎７６－４１１９ 

 

 

 

 

としょかん お なし かい                 

①  ７がつ２８にち（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） 

 ◆ ７がつ２０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 

 ◆ ８がつ４にち（どようび） 

 ✿ごぜん１１じ～１１じ２０ぷん（２さい ～） 

ばしょ：お なししつ 

おとなの ための ろうどくかい 

 ◆ ７がつ２７にち ・８がつ１０にち （きんようび） 

✿ ごぜん１０じ～１１じ 

ばしょ：かいぎしつ 
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 July 15 （ un.） 

         Charity Concert 

Collaboration between Piano Brass band & Music 

◆Time: 2:00p.m～ 

 ＊Doors open half an hour before performance. 

◆Place： Futakami Bunka Center citizen’ Hall 

◆Fee:  Free. 

 

July 16（Mon. National holiday .） 

Lobby Concert 

Enchanted Trio by Erhu, Flute  & Piano 

◆Time: 2:00p.m～ 

◆Place： Futakami Bunka Center 1F Lobby 

◆Fee:  Free. 

 

July 28・29 （ at.・ un.） 

 Nijousan Museum ummer Vacation Event 

        Power tone 

◆Time: ① 10：00a.m. ② 2:00p.m～ 

◆Place： Nijousan Museum pecial Exhibition Room 

◆Eligible :Child ～Adult  

      (Child: accompanied by a guardian) 

◆Fee: 500yen(separate entrance fee required) 

 

August 20 （ un.） 

ummer vacation homework cheering event 

Kids craft class 

◆Time:  ① 10：00a.m.～11:30a.m. 

 ② noon ～   1:30p.m. 

③ 2:00p.m..～  3:30p.m. 

 

◆Place： Futakami Bunka Center 2F meeting room 

◆Quota: each time 10people first arrival 

◆Fee: 500yen(materials cost) 

◆How to apply : please apply at the counter of 

         Futakami Bunka Center. 

 

☆More :Information: 

    Futakami Bunka Center  Tel 77-1000 

    Nijousan Museum      Tel 77-1700 

    Cyuo Kouminkan    Tel 77-4981 

 

 

 

 

 

 

７がつ１５にち（にちようび） 

チャリティコンサート 

ピアノと すいそうがくと うたの コラボ 

◆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： むりょう 

 

７がつ１６にち（げつようび・しゅくじつ） 

ロビーコンサート 

にこ・フルート・ピアノ による みわくの トリオ 

◆じかん： ごご２じ～    

◆ばしょ： ふたかみ ぶんかセンター 1 かい ロビー 

◆りょうきん：むりょう 

 ７がつ２８・２９にち（どようび・にちようび） 

にじょうさん くぶつかん なつやすみ イベント 

       パワーストーン 

◆じかん：①ごぜん１０じ～ ②こご２じ～ 

◆ばしょ：にじょうさん くぶつかん とくべつ てんじしつ 

◆たいしょう：こどもからおとなまで（ほごしゃ どう ん） 

◆りょうきん：５００えん（べっと にゅうじょうりょが ひつよう） 

８がつ２０にち（にちようび） 

なつやすみ しゅくだい おうえん イベント 

   こども クラフト きょうしつ 

◆じかん：①ごぜん１０じ～ごぜん１１じ３０ぷん 

    ② しょう ～ごご１じ３０ぷん 

③ごご２じ～ごご３じ３０ぷん 

◆ばしょ：ふたかみ ぶんかせんたー２かい かいぎしつ 

◆ていいん：かくかい せんちゃく １０めい 

◆りょうきん：５００えん（ざいりょうひ） 

◆もうしこみ ほうほう：ふたかみ ぶんかセンターまどぐちで 

おもうしこみ ください。 

☆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 

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 くぶつかん、ちゅうおう こうみんかん 
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ummer Citizen Course  

in Chuo Kominkan 

 

 

Place： Chuo Kouminkan 

Fee:： Free  *the material cost is necessary 

Eligible: Only living or working in Kashiba city 

Application ：  Please apply directly at the office 

counter or by postcard, FAX, E-mail.  

Please write course name, address, applicants name 

(both parents and kids), grade, age, sex, tel. no. 

*The receptionist at the counter is 9:00-20:00. 

(Closed on Thursday) 

Deadline:  Must arrive by July 20(Fri.) 20:00  

For further info: Chuo Kominkan  

              Tel:77-4981  FAX:78-4981 

              E-mail: 

kck_kouza@kashiba-mirai.com 

Address:  3-7-5, himodanishi  〒639-0231  

❇In case of more applicants, the participants will be 

decided by lot. The student who can take a course 

will be sent a post card. 

Unfortunately, if the guidance brochure doesn’t 

arrive after a week after the deadline ,it will not be 

accepted. 

 

ちゅうおう こうみんかん の 

なつの しみん こうざ 
 

 

ばしょ：  ちゅうおう こうみんかん  

ひよう：  むりょう ＊ざいりょうひ  ひつようです。 

たいしょう： しないに ざいじゅう また  ざいしょくの かた 

もうしこみ： ちょくせつ まどぐち また  ハガキ・ＦＡＸ・メー

ルで、きぼうきょうしつめい、じゅうしょ、こどもと 

ほごしゃのしめい（ふりがな）、がくねん、ねんれい、

せいべつ、でんわばんごうを めいきし、もうしこ

みください。 

＊まどぐちでの うけつけじかん ごぜん９じ〜ごご８じです。 

         （もくようび  きゅうかんです） 

 

しめきり：  ７がつ２０にち（きんようび） ごご８じ ひっちゃく 

 

といあわせ： ちゅうおう こうみんかん                                

           でんわ：７７-４９８１  FAX：７８-４９８１ 

           メール：kck_kouza@kashiba-mirai.com 

 

じゅうしょ：  〒６３９-０２３１しもだにし３-７-５ 

 

❇たすう もうしこみの ばあい  ちゅうせん。じゅこうできる 

かたのみ あんないハガキを ゆうそうします。 

じゅこう あんない が しめきりご 1 しゅうかんを すぎても 

とどかない かた 、ざんねんながら らくせんです。 

 

 

Class 
クラス 

Date / 
Time 
にちじ 

Number 
ていいん 

Instructor 
こうし 

What to bring 
もちもの 

Contents 
ないよう 

 
 

ひとりで 
きる 
ゆかた 

 
Wearing  a 
Yukata 
alone 

7/22 
(にち) 
( un.) 
13:00- 
14:30 

しょうがくせい 

いじょうの 

だんじょ 20 め

い 

Men, ｗ omen 

above 

primary  

school age 

やまもと 

たつこ し 

 

Ms. Tatsuko 

Yamamoto 

・むりょう 

・ゆかた、 ん ばおび 

 

・Fee: Free 

・yukata, half-width obi 

 

なつまつりに ゆかた きて 

ゆけるように きかたを 

まなびましょう。 

 

Let’s learn how to wear a 

Yukata in summer festival   

 
 

たのしい 
おべんとうづ

くり 
Cooking 

(Lunch Box) 

7/28(ど) 
（ at.） 
10:00- 
  12:00 

しょうがくせい

と ほごしゃ 

15 くみ 

 

15pairs 

primary 

school 

students & 

parents 

こばやし 

ひろこ し 

 

Ms. Hiroko 

Kobayashi 

 

・ひとり 400 えん(ざいりょうひ) 

・エプロン、さんかくきん、ふきん、 

              うわぐつ 

 

・Fee: \400 per person for ingredientｓ 

・apron, bandana, cloth, indoor shoes 

なつの ていばん こうざ 

おやこで べんとうを つく

りながら しょくいくに つい

てまなぼう 

a standard summer course 

let’s learn about food 

education while making 

lunch boxes with parent and 

child  
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おリジナルう

ちわを 
つくろう 

 
Let’s make a 
original fan. 

8/5(にち) 
( un.) 
10:00- 
12:00 

しょうがっこう 

1 ねん-4 ねん

せい 30 めい 

1grade- 

4grade 

in the primary 

school 

30students 

こうみんか

ん 

ゆうし 

 

Volunteers 

in 

kominkan 

  

・300 えん （ざいりょうひ） 

 

・300yen(material cost) 

おりぞめ の ぎほう を 

つかって わしに もようを 

つくり、オリジナルの うち

わを つくります。 

 

Participants make 

a original fan 

 

 
プロといっしょ

に  た の し い 

もっこう 

 

Fun woodwork 

With 

Professionals~ 

8/18 
(ど) 

（ at.）
10:00- 
12:00 

しょうがくせい

と ほごしゃ 

10 くみ 

 

10pairs 

Primary 

school 

students & 

guardians 

 

ならけん 

けんちく 

ろうどうきょ

うどうくみあ

い 

かしばしぶ 

 

Nara-ken 

building 

labor union 

Kashiba 

Branch 

 

・むりょう 

（いえに もっこう どうぐ があれば も

ってきて ください） 

・Fee: Free 

(If you prefer the woodwork at home, 

please bring it) 

 

トンカチとノコギリを つか

って もっこう あそび、 

よごれても よい ふくそう

で きて ください。 

Use the hammer & saw to 

play woodwork,please come 

in clothes that can be dirty. 

～いろんな 

っけんの 

ために～ 

わくわく 

サイエンス 
 

～For various 
Discoveries～ 

Exciting 
cience 

 
 

８/1９ 

（にち) 

( un) 

10:00- 

12:00 

 

 
 

しょうがくせい

と ほごしゃ 

20 めい 

 

20 Primary 

school 

students In 

lower grade 

accompanied 

by guardians 

NPO  か し

ば 

わくわくクラ

ブ 

 

NPO 

Kashiba 

Excitement 

Club 

・５００えん（きょうざいひ） 

・ひっきようぐ・ さみ・からペットボトル・

かんでんち ほか 

 

・Fee:500yen (teaching material fee) 

・writing instrument・scissors・empty 

 pet bottle・ dry batteries、etc. 

 

ﾘﾆｱﾓｰﾀｰｶｰ・まめでんきゅ

う・ﾊﾟﾗｼｭｰﾄ などの じっけ

ん どうぐを つうじてしくみ

をまなぼう。 

Let’s learn the mechanism 

through experiment tools 

such as linear motorcar 

,beans light ,parachute 

チリメン 
モンスター 
ハンター 

 
Chirimen-jako 

Monster 
Hunter 

 

８/２５ 

(にち) 

( un.) 

10：00－

16：00 

うち 1 じか

ん 

1hour 

ｂetween 

them 

しょうがくせい 

いじょう 

5０めい 

（ていがくねん

ほごしゃ ど

う ん 

50 primary 

students 

In lower grade 

accompanied 

by guardians 

こうみんか

ん 

ゆうし 

 

Volunteers 

in 

kominkan 

 

 
・200 えん（きょうざいひ） 

・むしめがね（おもちの かた） 

 

・200yen（teaching material fee) 

・magnifying glasses（if possible） 

 

ちりめんじゃこに まぎれ 

こんだ ちいさな いきも 

をじっけんを とおして  

まなぼう 

Let’s learn small living 

things mixed in the 

chirimenjako through the 

experiment.. 
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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   ☎ 79-7522 

・   One-parent family advice 

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

 ougou Fukushi Center   ☎ 79-7522 

・   Child abuse advice   

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

 ougou Fukushi Center  ☎ 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)  Mitsuwa Nursery  

   1st～4th (Tuesday)  Wakaba Nursery 

  1st～4th (Friday)  Goidou Nursery 

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

   ✥Application ：Each nursery 

 

 
 
 
 
 

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： ☎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   ☎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   ☎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   ☎ 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   ☎ 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   ☎ 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） 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 
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About the Public Health Center   

✤Application：at Public Health Center ☎ 77-3965 

・   Healthｙ gymnastics class   

    ・7/23(Monday) 10:00a.m.-11:30a.m. 

    ・at ougou Fukushi Center  

    ・ Please bring : drink, towel, workout clothes   

    and indoor shoes,  

・Application: Not Required 

・   Blood donation 

 ・7/25 (Wednesday)・・・14:00p.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.) 

・   Baby food class 

①8/22 (Wednesday) ・・・5 months-8 months 

     9/7 (Friday) 

②8/31(Friday) ・・・8 months-12 months 

      7/20 (Thursday) 

    ・10:00～11:30 

    ・at ougou Fukushi Center   ・20people 

  ・Talk of a baby food,Advice,Taste   

  ・Please bring ：maternity record book, 

writing utensils 

・   PreMama classroom（consists of 2 lectures） 

    ①8/24 (Friday), 9/5 (Wednesday) 

    ②8/30 (Thursday), 9/19 (Wednesday) 

  ・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 

  

Medical examination in the area 

Date ＆ time:：7/30 (Monday) 10 :00a.m. ～ 

Place ：Asahigaoka council hall 

Those Eligible：20 years and over 

Capacity:：80 people 

Event：tuberculosis, lung cancer, bone density, body   

  composition,Blood pressure, tasting, stretching 

Fee：free  (※Tuberculosis·Lung cancer 300 yen,   

               putum inspection 500 yen) 

✥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  

  ・７がつ２３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 

・   けんけつ 

 ・７がつ２５にち (すいようび）・・・ごご２じ～ ４じ 

 ・ほけんセンター       ・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） 

・   りにゅうしょく きょうしつ 

① ８がつ２２にち（すいよう）・・・５～８かげつのこども 

  ９がつ７にち（きんよう） 

② ８がつ３１にち（きんよう）・・・８～１２かげつのこども 

   ９がつ２０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   ・ 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 

・ プレママ きょうしつ（ぜん２かい） 

   ①８がつ２４にち（きんようび、９がつ５にち（すいよう） 

   ②８がつ３０にち（もくようび）、９がつ１９にち（すいよう） 

    ・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・ 

 

 
 ちいき で けんしん 

にちじ：７がつ３０にち （げつようび） ごぜん１０じ～ 

ばしょ： あさひがおか じち かいかん 

たいしょう： ２０さい いじょの かた 

ていいん： ８０めい 

ないよう： けっかく、 いがん、こつみつど、たいそせい、 

       けつあつ、ししょく、ストレッチ 

ひよう： むりょう （※けっかく・ いがん３００えん、 

     かくたんけんさ ５００えん） 

 ✤でんわで もうしこんで ください 


