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ＫＡＳＨＩＢＡ ＣＩＴＹ ＭＯＮＴＨＬＹ 

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

かしばし こんげつの おしらせ 
 

November 2018 

11がつ 

Translated by Global Kashiba 

グローバル かしば ほんやく 

About an Individual Number Card 

★Advantages of the Card 

1. You can obtain official certificates including a 

resident record or a seal registration certificate 

at convenience stores. Available 6:30～23:00. 

A handling charge is 100 yen less expensive than 

a desk. 

2. As an official identification card for identity 

verification 

3.Online application for various administrative 

procedures, including log-in to the Disclosure System 

of Personal Information Cooperation Record  

 

★There is a service which takes a picture free of 

charge for Individual Number Card application, at 

City office 1F Residence sec. 11/13～12/28, a.m.10～p.m.4 

General Welfare Center 1F 11/23,  a.m.10～p.m.3 

Bring the following : 

 ・Driver's license, Passport, Residence card etc. 

 ・Notice card of Individual Number Card 

 ・Application form for Individual Number Card 

 

★Information:  City office Residence sec. 

 ☎44-3302 

 

 

 

 

 

マイナンバーカードについて 

★カード の とくてん  

1. ぜんこく の コンビニ で こうしきの しょうめいしょう が 

にゅうしゅ できる。   

いつでも 6:30～23:00 りよう できる。 

てすうりょう が まどぐち より 100えん やすい。 

 

2.ほんにん かくにん のさいの みぶんしょうめい になる。 

 

3.かくしゅの ぎょうせい てつづき の オンライン しんせい 

などに りよう できる、 たとえば じぶんの こじん じょうほう 

の かくにん などが できる。 

 

★マイナンバーカード しんせいようの しゃしん を むりょうで 

さつえいする サービスが つぎの ところで うけられます。 

しやくしょ 1F しみんか 11/13～12/28,  a.m.10～p.m.4 

そうごうふくしセンター 11/23,  a.m.10～p.m.3 

つぎのもの を もってくること : 

・うんてんめんきょしょう、パスポート、ざいりゅうカード など 

・マイナンバー つうち カード 

・マイナンバーカード こうふ しんせいしょ 

 

★といあわせ： しやくしょ しみんか  

☎44-3302 
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Kashiba City Library Mini Concert 

▼Date：11/25 (Sat.)  

▼Time： 2：00～2：40 p.m.  

      (Doors open 30 minutes before) 

▼Place：Audiovisual room at the City Library 

▼Event： 「Joyful 」 other 

▼Performers： Sakurai High School Guitar Club  

▼Fee：free 

▼Information:：City Library  ☎ 77－１600 

 

Washidama class 

▼Time：11/25(Sunday),10:00a.m.～noon 

▼Place：Central Community Center 2F  

                       9 Training Room 

▼Limit ：30 Numbers 

▼Those Eligible：Anyone can join 

▼Contents：make a `Washidama’decorate at Imaike  

        Shinsui Park with winter festival`TOUSAI’ 

▼Fee：free 

▼What to bring：towel, scissors ,apron 

▼Application：Apply at telephone or mail, address,  

            name, telephone number 

▼Application deadline：11/21(Wednesday) 

                  ☎４４－３３１４ 

Mail adress：kyoudou@city.kashiba.lg..jp 

 

 

 

☆The 28th Kashiba City Art Exhibition 

▼Term:：11/24 (Sat) –～12/1 (Sat) 

    at  9:00 a.m.～4:00 p.m.   

 * only 11/24 (Sat), start at 10:00 a.m.-4:00 p.m.  

▼Place：Central Community Center 3F 

▼Wanted Artworks：Picture ,Calligraphy ,Photograph 

*Review of Artworks：11/24 (Sat) 10：00-11：30 a.m. 

* For further information: please contact  

Educational division  

Shogai Gakushu Center  (☎４４－３３１４) 

 

 

 

しみん としょかん ミニコンサート 

▼ひにち： １１がつ２５にち（にちようび） 

▼じかん： ごぜん２じ～２じ４０ぷん 

     （３０ ふん まえ かいじょう） 

▼ばしょ： しみん としょかん しちょうかくしつ 

▼きょくもく： 「じょいふる」 ほか 

▼しゅつえん： さくらい こうこう ギタークラブ 

▼ひよう： むりょう 

▼といあわせさき： しみん としょかん ☎ ７７-１６００ 

 

わしだま きょうしつ 

▼にちじ：１１がつ２５にち （にちようび） 

       ごぜん１０じ～しょうご 

▼ばしょ：ちゅうおう こうみんかん２F・ 

              だい９ けんしゅう しつ 

▼ていいん：３０めい 

▼たいしょう：だれでも さんか できます。 

▼ないよう： 

 ふゆ の まつり‘とうさい’で いまいけ しんすい   

 こうえん に かざる わしだま を つくります 

▼ひよう：むりょう 

▼もちもの：タオル、はさみ、エプロン 

▼もうしこみ：でんわ または メールで じゅうしょ・なまえ・ 

 ねんれい・れんらくさきを  かいて もうしこんで ください 

▼もうしこみ きげん：１１がつ２１にち（すいようび） 

  ☎４４－３３１４ 

 メールアドレス：kyoudou@city.kashiba.lg.jp 

 

☆だい２８かい し びじゅつ てんらんかい 

▼かいき： １１がつ２４か (どよう） ～ １２がつ１たち(どよう） 

      じかん ごぜん９じ～ごご４じ 

      *１１がつ２４か は、ごぜん１０じ～ごご４じ 

▼ばしょ： ちゅうおう こうみんかん ３がい 

▼ぼしゅう ぶもん： かいが、しょげい、しゃしん 

*こうひょうかい： １１がつ２４か（どよう）ごぜん１０じ～ 

                    １１じ３０ぷん 

*くわしくは、 といあわせ ください。 

といあわせ： きょういくぶ  

しょうがい がくしゅうか  （☎４４－３３１４） 

 

 

mailto:kyoudou@city.kashiba.lg..jp
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Kashiba City Education Day 

☆Open school 

▼Date: 11/17 (Sat) 

▼Place: Public Kindergarten, Elementary school, 

   and Junior high school. 

▼Detail: Each Kindergarten, Elementary school ,and 

Junior high school have Open school individually. 

Open classwork, Performances by students, and 

Educational lecture meeting will be held. 

*Parking space is limited, so please use public 

transportation. 

* For further information: please contact  

Educational division  General affairs 

 (☎４４－３３２８) 

 
 

☆Children’s  Art 

▼Date: 11/17 (Sat) ～ 11/25 (Sun) 

▼Time:  9:00 a.m.～4:00 p.m.  

▼Place: Central Community Center 1F lobby 

▼Detail: Exhibition of pictures painted by  

children (age 3～5) 

* For further information: please contact  

Educational division  General affairs 

(☎４４－３３２８) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

かしばし きょういく の ひ 

☆オープンスクール 

▼ひにち： １１がつ１７にち （どようび） 

▼ばしょ： しない の こうりつの ようちえん、しょうがっこう、 

ちゅうがっこう 

▼ないよう： ようちえん、がっこう たんいで オープンスクー

ルをおこないます。   

こうかいじゅぎょう、がくしゅう はっぴょうかい、 

きよういく こうえんかい などをおこないます。 

*ちゅうしゃじょう が せまいので、こうきょう の 

こうつう きかん を ごりよう ください。 

*くわしくは、 といあわせ ください。 

といあわせ： しやくしょ きょういく そうむか ☎４４－３３２８ 

  

 
 

☆こどもたち の かいがてん 

▼ひにち： １１がつ１７にち （どようび）～ 

               １１がつ２５にち （にちようび） 

▼じかん： ごぜん９じ～ごご４じ 

▼ばしょ： かしば ちゅうおうこうみんかん 1F ロビー 

▼ないよう： ３～５さい の こどもたち が かいた え 

          の てんじ 

*くわしくは、 といあわせ ください。 

といあわせ： しやくしょ きょういく そうむか ☎４４－３３２８ 
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ＳＰＯＲＴＳ ＣＬＡＳＳ ＦＯＲ ＣＨＩＬＤＲＥＮ 

 

Date: 

 Saturdays Dec. 2018―March 2019 (12 times) 

Time:  5 year-old children 11:00a.m.～12:00p.m. 

       6year-old children 12:00p.m.～1:00p.m. 

Place: City Sports Center 

Ｔｈｏｓｅ ｅｌｉｇｉｂｌｅ: 5-6 year- old children of city living. 

＊Those who don’t participate in gymnastic class for 

parents and children, will take a priority. 

Limit: 6 year-old children (25), 

 5 year-old children (25)  

＊If too many applicants, a drawing will be held. 

What to do: Fun exercises such as ball games, and 

skipping rope. 

Fee: 3,200 yen (including 800yen for sports safety 

insurance)  

Application method: 

 Apply filling in the prescribed form with the fee at the 

window of the City Sports Center. 

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

Deadline for applying:: Nov.24(Ｓａｔ.） 

Application＆Information: General Association 

Kashiba City Athletic Association  

 City Sports Center (Sougou Taiikukan) 

Tel 76-9511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャイルドスポーツ きょうしつ 

 

にってい：  

 ２０１８ねん１２がつ ～ ２０１９ねん３がつ までの どようび 

（１２かい） 

じかん：しょうがく１ねんせい ごぜん１１じ ～ ごご１２じ 

ほいくえん・ようちえん の ねんちょうぐみ 

 ごご１２じ ～ ごご１じ 

ばしょ： そうごうたいいくかん、メインフロア  

たいしょう： しない ざいじゅうの しょうがく１ねんせい および  

ほいくえん・ようちえんの ねんちょうぐみ。 

＊ことし ようちえん おやこたいそう きょうしつに さんかしゃ

していない かた が ゆうせん されます。 

ていいん：  しょうがく１ねんせい ２５めい 

ほいくえん・ようちえんの ねんちょうぐみ ２５めい 

＊ もうしこみ たすうのばあいは ちゅうせんとなります。 

ないよう：ボールをつかっての けいスポーツ、なわとび など 

さんかひ：  ３，２００えん （スポーツあんぜんほけんりょう  

８００えんをふくむ） 

もうしこみ ほうほう：  さんかひを そえて、そうごうたいいくか

ん まどぐちにある しょていの ようしで もうしこみ くださ

い。 （うけつけ じかん： ごぜん９じ～ごご５じ） 

もうしこみきげん： １１がつ２４にち （どようび）  

もうしこみ・といあわせさき： いっぱんしゃだんほうじん  かし

ばし たいいくきょうかい 

（そうごうたいいくかん） 

Ｔｅｌ ７６－９５１１ 
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CHRISTMAS PARTY FOR 

PRE－SCHOOL CHILDREN 

 

Date: Dec. 21(Fri.) 1:00 p.m.-2:00p.m. 

Place: Futakami Cultural Center 

Those eligible: Children 1-3 years old with parents 

Limit: 120pairs 

*If too many applicants, a drawing will be held. 

What to do: Enjoy singing and dancing with Anpanman 

and Santa Claus. 

Cost: Free 

Application method: 

Please apply online application form of “Biginners 

event (Christmas Party)” on the website of 

Haruna Kindergarten (http://haruna.ed.jp) 

After drawing lots, we will give you the result by 

email.  

Deadline for applying:: Nov.25(Sun.） 

Information: Haruna Kindergarten TEL 76-5542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みしゅうえんじ クリスマスパーティー 

 

 

にちじ： １２がつ２１にち （きんようび） ごご１:００～２:００ 

ばしょ： ふたかみぶんかセンター、しみんホール 

たいしょう： １～３さいの こどもと ほごしゃ 

ていいん：１２０くみ 

＊もうしこみしゃ が たすう の ばあい は ちゅうせん と 

なります。 

ないよう： アンパンマン や サンタクロース と うたったり、

ダンス を して たのしい じかん を すごしましょう。 

ひよう： むりょう 

もうしこみ： ハルナようちえん の ウェブサイト の 「ビギナ

ーズ イベント（クリスマス パーティ）」でもうしこんでくださ

い。 

ちゅうせんご、けっかを メールで おしらせします。 

もうしこみきげん：１１がつ２５にち（にちようび）   

といあわせ： ハルナようちえん ☎７６－５５４２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://haruna.ed.jp/
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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.-16:00p.m. 

 Sougou Fukushi Center   ☎ 79-7522 

・   One-parent family advice 

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

 Sougou Fukushi Center   ☎ 79-7522 

・   Child abuse advice   

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

 Sougou 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. 

    ✥Syouhi seikatsu center  ☎44－3312 

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

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

   ✥Sougou Fukushi Center  ☎ 76-7107 

・  Wholesome Child care advice (10:00-11:30a.m.) 

 1st～4th (Monday)  Mitsuwa ☎７７－２１８４  

   1st～4th (Tuesday)  Wakaba ☎７７－２７５８ 

  1st～4th (Friday)  Goidou  ☎７７－２０２３ 

   1st～4th (Saturday)  Nijo  ☎７７－２９４４ 

                  Mamigaoka ☎７６－４７７７ 

   ✥Application ：Each nursery 

・    Tax advice   

    3rd (Thursday) ・・・1:00p.m.-15:00p.m.  

    City Hall ,3nd floor、The first 6 arrivals 

✥Application: by telephone 

    ☎ 76-2001( extension 141～147) 

 

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 ☎７７－２１８４ 

だい１～だい４（かようび） わかば ☎７７－２７５８ 

だい１～だい４（きんようび） ごいどう ☎７７－２０２３ 

だい１～だい４（どようび） にじょう ☎７７－２９４４ 

                   まみがおか ☎７６－４７７７ 

✥といあわせさき：それぞれ の ほいくしょ 

・  ぜい そうだん 

だい３ （もくようび）・・・ ごご１じ～３じ 

しやくしょ２かい、 せんちゃく ６めい  

  ✥もうしこみ： 

          ☎７６－２００１ （ないせん１４１～１４７） 
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  Storytelling for children                               
 

① 11/24, 12/8 (Saturday)   

 ✿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 
 
◆ 11/16 (Friday) 

 ✿10：30-10：50 a.m.              

 ✿11：00-11：20 a.m. 

 

  Place: the storytelling room at the library 

 

Saturday for 2year-olds～ 

 

◆ 12/1 (Saturday) 

 ✿11：00-11：20 a.m.  

 

 Place: the storytelling room at the library 

 

Recitation for adults 
 

◆ 11/ 23,  12/14 (Friday)  

 ✿10：00a.m.～11：00 a.m.   

  

  Place：Meeting room 

 

Information on Recycling Book Corner 
 

◆ 11/28 (Wednesday) 

 ✿ Closing day:11/17 

◆ Time:9：30a.m.-5：00 p.m.  

◆ Place：Audiovisual room 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

としょかん おはなし かい                

 

① １１がつ２４か、１２がつ８か （どようび）                                                   

✿ごご３じ～ ３じ４０ぷん （３さい いじょう） 

   

 

   ばしょ：おはなししつ 

 

 よちよち  たいむ（ ０ ・１さい） 

 

 ◆ １１がつ１６ 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：おはなししつ 

 

どようび ２さい じ～ 

 

◆ １２がつ１たち （どようび） 

  ✿ごぜん１１じ～１１じ２０ぷん 

 

  ばしょ：おはなししつ 

 

おとなの ための ろうどくかい 

 

◆ １１がつ２３ にち、１２がつ１４か （きんようび） 

✿ ごぜん１０じ～１１じ 

 

 ばしょ：かいぎしつ 

 

リサイクル としょコーナー の ごあんない 

 

◆ きかん：１１がつ２８ にち （すいようび） まで 

  ✿きゅうかんび：１１がつ１７にち 

◆ じかん：ごぜん９じ３０ぷん～ごご５じ 

◆ ばしょ：しちょうかく しつ 
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Badminton Class for General Men & Women 

         (10times in total) 

❇Schedule: Saturday on November ～March2019 

❇Time:1:00p.m～3：00ｐ.ｍ. 

❇Place: Sogo Taiikukan , City Gymanasium 

❇Those eligible: People living or woｒking in Kashiba 

City 

❇Quota: 35persons 

❇Fee: 5,350yen (including sports insuarance) 

❇How to apply : Please fill in the application form and 

apply along with entry fee at the counter of Sogo 

Taiikukan 

❇Dead line November 24（Sat.） 

Application Information:  Sougou Taiikukan 

  Tel  76-9511 

 

 

 

 

 

Ouchi no Kouen (Playground at Home) 

 

☆ Xmas Party   

* Date & Time: 12/20 (Thur.) 10:00 a.m.～11:30a.m. 

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

* Those eligible: Children and their guardians 

* Numbers: 20 pairs 

in case of many applicants ,it will be a lottery 

* Contents: Singing Xmas songs and dancing. 

          There are presents of hand-made 

          toys. 

* Fee: Free 

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 period: 

            11/12 (Mon.) ～ 11/30(Fri.) 

 

 

 

いっぱん だんじょ バドミントン きょうしつ 
         （ぜん １０かい） 

 

にってい：１２がつ～２０１９ねん３がつま での どようび 

じかん：ごご１じ～ごご３じ 

ばしょ：そうごう たいいくかん 

たいしょう：しない ざいしょく ざいじゅうの かた 

 

ていいん：３５めい 

ひよう：５,３５０えん（スポーツあんぜんほけん をふくむ） 

もうしこみほうほう：そうごう たいいくかん でもうしこみ よ

うしに ひつようじこう きにゅう のうえ さんかひを そえて

もうしこみください。 

もうしこみきげん：11 がつ 24にち（どようび） 

もうしこみ・といあわせ：いっぱん しゃだん ほうじん かしばし 

たいいく きょうかい（そうごう たいいくかん） 

     ☎7６-９５１１ 

 

もうしこみ・といあわせ：そうごう たいいくかん 

          ☎７６-９５１１ 

 

 

 

 

「おうちのこうえん」 ぎょうじ 

 

☆ クリスマスのつどい 

＊ にちじ： １２/２０ (もくようび) ごぜん１０:００～１１：３０ 

＊ ばしょ： そうごう ふくし センター ２かい 

＊ たいしょう： こども と ほごしゃ 

＊ ていいん： ２０くみ 

もうしこみしゃ たすうの ばあいは ちゅうせんと なります。 

＊ ないよう： クリスマス ソングを うたったり、おどったりしま

す。 てづくりおもちゃの プレゼントもあります。 

＊ ひよう： むりょう 

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-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：１１/１２（げつよう）～１１/３０（きんよう）  

 

 

 

 

https://s-kantan.com/kashiba-nara-u
https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/
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☆ Baby Massage 

* Date & Time:12/21 (Fri.) 10:00a.m. ～ 11:30a.m. 

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

* Those eligible: guardians and under about  

    2～6-month-old babies. 

* Numbers: 10 pairs  

 in case of many applicants ,it will be a lottery              

* Contents: Massaging with oil. 

* Fee: Free     

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 period:   

            11/26 (Mon.) ～ 12/7(Fri.) 

＊Address to apply & Information:  

Sogo Fukushi Center, Kosodate Siensitu (Child Care 

Support Room)374 – 1 Ousaka 1 cho-me   〒

639-0251       Tel.: 79-7522 

 

ＬＩＦＥ ＆ ＥＮＶＩＲＯＭＥＮＴ 

  

【Ｈｏｗ to take out】 

Bulky / Incombustible garbage 

☆Ｒｅｑｕｅｓｔ ｆｒｏｍ the Telephone Request  

Center】 

●A deadline of the pickup of bulky/incombustible 

garbage in this year is December 20(thrs.) 

●Please apply as soon as possible because the phone 

is crowded in December 

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: 

☆ ベビーマッサージ 

* にちじ： １２/２１ (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-           

＊ ていいん： １０くみ 

もうしこみしゃ たすうの ばあいは ちゅうせんと なります。 

* 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      

 

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-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：１１/２６（げつよう）～１２/７（きんよう） 

 

＊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 

 

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 センターから 

の おねがい】 

●そだいごみ・もえないごみ の ねんない しゅうしゅ の 

うけつけ しめきり は １２がつ２０にち（もくようび） です。 

●１２がつ は でんわ が こみあう ため 、はやめ に 

もうしこみ ください。 

○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 

https://s-kantan.com/kashiba-nara-u
https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/
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 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 y 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.   

●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. 

◆Information: Shushu center, tel. 77-4189 

 

 

 

 

 

 

November 23（Fri/ National holiday）.. 

JAZZ Night in Kashiba 

◆Time：7:00p.m.～ 

*Doors open half an hour before the performance. 

◆Place: Futakami Bunka Center 1F Citizen’s Hall 

◆Fee:  Advance  ticket  1,500yen 

     On the day ticket   2,000yen 

 ◆Ticket: Tickets are now on sale at Futakami 

BunkaCenter 

 

 

 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  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） 

●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。 

◆といあわせさき しゅうしゅうセンター ☎０７４５-７７-４１８９ 

 

 

 

 

 

 

１１がつ２３にち（きんようび・しゅくじつ） 

JAZZナイト in Kashiba 

◆じかん： ごご７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1F  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：ふたかみ ぶんかセンター まどぐち にて 

               はつばいちゅう 

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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December 9(Sun.) 

FUTAKAMI  CITIZEN’S  OPERA  
23rd PERFORMANCES 

Opera  “ The Bat” 
  

◆Time: ①11:30a.m.～ 

       ②3:30ｐ.ｍ.～ 

*Doors open half an hour before performance 

◆Place: FutakamiBunkaCenter,1F  Citizen’s hall 

◆Admission: Advance ticket   3,000yen 

         On the day ticket  3,500yen 

◆Tickets：Tickets are now on sale at Futakami 

BunkaCenter 

◆Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：Futakami  Bunka Center 

（☎77-1000） 

 

 

① November 17（Sat.）・②December 8（Sat.） 

Fuｔakami Club Team M ☆History Walk Circle☆  

 

① Walking along the Yamanobe Road 

② Walking through the ancient ruins of Miwa 

foothills 

◆Entry Fee:500yen (Futakami Club Member: Free) 

❇Details will be announced on website. 

 

① November 25（Sun.） ②December 14（Fri.） 

 Futakami Club Team E ☆Fuku Fuku Circle☆ 

 

Nijousan Theater 

① Spanish movies “Miracle of Marcelino” 

② Germany Movies “The Livesof Others“ 

◆Time: 1:30p.m.～4:00p.m. 

◆Place: Chuoukouminkan 2F .audiovisual room 

◆Those eligible: Elementary school students or 

  older. 

◆Quota: First arrival 30 

◆Entry fee: 200yen (sweets fee) 

❇The reception is held at the venue on the day 

 

● Information 

Futakami Bunka Center  Tel 77-1000 

    Nijousan Museum      Tel 77-1700 

    Cyuou Kouminkan     Tel 77-4981 

 

 

１２がつ９にち（にちようび） 

ふたかみ しみんオペラ  

だい２３かい こうえん 

 オペラ 「こうもり」  
 

◆じかん：①ごぜん 11 じ３０ぷん～ 

      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） 

 

 

① １１/１７(どようび)・ ②１２/８（どようび） 

ふたかみクラブ チーム M☆れきし さんぽ サークル☆ 

 

 ①やまのべの みちを ゆく 

 ②みわ さんろくの こだい いせきを ゆく 

◆さんか ひ：５００えん 

❇くわしくは ホームページで おしらせ します。 

 

 

② １１/２５（にちようび)・ ②１２/１４（きんようび） 

ふたかみクラブ E ☆ふくふくサークル☆ 

 

にじょうさん えいがかん 

① スペインえいが「けがれなき あくぎ」 

② ドイツえいが「よきひとの ための ソナタ」 

◆じかん：ごご 1 じ３０ぷん～ごご４じ 

◆ばしょ：ちゅうおう こうみんかん ２かい・ 

しちょうかくしつ 

    ◆たいしょう：しょうがくせい いじょう 

    ◆ていん：せんちゃく ３０めい 

    ◆さんかひ：２００えん（かしだい） 

    ❇とうじつ かいじょうにて うけつけ します。 

 

 

●しょうかいさき 

ふたかみぶんか センター ☎77-1000 

にじょうさん はくぶつかん ☎l 77-1700 

 ちゅうおう こうみんかん  ☎77-4981 
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About the Public Health Center   

 

✤Application：at Public Health Center ☎ 77-3965 

・ Healthｙ gymnastics class   

     ・11/26(Monday) 10:00a.m.-11:30a.m. 

   at Sougou Fukushi Center  

     ・ Please bring : drink, towel, workout clothes and 

indoor shoes,  

    ・Application: Not Required 

・ Childbirth class 

    ① 12/5(Wednesday) , 1/9(Wednesday) 

Q&A of Maternity life, 

 Let’s learn about baby  

② 12/12（Wednesday), 1/16(Wednesday)   

Exchange event with experienced moms   

    ・10:00am-11:45am at the Health Center 

    ・Expectant mothers and their family, limit 15 

people 

    ・What to bring : Maternity handbook, writing 

materials 

    ・Application: By phone at anytime 

・ Walking Class (Imaike Shinsui Park) 

   ・12/10(Monday)  

    ・Meet at the entrance of the Gymnasium at  

     1:30pm 

    ・Application not required 

    ・What to Bring: : water, towel, 

    ・Please participate with comfortable clothes and 

shoes. 

    (If it rains please bring indoor shoes) 

・ Baby Food Class 

    ①5-8months・・・12/11(Tue.), 1/18(Fri) 

    ②8-12months・・・12/19(Wed), 1/30(Wed) 

    ・10:00am-11:30am at the Sougou Fukushi Center 

    ・Apply by phone 

    ・What to bring : Maternity handbook, Writing 

material, things you need such as baby milk      

・  Let's  master  stretch 
  12/14 (Friday)・・・2:00p.m.-3:00p.m.  

at the public health center  

・Stretch using a chair       

  ・20 years and over ,20people 

    ・Please bring : water, towel 

 ・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  

  ・１１/２６（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 と うんどうぐつ で  

きてください 

 ・もうしこみふよう 

・ ははおや きょうしつ 

    ・①１２/５（すいようび）、１/９（すいようび） 

       マタニティーライフ Q&A、あかちゃん を しろう 

  ②１２/１２（すいようび）、１/１６（すいようび） 

    せんぱいママ こうりゅうかい 

    ・午前１０：００～１１：４５ 

    ・ばしょ： ほけんセンター 

    ・もちもの： 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 

・ ウオーキング きょうしつ （いまいけしんすい こうえん） 

   ・１２/１０（げつようび） 

   ・そうごう たいいくかん しょうめんげんかん、 

ごご１：３０ しゅうごう 

   ・もつてくるもの： のみもの、タオル 

※あめ の ばあいは くつ を もってきて ください 

    ・うごきやすい ふく と はきなれた くつ で きてくだ 

さい 

 ・もうしこみふよう 

・ りにゅうしょく きょうしつ 

   ①５－８かげつ・・・１２／１１（かようび） 

               １/１８（きんようび） 

   ②８－１２かげつ・・・１２/１９（すいようび） 

               １/３０（すいようび） 

    ・ごぜん１０：００～１１：３０ 

    ・ばしょ ： そうごう ふくし センター 

    ・でんわ で もうしこんでください 

    ・もちもの ： ぼしてちょう、ひっきようぐ、 

            ミルクなど、ひつようなもの 

・ ストレッチを マスターしよう  

１２/１４ （きんようび）・・・ごご２じ～３じ 

      イスを つかって ストレッチ 

 ・ほけんセンターで 

 ・２０さい いじょうで 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 

 

 

 


