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ＫＡＳＨＩＢＡ ＣＩＴＹ ＭＯＮＴＨＬＹ 

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

かしばし こんげつの おしらせ 
 

December 2018 

12がつ 

Translated by Global Kashiba 

グローバル かしば ほんやく 

Child rearing supporter education lecture 

The lecture which trains the supporter who 

comes into action by "Kashiba-city family 

support center". 

★Date /Time/What to do： Refer to Table 

★Place： General Welfare Center 3F, Room#1 

★Those eligible:  

Person who meet next requirements 

*Who lives in the city,healthy, and 

 20～64 years old. 

*Who likes children and social involvement .  

*Who can act as a supporter.  

★Fee： Free of charge 

★Application:  

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

*By Double postcard or Telephone or Fax, please 

 tell an event name, address, name, age, telephone 

 number and the necessity of child care center. 

  Application deadline is 12/28 (Fri). 

★Information:  

General Welfare Center  Child Welfare Section. 

〒639-0251 Ousaka 1-374-1 

☎79-7522      FAX;79-7532 

 

 

 

 

 

 

こそだて サポーター ようせい こうざ 

「かしばしファミリー・サポート・センター」で  

かつどうするサポーターを ようせいする  

こうざです。 

★にってい/じかん/ないよう： ひょう を みてください 

★ばしょ： そうごう ふくし センター 3F, Room#1 

★たいしょう：  

つぎの すべてに あてはまる ひと 

*しないにすんでいて、けんこうで、 

20～64 さいの ひと 

*こどもがすきで、しゃかいさんかしたい ひと 

*サポーターとして かつどう できるひと 

★りょうきん： むりょう 

★もうしこみ：  

*(https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/)で もうしこむ か 

*おうふくはがき・でんわ・FAXで ぎょうじめい・じゅうしょ・ 

なまえ・ねんれい・でんわばんごう・たくじのひつようせいを  

かいて もうしこんで ください。   

もうしこみきげん は 12/18（きんようび） です。 

★といあわせ：  

そうごう ふくし センター   じどう ふくしか 

〒639-0251 おうさか 1-374-1 

☎79-7522      FAX;79-7532 
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★ 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 

School District 12/29(Sat..) 

1/5（Sat.） 

12/30(Sun.) 

Shimoda ○ × 

Goido ○ × 

Mamigaoka-nishi ○ × 

Mamigaoka-higashi ○ × 

Kamada ○ × 

Mitsuwa × ○ 

Nijo × ○ 

Sekiya × ○ 

Shizumi × ○ 

Asahigaoka × ○ 

 

●Bulky / Combustible Garbage   

Deadline of acceptance for Pickup in 2016  

December 20th (Thu.) 

 

【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 

 

 

★ 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 

しょうがっこう く 12/29(どよう) 

1/5（どよう） 

12/30(にち) 

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２０にち（もくようび） 

 

【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  
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＊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 

 

●Own Carriage of Trash and Waste 

 

Last Day to Accept Garbage in 2017 

December  28 (Fri.)   

☆Own carriage into the incineration plant is also 

available on December 28th(Fri.).  

☆In 2019 the service will be resumed on January 

4th (Fri.) 

【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 

 

 

 

 

 

＊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  

 

 

●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２８にち（きんようび）  

☆１２がつ２８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。  

☆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 
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●Service of Adopting Cats and Dogs to be 

Suspended during the Year-end and New Year 

Holidays 

◆Period of suspension 

  December21（Fri.）～January 3(Thurs.) in 2019 

▶Information 

・ City Hall Health and Medical Division  

  ☎ 44-3306 

 ・ Central Nara Public Healthcare Center 

     ☎0744－48－3033 

 

●Kashiba Donzurubo Hot Spring to be closed 

during the year-end and New Year holidays. 

◆Non-business period  

December 28th（Fri.）～January 4(Fri.) in 2019 

◆Information ： City Public Healthcare CenterSocial 

Welfare Division     ☎79-7151 

 

☆ Baby Massage 

◆ Date & Time:2019.1.25 (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:   

            12/17 (Mon.) ～ 12/28(Fri.) 

◆Address to apply & Information:  

Sogo Fukushi Center, Kosodate Siensitu (Child Care 

Support Room)374 – 1 Ousaka 1cho-me  

  〒639-0251       Tel.: 79-7522 

 

 

●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（きんよう）～へいせい３１ねん１がつ３にち

（もくようび） 

▶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 

 

●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（きん）～へいせい３１ねん１がつ４にち（きん） 

◆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 

 

☆ ベビーマッサージ 

◆にちじ： ２０１９ねん 1 がつ２５にち (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：１２/１７（げつよう）～１２/２８（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 

 

 

 

 

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

 

 

 

http://www.qq.pref.nara.jp/
http://www.qq.pref.nara.jp/
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SNOW EXPERIENCE FAMILY Ｔour 

Date: 2/9 (Saturday) 

* 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. 2 (Wednesday) 

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 be happened. 

Seisyonen Center: 〒639-0231  

2-1-12 Shimoda nishi  ☎78-6661 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファミリーツアー ゆき たいけん 

ひにち： ２がつ ９にち（どようび） 

* しゅうごう：ごぜん ６じ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２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  ☎７８-６６６１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544318011/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3QtaW10LmpwL2FyY2hpdmVzLzAwNDI1Ny8-/RS=%5eADBH.tjkvMP5T7zc4xxH9GvfO.RlX8-;_ylt=A2Rioly7GgtckSAAuQwdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544318011/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWlsYWIuanAvc296YWkvZGV0YWlsLzEzNzY1Lw--/RS=%5eADB6WsOJYhVzZyR7g.Zk3XCc7JVXAI-;_ylt=A2Rioly7GgtckSAAtwwdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544318011/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWlsYWIuanAvc296YWkvZGV0YWlsLzEzNzY1Lw--/RS=%5eADB6WsOJYhVzZyR7g.Zk3XCc7JVXAI-;_ylt=A2Rioly7GgtckSAAtwwdOfx7
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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 

      1/9 (Wednesday) ・・・9:00a.m.-noon 

    2/6 ((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  ☎44－3313 

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

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

   ✥Sougou Fukushi Center  ☎ 79-5858 

・  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.-16:00p.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 

１/９(すいようび）・・・ごぜん９じ～しょうご 

２/６(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 ☎４４－３３１３ 

・    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 ☎ ７９－５８５８ 

・  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～４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 12/22 (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 
 
◆ 12/21 (Friday) 

 ✿10：30-10：50 a.m.              

 ✿11：00-11：20 a.m. 

 

  Place: the storytelling room at the library 
 
Recitation for adults 
 
◆ 12/14 (Friday)  

 ✿10：00a.m.～11：00 a.m.   

  

  Place：Meeting room 

 
Storytelling for adults 

 
◆ 12/18 (Friday)  

 ✿10：00a.m.～11：00 a.m.   

  

  Place：Meeting room 

 
 
 

 

Grimm picture book hall in December 

Date & Time：12/22(Saturday)  2:00-4:00p.m. 

Place：General Welfare Center 2F 

         Health Promotion Section 

Those eligible：Parent and Child who is zero year-old 

to third-grade of elementary school. 

Activities： Let's read a lot of picture books！ 

        Let's make socks and call Santa！ 

Application and Information:： 

General Welfare Center 

     Childcare Support Section ☎79-7522 

 
 

 

 

としょかん おはなし かい   

 

① １２がつ２２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：おはなししつ 

              

よちよち  たいむ（ ０ ・１さい） 

 

 ◆ １２がつ２１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 

 

おとなの ための ろうどくかい 

 

◆ １２がつ１４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 おはなしかい 

 

◆ １２がつ１８にち （かようび） 

✿ ごぜん１０じ３０ぷん～１１じ３０ぷん 

 

 ばしょ：おはなししつ 

 

 

 

１２がつ の グリムえほんかん 

にちじ ： １２がつ ２２にち（どようび） ごご２じ～４じ 

ところ ： そうごう ふくし センター ２F 

         けんこう ぞうしん しつ 

たいしょう ： ほごしゃ と ０ さい から  

        しようがっこう ３ ねんせい までの こども 

ないよう ： たくさん の えほん を よんでみよう！ 

        くつした を つくって サンタさん を よぼう！ 

もうしこみ/といあわせ ： 

そうごう ふくし センター  

 こそだて しえん しつ ☎７９-７５２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544317372/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaXlhMy5uZXQvJUVGJUJDJTkxJUVGJUJDJTkyJUU2JTlDJTg4JUUzJTgyJUE0JUUzJTgzJUE5JUUzJTgyJUI5JUUzJTgzJTg4L3Bvc3QtMjg4OS8-/RS=%5eADBVhCsKfWl7AqUNTQOuz9at_cw6ss-;_ylt=A2Rivbk8GAtcvFkAWwIdOfx7
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December  15（Sat.） 

 Movie“ Soap Bubbles” 
The story of the beauty of the bond between people 

and humans！ 

 ◆Time: ①10:30a.m..～  ②2：00ｐ.ｍ. 

❇Doors open half an hour before performance 

◆Place: FutakamiBunkaCenter 1F, Citizen’s Hall 

◆Admission: Advance Ticket 900yen 

           On the day ticket 1,200yen    

◆Performer: Kento Hayashi, Etsuko Ichihara etc. 

 

December  18（Tue.） 

5
th

 Heartwarming Lectuer 

○Lecturer ：Kitagawa  Chief Priest 

      in Chougaku Temple 

◆Time：2:00p.m.～. 

*Doors open half an hour before the performance. 

◆Place: Futakami Bunka Center 2F small hall 

◆Fee:  Advance tiｃket    500yen 

     On the day ticket    800yen 

◆Ticket: Tickets are now on sale the counter of  

Futakami Bunka Cente  

 

December  24（Mon.・Holiday.） 

○Futakami  Christmas  Lobby  Concert  

◆Contents: Eurhythmics, Violin ,Hand bell 

◆Time: 11:00a.m..～(about 1 houｒ) 

◆Place: FutakamiBunkaCenter 1F, Lobby 

◆Admission: free    

 

Futakami Club Team E 

 

“Let’s  Experience Katuta Competition !” 

◆Scheduleand Contents 

  ①12/15（Sat.）：“Let’s memorize rules ！” 

  ②Jan.19.2019（Sat.）：“Let’s learn how to sweep by 

hand. 

  ③Feb.17.2019(Sun.):Nara Prefecture competition 

    Karuta tour 

  ④Mar.9.2019（Sat.）“Let’s challenge the reader!” 

◆Time:1:30p.m.～4:30p.m. 

 ❇Time of ③ is undecided. To be announced to 

 

 

 

 

 

１２がつ 1５にち（どようび） 

えいが 「 シャボンだま」 

ひと と ひとの きづな の とうと さ を みつめた  

ものがたり。 

◆じかん：①ごぜん１０じ３０ぷん～ ②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1 かい しみんホール 

◆りょうきん：まえうりけん ９００えん 

        とうじつけん １,２００えん 

しゅつえん：はやし けんと、 いちはら えつこ ほか 

 

１２がつ１８にち（かようび） 

だい５かい  ほっこり ほうわ 

○こうし： きたがわ じゅうしょく 

               ちょうがくじ 

◆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２かい  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  

 

１２がつ２４にち（げつようび・きゅうじつ） 

○ふたかみ クリスマス ロビー コンサート 

◆ないよう： リトミック、バイオリン、ハンドベル 

◆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 

 

 

ふたかみクラブ チーム E 

 

「かるた きょうぎ を たいけん しよう！」 

◆にってい・ないよう 

① １２/１５（どようび） 「ルールを おぼえよう！」 

② ２０１９．１．１９（どようび） 「はらい て を マスター 

                 しよう！」 

③ ２０１９．２．１７（にちようび） 「ならけん きょうぎ かるた 

                   たいかい けんがく」 

④ ２０１９．３.．９（どようび） 「よみてに ちょうせん して 

みよう」 

 

◆じかん：ごご 1 じ３０ぷん～ごご４じ３０ぷん 

 ❇③の じかんは みてい。 さんかしゃ には ごじつ 

 

      

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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participants later 

◆Those eligible: elementary school students 
        or older. 
◆Fee: 500yen （Separrately Karuta purchase fee is 

required）  
   ❇Futakami club member is free.             

◆Information 

Futakami Bunka Center  Tel 77-1000 

    Nijousan Museum      Tel 77-1700 

    Cyuou Kouminkan     Tel 77-4981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28th Coming of Age Day Ceremony in Kashiba 

 

Kashiba City will hold the Coming of Age Day 

Ceremony 

▼Date: Jan. 14, 2019(Mon., National Holiday) 

▼Place: Monami Hall 

▼Registration:   

Reception: 9:00 a.m. -  

Ceremony: 10:00a.m. -  

Group Picture: 10:50a.m. - 12:00p.m 

☆There is a sign-language interpreter.  

▼Eligibility: Those who were born between April 2, 

1998  and  April 1, 1999. 

* Please note that no individual invitation will not sent. 

▼Reference: Education Department life study section 

(inside of a central community center) 

          ☎77－4981 ext.561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 おしらせ します。 

◆たいしょう：しょうがくせい いじょう 

◆さんかひ：５００えん （べっと きょうぎ かるた こうにゅうひ 

が ひつよう） 

❇ふたかみクラブ かいいんは むりょう。 

 

●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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

だい２８かい せいじんしき 

 

かしばし せいじんしきを おこないます。 

 

▼ひにち： ２０１９ねん１がつ１４にち（げつよう・しゅくじつ） 

▼ばしょ： モナミホール 

▼ないよう：  

・うけつけ： ごぜん９：００～ 

・しきてん：ごぜん１０：００～ 

・しゃしん さつえい： ごぜん１０：５０-１２：００ 

☆しゅわ つうやくが あります。 

▼たいしょう： １９９８ねん４がつ２にち～１９９９ねん４がつ１に

ち にうまれた かた。 

＊こじんへの あんないは おこないませんので、ごりょうしょう 

ください。   

▼といあわせ さき： きょういくぶ しょうがいがくしゅうか  

        （ちゅうおう こうみんかん ない） 

  ☎７７－４９８１ ないせん５６１ 
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・About the Public Health Center  

✤Application：at Public Health Center ☎ 77-3965 

・      Health gymnastics class   

     ・12/17(Monday) , 10/23(Monday) 

  ・10：00a.m.-11:30a.m. 

   ・ Sougou Fukushi Center  

     ・ Please bring：drink, towel, indoor shoes 

・Application not required 

   ・Contents： Rhythm   exercises 、 

 Muscular  strength  up exercises 

・Blood Donation 

   ・①1/8(Tuesday) 9:30am-10:45am 

    ・②1/25（Friday）

10:00am-12:00am ,1:00pm-4:00pm 

 ・Place: City Halll 

    ・Those eligible: people aged 16 to 69 

    ・What to Bring: Blood donor card,  

     form of identification (such as driver’s license) 

    ・ If you are over 65, you must have donated 

between the ages of 60-64 

・ Toothbrushing class 

    ・1/8（Tuesday） at the Health Center 

     ①9：15am-9：45am 

      Tooth brushing lesson by dental hygienist 

for children aged under 1.5 years old and 

their parents (Limit 10 pairs) 

       ②10:00am-10:30am, 10:45am-11:15am   

Tooth brushing lesson by dental hygienist,  

fluoride treatment for 2 year old children 

and their parents (Limit 10 pairs) 

・What to bring : Maternity and child health 

handbook, writing materials,  

(only for ②: cup, towel, toothbrush are 

needed) 

・Application: by telephone   

・   Let's  master  stretch 

  ①1/18 (Friday)・・・2:00p.m.-3:00p.m.  

    Stretch using a chair 

②1/28(Monday)・・10:00a.m-11:00a.m. 

Stretch sitting on the floor 

 ・ at the public health center  

  ・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 

 ・１２/１７ （げつようび）  

ごぜん１０：００～１１：３０ 

 ・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、しつないシューズ 

 ・もうしこみふよう 

  ・ないよう：リズムたいそう、 きんりょくアップ たいそう 

 

・ けんけつ  

    ・①１/８（かようび） ごぜん９：３０～１０：４５ 

     ②１/２５（きんようび） ごぜん１０：００～１２：００ 

                   ごご１：００～４：００ 

    ・ばしょ： しやくしょ 

    ・もちもの： けんけつカード、  

ほんにんかくにん ができるもの（めんきょしょう） 

    ・６５さい いじょうの かたは ６０さい～６４さい の 

あいだ に けんけつ の けいけん が ひつよう 

です 

     

・ はみがき きょううしつ 

    ・１/８（かようび） 

   ①ごぜん９：１５～９：４５ 

１さい６かげつ みまん の こども と ほごしゃ 

（１０くみ） 

   ②ごぜん１０：００～１１：１５ 

２さい の こども と その ほごしゃ 

（１０くみ 

   ・ないよう： ①ブラッシング しどう 

           ②ブラッシング しどう と フッソ をぬる 

   ・もちもの： ぼしてちょう、ひっきようぐ 

（②のみ コップ、 タオル、 はぶらし） 

 

 

 

・ ストレッチを マスターしよう  

①１/１８ （きんようび）・・・ごご２じ～３じ 

      イスを つかって ストレッチ 

   ②１/２８（げつようび）・・・ごぜん１０じ～１１じ 

 ・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 
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・ Walking Class (Imaike Shinsui Park) 

   ・1/21(Monday)  2/18(Monday) 

    ・Meet at the entrance of the Gymnasium     at 

1:30pm 

    ・Application not required 

    ・What to Bring: : water, towel, cap, pedometer 

    ・Please wear comfortable clothes and shoes. 

     (If it rains please bring indoor shoes) 

 

 

 ・Periodontal check-up, Dental check-up for pregnant 

women 

    ・1/31（Thursday）, 2/21(Thursday) 

1:00pm-3:30pm 

    ・Those eligible: people aged 20 or above  

 or pregnant women   

・Contents: dental check up, cavity bacteria 

check, dentistry consultation, tooth brushing 

instruction 

 *Those who are in treatment of dental disease, 

can’t apply. Pregnant women can get the 

check-up when your condition is stable 

*Pregnant women need to bring maternity and 

child health handbook 

・Limit: 50 people 

     ・Application : by telephone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ウオーキング きょうしつ （いまいけしんすい こうえん） 

   ・1/２１（げつようび）、 ２/１８（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、ぼうし、 

まんぽけい 

※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 

・ ししゅうびょう けんしん ・ にんぷ しか けんしん 

   ・１／３１（もくようび） 、２／２１（もくようび） 

     ごご１：００－３：３０ 

 ・ばしょ： ほけんセンター 

   ・ていいん： ５０めい 

   ・たいしょう： ２０さい いじょう の しみん と  

    にんしんちゅう の かた 

・ないよう：はの けんしん、むしばきんチェック、はの そ

うだん, はみがき しどう  

・にんしんちゅう の かたは たいちょうの あんていし 

ているとき うけてください。 

   ・にんしんちゅう の かた は ぼしてちょう を 

    もってきて ください   

   ・でんわ で よやく してください 

  


