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グローバル かしば ほんやく 

 

Lecture of Central Community Center 
 

【The way of talking to which you can be 

listened】 

★Date /Time： 6/14(Fri.) , p.m.7:00-8:00 

★Place： Central Community Center 

★Those eligible:  

Men and women who live in the city or work 

in the city. 

★Number of applicants： 30 people 

★Contents：  

How to propose your opinion,  

ｗhile accepting other people's opinion. 

★Fee:  Free of charge 

★What to bring:  Writing utensil 

★Lecturer:  Ms. Naho Kiriyama 

         (Psychological counselor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちゅうおう こうみんかん の こうざ 
 

【みみを かたむけて もらえる はなしかた】 
 

★にってい/じかん： 6/14(きんようび) , p.m.7:00-8:00 

★ばしょ： ちゅうおう こうみんかん 

★たいしょう：  

しない にすんでいるか、はたらいている いっぱんの 

だんじょ。 

★ていいん： ３０ めい 

★ないよう：  

ほかのひとの いけんを うけいれるなかで 

どのように あなたの いけんを いうか 

★りょうきん： むりょう 

★もってくるもの： ひっき ようぐ 

★こうし： きりやま なほ さん 

         (しんり カウンセラー) 
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【Herbarium experience lecture】 
A herbarium is a collection of preserved plant 
specimens. 

★Date ： ① 5/27(Mon.) , ② 6/24(Mon.) 

          (Even one of day is acceptable) 

★Time： Both ①,② p.m.2：00-3：30 

★Place： Central Community Center 

★Those eligible:  

Men and women who live in the city or work 

in the city. 

★Number of applicants： Each time 15 people 

★Contents：  

Make an unusual Harbarium. 

★Fee:  \1,500/ 1 time (Cost of materials) 

★What to bring:  Scissors 

★Lecturer:  Ms. Umi Onoue 

 (Flower club lecturer) 

 

 

▼Application:  

*Apply at a counter directly or 

by Postcard, Fax , E-Mail,  

Please tell Lecture-name, Address, Your-name, 

 Age, Gender, Telephone-number. 

   Application deadline is 5/23 (Thu.) 

▼Information:  

Central Community Center 

〒639-0231 Shimoda Nisi 3-7-5 

☎ ; 77-4981 ,  FAX ; 78-4981  

E-Mail ; kck_kouza@kashiba-mirai.com 

H P  ; http://kashiba- mirai.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ハーバリウム たいけん こうざ】 
ハーバリウム（Herbarium）とは しょくぶつ ひょうほん  

の いみです。 

★にってい： ① 5/27(げつようび) , ② 6/24(げつようび) 

            (いずれか いちにち だけでも かのう ) 

★じかん： ①,②どちらも p.m.2：00-3：30 

★ばしょ： ちゅうおう こうみんかん 

★たいしょう：  

しない にすんでいるか、はたらいている いっぱんの 

だんじょ。 

★ていいん： かくかい １５ めい 

★ないよう：  

かわった ハーバリウム（Herbarium）を つくる 

★りょうきん： \1,500/ 1 かい (ざいりょうひ) 

★もってくるもの： はさみ 

★こうし： おのうえ ゆみ さん 

(フラワー サークル こうし) 

 

 

▼もうしこみ：  

*ちょくせつ まどぐちで もうしこむ か  

はがき、FAX、E-Mail で  

こうざめい・じゅうしょ・なまえ・ねんれい・せうべつ・ 

でんわばんごう を かいて もうしこむ。 

もうしこみきげん は 5/23（もくようび）。 

▼といあわせ：  

ちゅうおう こうみんかん  

〒639-0231 しもだ にし 3-7-5 

☎ ; 77-4981 ,  FAX ; 78-4981 

          E-Mail ; kck_kouza@kashiba-mirai.com 

          H P  ; http://kashiba- mirai.com/ 
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Ｌｅｔ‘ｓ Ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｅ ｉｎ Ｓｐｏｒｔｓ Ｃｌａｓｓｅｓ 

Planned by The Amateur Sports Association 

【Common Information】  

How to Apply 

Apply at the counter of Sogo Taiikukan, the City 

Gymnasium, filling in a form and paying a fee. [The 

gym is open 9:00a.m. – 5:00p.m.] 

Deadline: 

May 26th (Sun.) 

＊In case of too many applicants , participants   will 

be decided by lottery. 

＊In case of few applicants, the class may be 

cancelled. 

Application & Information: 

Kashibashi TaiikuKyokai, Sports Association of 

Kashiba City.  (Sogo Taiikukan, City Gymnasium) 

☎ 76-9511 

 

 

Tennis Class for Elementary School Students 

Date:  Saturday, Jun.–Feb. 2020 

(15 times in total) 

Time:  1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Place: Takatsuka tennis court 

Eligibility: 4th-6thgrader of elementary school living in 

Kashiba city. 

Capacity: 30 students 

Fee: 5,300Yen (including sports insurance) 

 

Active Child Class for Children 

Date: June – Nov. 2019 

(10 times in total) 

①  Monday Time: 3:00 ｐ.m. – 4:00p.m. 

②  Tuesday Time:4:00p.m.- 5:00p.m. 

(②is only held for a large number of applicants) 

Eligibility: Kindergartner(older) living in Kashiba city 

Capacity:  30 students 

Place: ①Sogo Taiikukan, City Gymnasium 

② Norther Area Gymnasium 

Fee:  2,800Yen (including sports insurance) 

たいいくきょうかいの 

スポーツきょうしつに さんかしましょう 

【きょうつう じこう】 

もうしこみ ほうほう：  

そうごうたいいくかん まどぐちで、もうしこみ ようしに ひ

つような ことがらを きにゅうし、さんかひを そえて もうしこ

み ください。 [うけつけじかんは ごぜん９じ～ごご５じ] 

もうしこみ きげん：  

５がつ２６にち(にちようび) 

＊おうぼしゃが おおい ばあいは ちゅうせんと なります。 

 

＊おうぼしゃが すくない ばあいは そのきょうしつが ひら

かれない ばあいが あります。 

もうしこみ・といあわせ： 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 

 

 

 

ジュニア テニス きょうしつ 

ひにち： ６がつ～２０２０ねん ２がつ までの どようび  

(ぜんぶで １５かい) 

じかん： ごご ２じ～４じ 

ばしょ： たかつか テニスコート 

たいしょう： しないに すんでいる しょうがっこう ４ねん～ 

６ねんせい 

ていいん： ３０めい 

ひよう： ５，３００えん （スポーツほけんりょうを ふくむ。） 

 

アクティブ チャイルド きょうしつ 

ひにち： ６がつ～２０１９ねん １１がつまで 

(ぜんぶで １０かい) 

① げつようび ごご３じ～ごご４じ 

②  かようび ごご４じ～ごご５じ 

（②はもうしこみしゃ たすう の とき のみ かいさい） 

たいしょう： しない ざいじゅう の えんじ （ねんちょう） 

ていいん： ３０めい 

ばしょ： ①そうごうたいいくかん 

②ほくぶ ちいき たいいくかん 

ひよう： ２，８００えん（スポーツほけんりょうを ふくむ。） 
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Trampobics’ Class 

Date:  Thursday, June – Dec. 2019 

(12 times in total) 

Time:  3:00 p.m. – 5:00 p.m. 

Place:  Sogo Taiikukan, City Gymnasium subfloo 

Eligibility:  People living or working in KashibaCity. 

Capacity:  25 persons 

Fee:  6,050Yen (including sports insurance) 

 

Aerobics Dance Class 

Date: Friday, Jun.–Dec..2019 

 (15 times in total) 

Time: 1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Place:  Sogo Taiikukan, City Gymnasium subfloor 

Eligibility: People living or working in KashibaCity. 

Capacity:  30 persons 

Fee:  7，100Yen (including sports insurance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トランポビクス きょうしつ 

ひにち： ６がつ～２０１９ねん １２がつ までの もくようび  

（ぜんぶで １２かい） 

じかん： ごご３じ～５じ 

ばしょ： そうごうたいいくかん サブフロア 

たいしょう： しないに すんでいるか はたらいて いるかた。 

ていいん： ２５めい 

ひよう： ６，０５０えん （スポーツ ほけんりょうを ふくむ。） 

 

エアロビクス ダンス きょうしつ 

ひにち： ６がつ～２０１９ねん 1２がつ までの きんようび  

（ぜんぶで １５かい） 

じかん： ごご１じ～３じ 

ばしょ： そうごうたいいくかん サブフロア 

たいしょう： しないに すんでいるか はたらいて いるかた。 

ていいん： ３０めい 

ひよう： ７,１００えん （スポーツ ほけんりょうを ふくむ） 
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Current Situation Report of Children’s  

Allowance and Special Benefit 

 

 “Current situation report of children’s allowance and 

special benefit” will be sent to recipients of children’s 

allowance and special benefit. 

This report is to grasp the situation of children's 

allowance recipient of June 1 every year. 

You cannot receive the allowances from Jun if these 

forms are not submitted even if you have the right to 

it.. 

 

Submission Period  June 3rd (Mon.) – 28th (Fri.) 

 

Place of submission, Information 

Child Care Support Office in the Welfare Center 

Tel: 0745-79-7522 

 

Baby Massage 

 

Date and Time  June 21st (Fri.)  

10:00am-11:30am 

Place Health Promotion office 

 (2F of the Sogo Hukushi Center) 

Those Eligible  Babies from 2 to 6 months old with 

Parents of city living 

Limit  10 pairs 

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

Contents Massage your baby gently using oil and enjoy 

communication between mother and baby 

Application method  Please apply at the following  

website  

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

Application Period   

May 20th (Mon)-June 10th(Mon) 

Information  Sogo Fukushi Center (79-7522) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じどうてあて・とくれいきゅうふ げんきょうとどけ 

 

じどうてあて・とくれいきゅうふ をうけている かたに 

「じどうてあて・とくれいきゅうふ げんきょうとどけ」 を 

おくります。 

この げんきょうとどけ は まいとし ６がつ１にち 

じどう の よういくじょうきょう などを かくにん する 

ための ものです。 

ていしゅつ が ないばあい は ６がつ いこう のて

あて をうけることが できなくなる こと が あります。 

 

ていしゅつきかん  ６がつ３にち（げつようび） 

               ～２８にち（きんようび） 

 

ていしゅつさき・といあわせ 

そうごうふくしセンター じどうふくしか 

でんわ：0745-79-7522 

 

ベビー マッサージ  

 

にちじ ６がつ２１にち（きんようび）  

ごぜん１０：００～１１：３０ 

ばしょ そうごうふくしセンター ２かい  

けんこうぞうしんしつ 

たいしょう しないに すんでいる ２～６かげつくらい

の にゅうじ と ほごしゃ 

ないよう  オイル を つかって あかちゃん を や

さしく マッサージ をして あかちゃん との 

コミュニケーションを たのしみます。 

ていいん １０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 

もうしこみほうほう  かき の ホームページ で も

うしこんでください。 

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

もうしこみきかん   

５がつ２０にち（げつようび） 

～６がつ１０にち（げつようび） 

といあわせ そうごう ふくし センター  

（７９－７５２２） 

 

 

 

 

 

 

 

https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/
https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/
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LIFE & ENVIROMENT 

May  29th (Wed.) is Collecting  day for  

Harmful  Garbage. 

Harmful garbage are divided into two categories, one 

is “Light bulbs, fluorescent tubes” and the other is 

“dry-cell batteries”. Put them separately in 

transparent or semi-transparent bags. Do not 

directly put a packing tape on them. 

 ★For more information Waste Collection Center 

 ☎77-4189 

●Please dismantle or reinforce! 

Buｌｋｙ Garbage & Incombustible Garbage 

 Buｌｋｙ Garbage & Incombustible Garbage are not 

able to be collected when they are not dismantled or 

reinforced. All items have to be sorted into each 

category as follows 

○  Bed , Storeroom, Pets hut 

→Must be dismantleｄ. 

○ Spring Mattress 

 →Remove all the covers and cushioning, leaving 

the springs only. 

○Stick-like items such as clothespins 

→Cut it to 1m of length 

○Cabinet shelves, TV boards and others with glass 

surfaces 

→Glass surface, gum tape whole surface, leaving  

no gaps and  apply cardboard to keep the glass 

surface out of sight 

○Branches ,trucks of plants 

・Within 5 cm in diameter 

→Cut into pieces less than 50 cm in length, put 

them in bags  as burnable garbage. 

・Within 20 cm in diameter  

→Cut them to 1m length and bind with a string to  

the weight that you can take with one hand. And 

apply to pick up at the request center by phone. 

❇ Self-loading is possible within  20 cm in 

diameter and 1m in length. 

○Root of plants →Within 5cm in diameter  

せいかつ・かんきょう 

５がつ２９にち（すいようび）は ゆうがい ごみの 

しゅうしゅう  び 

「けいこうとう・でんきゅう」 と 「かんでんち」 を べつべつに 

わけて 、とうめい か はんとうめい の ふくろに いれて 

だして ください。ちょくせつ ガムテープ などは はらないで 

ください。 

★といあわせさき しゅうしゅう センター 

 ☎７７-４１８９ 

 

●かいたい・ほきょう を して ください！ 

そだいゴミ・もえないゴミ 

 そだい ごみ・もえない ごみは かいたい・ほきょうを しな

いとしゅうしゅう できない ものが あります。  

といあわせの おおい ごみの ぶんべつ ほうほう を しょ

うかい します。 

○ベッド、ものおき、ペット こや   

→かいたい する 

○ マットレス（スプリング いり） 

 →まわりの ぬの や なか の わた は すべて とりの

ぞき、スプリング のみ の じょうたい に してだす。 

○ものほしざお など ぼうじょうの もの  

  →1ｍ いないの ながさに きって だす。 

○しょっきだな・テレビボード など ガラス めんの あるもの 

→ガラス めん、ぜんめんに すきま なく ガムテープを 

はる か ダンボールを あてて ガムテープで ガラス めん

がみえなく なるように とめる。 

○うえきの えだ、 みき 

ちょっけい ５ｃｍ いないのもの 

→ながさ ５０ｃｍ いかに きって ふくろに いれて もえ

る ゴミとしてだす。 

・ちょっけい ２０ｃｍ いないのもの 

→ながさ １ｍ いかに きって、かたてで もてる おもさに  

 ひもで しばり でんわ リクエストセンターに ひきとりを 

いらいする。 

❇じこ  はんにゅうは  ちょっけい  ２０ｃｍいない、  

ながさ１ｍ  いないまで  はんにゅう  かのうです。  

○うえきの  ね  

・ちょっけい  ５ｃｍ  いないのもの  
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→ Cut the roots in pieces ,clean the soil, and dry  

them well , and put them in a bag and put them out 

as burnable garbage. 

❇ In addition to the above, there are things that 

require disassembling / reinforcement. 

◆Information：Shushu center  tel. 77-4189 

 

The Payment Deadl ine for  

Automobi le/Min icar is  May 31(Thu . )  

Automob i le  /  min i  car  tax  is  imposed on 

present  owners  on Apr i l  1 every year .  

The car owners w i l l  rece ive a tax  not ice .   

P leas  pay by May31 .  

 

[Automob i le  tax ] 

◆Payment can be pa id  at banks  and 

prefectura l  taxat ion  of f i ce  counters  ,  

conven ience stores ,  pay-easy and by 

cred i t  card us ing the in ternet .  For  more 

in format ion ,  p lease see the f l yer  enclosed 

w i th the tax  not ice .  

❇Those who have changed address  or  

have thei r  automob i le reg is tered  at  other  

p refectures ,  p lease reg is ter  for  changes  

at  Nara  Unyu-Sh ikyoku  o f  K ink iuny  

Unyukyoku                

(050-5540-2063) .                  

▼ For fur ther  deta i ls：J idousha-zei  

Da i-1-ka ,  Nara-ken J idousha-zeiJ imusho   

☎0743-51-0081 

 

［Min icar  tax ]  

◆Payment can be pa id  at banks  and the 

Nouzei  Sokushin-ka o f  Ci ty ha l l  and  

conven ience stores .      

There i s  a lso  a conven ient  and re l iab le  

account  t ransfer  system.    

▼ For fur ther  deta i ls： 

Ze imu-sokus in   ka of  Kashiba City  ha l l  

                  ☎0745-44-3310 

→こまかく  、きって  つちを  はらい  よくかんそうさ

せて、ふくろにいれて  もえるゴミに  だす。  

❇じょうき いがい にも かいたい・ほきょう の ひつような 

ものも あります。 

 

◆としあわせさき：  しゅうしゅうセンター  

☎７７-４１８９  

５がつ ３１にち（もくようび）は じどうしゃぜい・ 

けいじどうしゃぜいの  のうふきげん  です  

じどうしゃぜい・けいじどうしゃぜいは、まいとし  ４

がつ１にち  げんざいの  しょゆうしゃに  かぜい  さ

れます。たいしょうしゃには、のうふ  つうちしょが  そ

うふ  されますので、かならず  のうふきげん  （５が

つ３１にち）までに  のうふ  しましょう。  

［じどうしゃぜい］  

  のうふは、きんゆうきかんや  けんぜいじむしょの  

ま ど ぐ ち の ほ か 、コ ン ビ ニ エン ス スト ア 、 ペ イ ジ ー、

インターネットを  りようした、クレジットカードなど

で も  の う ふ  で きま す。 くわ し く は 、の う ぜい  つ

うちしょに  どうふう  している  チラシを  ごらんく

ださい。  

＊ じゅうしょを  へんこうしたかたや、けんがい  ナン

バ ー の  じ ど う し ゃ を  お も ち の か た は 、 き ん き う

んゆきょく  ならうんゆしきょく で  へんこうとうろく  

てつづきを  おこなってください。  

（０５０－５５４０－２０６３）  

▼といあわせさき：ならけん  じどうしゃぜい  じむし

ょ・じどうしゃぜいだい１か  

☎０７４３-５１-００８１  

 

［けいじどうしゃぜい］  

◆のうふは、きんゆうきかん  または  しやくしょ  のう

ぜい  そくしんか  のまどぐちのほか、  コンビニエン

スストアでも  のうふ  できます。  

べんりで  かくじつな  こうざ  ふりかえ  せいども  あ

ります。  

 

▼ といあわせさき：  かしばし やくしょ 

 のうぜい そくしん か      ☎ ０７４５－４４－３３１０ 

 



- 8 - 

 

 

 

 

 

① 5/21（Tue）、 ②6/4 （Tue.） 

Nijousan Cinema 

① “Romeo and Juliet”（England, Italy） 

② “South Pacific” （America） 

◆Time:  1:30ｐ.ｍ.～4：00ｐ.ｍ. 

◆Place: Futakami Bunka Center 2F small hall 

◆Those eligible: Elementary students or older 

◆Capacity: First 50people 

◆Fee:200yen (free drinks included) 

※（Futakami club memberｓ are  free) 

 

5/26(Sun.) 

FUTAKAMI  CITIZEN’S  OPERA  
24ｔｈ PERFORMANCES 
Opera “Amanjaku ｔｏ Urikohime” 

  
◆Time: ①1:00ｐ.m.～ 

       ②3:30ｐ.ｍ.～ 

*Doors open half an hour before performance 

◆Place: FutakamiBunkaCenter,1F  Citizen’s hall 

◆Admission:  ￥1，200. 

 

6/1（Sat.）.. 

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 

 

8/24 （Sat.） 
  

 “Relay Type Concert that Everone Connects ” 

Wouldn’t you like to play at citizen hall ? 

We are looking for participants to the concert. 

◆Place: Futakami Bunka Center 1F citizen’s hall 

◆Capacity:15pairs first come and served 

◆Those eligible: elementary school students ～high 

            School students 

◆Application Deadline: June 1st(Sat.) 

☆More :Information: 

    Futakami Bunka Center  Tel 77-1000 

    Nijousan Museum      Tel 77-1700 

    Cyuu
-

ou Kouminnkan    Tel 77-4981 

 

 

 

 

① 5/21（かようび）、 ②6/4 （かようび） 

にじょうさん えいがかん  

① “ロメオ とジュリエット“（イギリス、イタリア） 

② “みなみ たいへいよう”（アメリカ） 

◆じかん：①ごご１じ３０ぷん～ごご 4 じ 

◆ばしょ:ふたかみ ぶんかセンター２かい しょうホール 

◆たいしょう：しょうがくせい いじょう 

◆ていいん：せんちゅく ５０めい 

◆りょうきん：２００えん（のみもの つき） 

  ※ふたかみクラブ かいいんは むりょう 

５がつ２６にち（にちようび） 

ふたかみ しみんオペラ  

だい２４かい こうえん 

 オペラ 「あまんじゃく と うりこひめ」  

 

◆じかん：①ごご １じ～ 

       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： １２００えん 

 

６がつ１にち（どようび） 

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 

8/24 （どようび）   

だい２かい チャレンジ ステージ 

“みんなで つなぐ リレーしき コンサート“ 

 しみんホール の ぶたいで えんそうして  

みませんか ？ 

◆ばしょ：ふたかみ ぶんかセンター 1 かい しみんホール 

◆ていいん： せんちゃく １５くみ 

◆たいしょう：しょうがくせい ～こうこうせい  

◆もうしこみきげん： ６がつ１にち（どようび）    

☆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 ☎77-1700 

    ちゅうおう こうみんかん  ☎77-4981 

2nd Challenge Stage 

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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 Storytelling for children                               
 
◆ For children aged 3-years and up 

 ・ 5/24, 6/8 (Saturday)   

   ✿3：00-3：30p.m  

   Place: the storytelling room at the library 

 
 Reading for 0・1 year-olds 
 
 ・5/17 (Friday) 

  ✿10：30-10：50 a.m.              

  ✿11：00-11：20 a.m. 

   Place: the storytelling room at the library 

 
 Saturday for 2year-olds 
 
 ・6/1 (Saturday) 

  ✿10：30a.m.～11：00 a.m.   

   Place: the storytelling room at the library 

 
  
Recitation for adults 

 
 ・5/ 24 , 6/14 (Friday)  

  ✿10：00a.m.～11：00 a.m.   

   Place：Meeting room 
 
  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

としょかん おはなし かい   

 

 ◆３さい いじょう 

  ・ ５がつ２４か、６がつ８か （どようび） 

 ✿ごご３じ～ ３じ３０ぷん  

    ばしょ：おはなししつ 

              

よちよち  （ ０ さい・１さいじ） 

 

 ・ ５がつ１７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） 

 

 ・ ６がつ１たち （どようび)  

  ✿ごぜん１０じ３０ぷん～１１じ 

  ばしょ：おはなししつ 

 

おとなの ための ろうどくかい 

 

・ ５がつ２４か、６がつ１４か（きんようび） 

✿ ごぜん１０じ～１１じ 

  ばしょ：かいぎしつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1556507835/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wdWJsaWNkb21haW5xLm5ldC9jYXJuYXRpb24tbW90aGVycy1kYXktMDAwNzkyNi8-/RS=%5eADBe.ovE2a30eVHfiXs7IHP2v7XF3g-;_ylt=A2Rivbs6G8Vc3mEAQR8dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1556507835/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wdWJsaWNkb21haW5xLm5ldC9jYXJuYXRpb24tbW90aGVycy1kYXktMDAwNzkyNi8-/RS=%5eADBe.ovE2a30eVHfiXs7IHP2v7XF3g-;_ylt=A2Rivbs6G8Vc3mEAQR8dOfx7
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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  

   ✥Jidou fukushi ka   ☎ 79-7522 

・   One-parent family advice 

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

 Sougou Fukushi Center  

   ✥ Jidou fukushi ka  ☎ 79-7522 

・   Child abuse advice   

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

 Sougou Fukushi Center   

 ✥ Jidou fukushi ka   ☎ 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 Childcare advic (10:00-11:30) 

     1st～4th (Mon.) Mitsuwa Nursery 

  1st～4th (Tues.)  Wakaba Nursery  

    1st～4th (Fri.)  Goidou Nursery 

   1st～4th (Satur.)  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ふん 

しやくしょ２かい、 せんちゃく ８めい  

  もうしこみ：しやくしょ ☎４４－３３３３  

・ ぎょうせい そうだん 

だい１（すいようび）・・・ごぜん９じ～ごご３じ 

そうごう ふくしセンター   

✥しゃかい ふくし きょうぎかい ☎７６－７１０７  

・ じんけん そうだん 

だい１（すいようび）・・・ごぜん９じ～ごご３じ 

そうごう ふくしセンター  

✥しみん きょうどうか☎４４－３３１４ 

かてい じどう そうだん （ごぜん９じ～ごご４じ） 

げつようび ～ きんようび 、そうごう ふくしセンター 

✥じどう ふくしか ☎ ７９－７５２２ 

・  ひとり おや かてい そうだんごぜん９じ～ごご４じ 

   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 

✥じどう ふくしか ☎ ７９－７５２２ 

・  こそだて・ぎゃくたい なやみ の そうだん 

げつようび～きんようび ・・・ごぜん９じ～ごご４じ 

そうごう ふくしセンター 

✥じどう ふくしか ☎ ７９－７５２２ 

・  ふとうこう でんわ そうだん  ☎４４－３３３５ 

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 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 

Childbirth class 

    ① 6/4(Tuesday), 7/5(Friday) 

   9:30am-11:30am 

Concerns and problems of childbirth and 

parenting 

Stretching for easier delivery 

② 6/10（Monday), 7/19(Friday) 

10:00am-11:30am 

   Information exchange about parenting and 

diet 

③ 6/20（Thursday）1:00pm-2:00pm 

Dental check-up for pregnant women 

・Expectant mothers of over 5 months pregnant 

and their family, limit 15 people 

    ・What to bring : Maternity handbook, writing 

materials 

    ・Application: By phone at anytime 

Fitness Test 

   ・6/7(Wednesday)  9:50am-10:00am 

    ・At Sougou Fukushi Center 

    ・20 people between ages 20 and 74 

    ・Application : by telephone at any time 

    ・What to bring : towel, water,  

     Please wear comfortable clothes and shoes. 

Baby Food Class 

    ①Babies 4months old- feeding twice a day 

・・・6/11 (Tuesday), 7/18(Thursday) 

    ②Babies feeding 3 times a day 

・・・6/27(Thursday), 7/26(Friday) 

    ・9:45am-11:30am at the Sougou Fukushi Center 

    ・Apply by phone 

    ・What to bring : Maternity handbook, Writing 

material, things you need such as baby milk   

 

 Enjoy Stretching 

   ・6/14(Friday)  10:00am-11:00am 

   ・ at the public health center  

   ・20people of 20 years old and over 

 ・What to bring ： water, towel 

  Please wear workout clothes and shoes 

 ・Application ：  by telephone at any time 

  

 

 

 

 

  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 

ははおや きょうしつ 

     ①６/４（かようび） ７/５（きんようび） 

ごぜん９：３０-１１：３０ 

    しゅっさん・いくじ の ふあん と なやみ 

     あんざん ストレッチ 

  ②６/１０（げつようび）７/１９（きんようび） 

 ごぜん１０：００－１１：３０ 

    いくじ と しょくじ の じょうほうこうかんかい 

  ③６/２０（もくうび） ごご１：００－２：００ 

       にんぷ しか けんしん 

・にんしん５かげつ いじょうの にんぷ  

と かぞく １５めい     

・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 

 

 

たいりょくそくてい 

    ・６/７（きんようび） ごぜｎ９：５０～１０：００ 

    ・そうごうふくしセンター 

    ・２０さい から ７４さい まで のかた ２０めい 

    ・でんわ で もうしこんでください 

    ・もってくるもの ：タオル、のみもの 

     うごきやすい ふく、 はきなれた くつ で きてくださ

い 

りにゅうしょく きょうしつ 

   ①４かげつ－２かいしょく のあかちゃん 

・・・５/１６（もくようび） 

   ②３かいしょく の あかちゃん 

・・・５/２９（すいようび） 

    ・ごぜん９：４５～１１：３０ 

    ・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 たのしもう  

 ・６/１４（きんようび）ごぜん１０じ～１１じ 

 ・ほけんセンターで、 

・２０さい いじょう の かた ２０めい 

 ・もってくるもの：タオル、のみもの 

 たいそう が できる ふく を きてください 

・でんわ で もうしこんで ください 
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Periodontal check-up, Dental check-up for pregnant 

women 

    ・6/20（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: 30 people 

     ・Application : by telephone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ししゅうびょう けんしん ・ にんぷ しか けんしん 

 

   ・６/２０（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： ３０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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


