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ＫＡＳＨＩＢＡ ＣＩＴＹ ＭＯＮＴＨＬＹ 

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

かしばし こんげつの おしらせ 

 

July 2019 

7がつ 

Translated by Global Kashiba 

グローバル かしば ほんやく 

KASHIBA Fureai-Festival 2019 

○Date & Time ： 11/3 (Sun./Holiday)  

○Place ： City hall & Gymnasium parking area  
 

-①Booth Display, ②Stage Performance, 

③Open Market are requested-  
 

①Booth Display  

◆What kind of Booth Display   

   ・Work exhibition of cultural activities    

・Sale of foods and drinks    

・Experience workshop etc.  

◆The number of recruited groups    

・About 45 groups  

◆Recruitment regulation  

・Display submitting charge 4,000 yen 

・Space for submitting is offered. 

*For the sale of foods and drinks, you have to 

   use rental tent.  
 

②Stage Performance  

◆What kind of Stage Performance    

 ・Performance of cultural activities & Music 

◆The number of recruited groups    

・About 10 groups  

◆Recruitment regulation  

・Stage installation charge 3,000 yen 

・Performance time for 1group is within 15min.    

・Please prepare music in the form of CD or MD  

by each team 

 

かしば ふれあいフェスタ 2019 

○にちじ : 11/3 (にちよう/しゅくじつ)  

○ばしょ : しやくしょ & たいいくかん ちゅうしゃじょう  

 

－①ブース しゅってん、 ②ステージ しゅっえん、 

③マルシェ しゅってん ぼしゅう－  

 

①ブース しゅってん   

◆しゅってん ないよう    

・ぶんかかつどう の さくひん てんじ   

・いんしょくぶつ の はんばい   

・たいけんがた ワークショップ など   

◆ぼしゅう だんたい すう   

 ・45 だんたい ていど  

◆ぼしゅう きてい    

・しゅってんりょう 4,000 円 

・しゅってんよう スペースは ていきょう されます。 

*いんしょくぶつ を はんばいする ばあいは、 

かしだし テント を かならず りよう ください。 

 

②ステージ しゅっえん  

◆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   

◆ぼしゅう だんたい すう    

・10 だんたい ていど   

◆ぼしゅう きてい 

・ぶたい せっち りょう 3,000 円 

・1 だんたいの しゅっえん じかんは 15min. いない   

 ・かくチームで おんがくは CD または MD けいしき   

で ようい してください    
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③Open Market  

◆What kind of Market    

 ・Sale of food and drink, and craftwork product 

◆The number of recruited dealers    

・About 5 dealers   

◆Application regulation    

・Open Market charge 10,000 yen 

 

○Application qualification： 

①、②→The citizen active group and non-profit 

organization which are coming into action at the city 

③→Business operator who has a store in the city 

○Application method：Please write fixed form 

 requirements and apply to the citizen cooperative 

 department until 8/2(Fri).  

○Organizer：KASIBA Fureai-Festival committee  

Application & Information:  

The citizen cooperative department 

                            ☎ 44－3314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③マルシェ しゅってん 

◆しゅってん ないよう    

・いんしょくぶつ、こうげいひん など の はんばい 

◆ぼしゅう ぎょうしゃ すう   

 ・5 ぎょうしゃ ていど  

◆おうぼきてい   

・しゅってんりょう 10,000 円 

 

○おうぼしかく :  

①、②→しないでかつどうしている  しみん かつどう  

だんたい および ひえいりだんたい 

③→しないに てんぽ を もつ じぎょうしゃ 

○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 8/2(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  

もうしこみ・といあわせさき：  

しみん きょうどう か      

☎ 44－3314 
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Washidama class  

▼Time：7/21(Sunday),10:00a.m.-noon  

▼Place：Central Community Center 1F 1st～2st  

        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  

   ・☎44-3314 

  ・mail adress  kyoudou@city.kashiba.lg.jp 

 

 

 

 

THE 33th FRIENDSHIP CONCERT 

 

The 33th joint concert is to be held by the brass- 

band and chorus clubs of the four junior high schools 

in Kashiba City. 

*Date & Time: 7/13 (Saturday) 1:30 p.m. ～16:00 

*Place: Yamato Takada   (Sazanka Hall) 

*Appearance: Kashiba, Kashibanishi, Kashibahigashi, 

            Kashibakita Junior High School 

*Information: Kashiba Junior High School 

 (Person in charge: Yamashita) 

          ☎ 79-0200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わしだま きょうしつ  

▼にちじ：７がつ２１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１F・  

      だい１～だい２ 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 ７がつ１８にち    

         までに もうしこんで ください  

・☎ ４４－３３１４ 

・メールアドレス  kyoudou@city.kashiba.lg.jp 

 

 

 だい３３かい フレンドシップ コンサート 

 

かしば しないの ４ ちゅうがっこうの ブラスバンドと 

コーラスの クラブが ごうどうで だい３３かい フレンド 

シップ コンサートを おこないます。 

*にちじ： ７がつ １３にち（どようび） ごご１：３０ ～４じ 

*ばしょ： やまと たかだ さざんかホール 

*しゅつえん： かしば・かしばにし・かしばひがし・かしばきた 

       ちゅうがっこうの がっしょうぶと すいそうがくぶ 

*さんかひ： むりょう  

*といあわせ： かしば ちゅうがっこう 

         （たんとう・ やました） 

         ☎ ７９－０２００ 
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SSuummmmeerr  CCllaassss  ffoorr  CCiittiizzeennss  

iinn  CChhuuoo--kkoouummiinnkkaann  

 
 
Place： Chuo Kominkan  
Fee:： Free  *the material cost is necessary 
Application： Please apply directly at the office 
counter or by postcard, FAX, E-mail.  
Please write course name, address, applicants 
name (both parent and kid), grade, age, sex, tel. 
no. 
*The receptionist at the counter is 9:00-20:00. 

(Closed on Thursday) 
Deadline:  Must arrive by July 27(Sat..) 20:00  
For further info:  Chuo Kominkan  
               Tel:77-4981  FAX:78-4981 
               E-mail: 
shp3@kashiba-mirai.com 
Address:  3-7-5, Shimodanishi  〒639-0231  
You can apply for several classes. In that case, 

please write the order of priority.  
In case of more applicants, the participants will 

be decided by lot. Only those who can attend 
will post a postcard. 

 

ちゅうおう こうみんかん 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 ＊ざいりょうひは ひつようです。 

もうしこみ： ちょくせつ まどぐち または 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 うけつけじかんはごぜん９じ〜ごご８じです。 

         （もくようびは きゅうかんです） 

しめきり：  7 がつ 27 にち（どよう） 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：shp3@kashiba-mirai.com 

 

じゅうしょ：  〒639-0231 しもだにし 3-7-5 

ふくすうの もうしこみもできます。ゆうせんじゅんいを かいてく

ださい。 

たすう もうしこみの ばあいは ちゅうせん。じゅこう できる 

かた のみ じゅこう あんない ハガキを ゆうそう します。 

 

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 

たのしい 
おべんとう

づくり 
Cooking 

(Lunch Box) 8/3(Sat) 
（ど） 

10:00-12:0
0 

しょうがく

せいと ほ

ごしゃ 

15 くみ 

 

15pairs 

elementar

y 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 

 

・\400 per person for ingredient,  

・Apron, bandana, cloth, indoor shoes 

たべものについての はな

しと ちょうりじっしゅう 

 

Dietary education and 

cooking 

 
おとなと 

 こどもの 
しょうぎ 
きょうしつ 

 
Shogi class 
for adults 
& children 

 
 

8/10(Sat) 
（ど） 

10:00-12:0
0 

しょうがく

せいと ほ

ごしゃ 10 く

み 

 

10pairs 

elementar

y students 

& parent 

かしば しょうぎ 

どうこうかい 

 

Kashiba Shogi 

club  

    ・むりょう 

・のみもの 

・free 

・drink 

 

ルールを しっている 

ひとは すぐ たいせん。 

はじめての ひとは 

しょほ から おしえます。 

Anyone  who knows the 

rules can play immediately. 

We’ll teach beginners 

from basics.  

 

mailto:shp3@kashiba-mirai.com
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プロと  
いっしょに 
たのしい  
もっこう 
づくり 

 
Handcraft 

woodworkin 

 

8/17(Sat) 
（ど） 

9:30-11:30 

しょうがく

せいと ほ

ごしゃ 10く

み 

 

10pairs 

elementar

y students 

& parent 

かしば けんちく 

くみあい せいね

んぶ 

 

Kashiba building 

union 

Youth association 

 

 

 

     ・むりょう 

・（いえにある もっこう 

どうぐ） 

     

 ・Free 

・ (Ｗｏｏｄｗｏｒｋ ｔｏｏｌ 

you have at home) 

 

トンカチやノコギリを つかて 

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. 

 

Woodworking with a hammer 

and a saw. 

Please come in clothes that 

may get dirty. 

 

～いろんな 

はっけんの 

ために～ 

わくわく 

サイエンス 

４だん 

 

-For various 

discoveries

- 

Exciting   

Science4th 

8/18(Sun.) 

（にち） 

だい 1 ぶ 

Part1 

10:00-12:0

0 

しょうがくせ

い 20 めい

（ていがくね

ん はほご

しゃ ひつ

よう） 

Elementary  

students 

20student 

NPO かしば 

わくわくクラブ 

 

NPO Kashiba 

Wakuwaku 

club 

・ひとり 500 えん（きょうざいひ） 

・ひっきようぐ、はさみ、からペッ 

トボトル、かんでんち ほか 

 

・￥500.（Material fee） 

    ・ Writing instrument ,scissors, 

     empty plastic bottle, dry cell, 

etc. 

 

ペットボトルレーシングカー＆ 

ホバークラフトをつくって 

レースを しよう・ 

 

Make a plastic bottle racing    

Car & hovercraft and race. 

 

8/18（Sun） 

（にち） 

だい 2 ぶ 

Part2 

10:00-12:0

0 

 

しょうがく

せいと ほ

ごしゃ 10く

み 

 

10pairs 

elementar

y students 

& parent 

NPO かしば 

わくわくクラブ 

 

NPO Kashiba 

Wakuwaku 

club 

 

  ・ むりょう 

  ・ひっきようぐ、メモちょう 

  

 ・Free 

 ・Writing instrument, notepad 

 

プログラムを くんで、2 しゅる

いの ロボットを うごかして 

みよう. 

Build a program and try 

moving two different robots. 
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NIJYOSAN Adventure School 
 
Try “Sapphire hunting” ！ 
○Term：7/21 ～8/25 Each Sunday 
○Time： ①10:00a.m.～noon. 
       ② 1:00p.m.～4p.m. 
○Fee：Free of charge 
 
Try “Exploration of museum” ! 
○Date：7/27(Sat.) 
○Time： ①10:00 a.m.～noon 
       ②1:30 p.m.～3:00 p.m. 
○Fee：Free of charge 
○What to bring:：cotton gloves, writing 
implement 
 
Try “Making MAGATAMA” ! 
○Date：8/3(Sat) 
○Time： ①10:30 a.m.～noon. 
       ②1:30 p.m.～3:00p.m. 
○Fee：Large-set \400,  Small-set \300. 
○What to bring：pencils, eraser ,highlighter. 
 
Try “Making Fossil” ! 
○Date：8/17(Sat) 
○Time： ①10:30a.m.～noon 
       ②1:30 p.m.～3:00 p.m. 
○Fee：Free of charge 
 
Try “Making Bronze-Sword” ! 
○Date：8/24(Sat) 
○Time： ①10:30a.m.～noon 
       ②1:30 p.m.～3:00 p.m. 
○Fee：\500  (for material cost) 
 
▼Place：Nijyoｓan museum, special exhibition 

room. 
        Entrance fee---Adult\200 , 

Child\100 
 
▼Applicant：Family or a group with elementary 

and/or junior high school students 
            In case of “Sapphire hunting”,  

everyone can 
participate 

 
▼Quota：First 20arrivals each time. 
            In case of “Sapphire hunting”,  

without restriction 
 
▼Application method：Apply at the counter of 
the museum, or by Fax/E-mail indicating 
address of the representative  of participants, 
name, age, phone number and the number of 
people 
.*To apply for “Making MAGATAMA”, please 
mention how many Large-set and/or 
Small-set you need. 
* In case of “Sapphire hunting”, 

application is not requested. 
 

▼Application deadline : 7/28(Sun) 
In caｓe of “Exploration of 

museum”7/26(Fri.) 
▼Application and Inquiry: 

Nijyoｓan Museum ☎77-1700 Fax 
77-1601 

〒639-0243  
1-17-17FujiyamaKashibaCity 

          E-mail : 
nijyouzan@city.kashiba.lg.jp 

にじょうさん アドベンチャー きょうしつ 
 
サファイアさがしに チャレンジ！ 
○きかん：７/２１～８/２５まい にちようび 
○じかん： ①１ごぜん１０じ３０ぷん～しょうご 
        ②ごご１じ３０～ごご４じ 
○ひよう：むりょう 
 
はくぶつかんを たんけんしよう！ 
○にってい：７/２７(どようび) 
○じかん： ・ごぜん１０じ.～しょうご 
          ・ごご 1 じ３０ぷん～ごご３じ 
○ひよう：むりょう 
○もってくるもの：ぐんて、ひっきようぐ 
 
 
 
まがたま づくりに チャレンジ！ 
○かいさいび：８/３(どようび) 
○じかん： ①ごぜん１０じ３０ぷん.～しょうご 
          ②ごご１じ３０ぷん.～ごご３じ           
○ひよう：おおきいセット￥４００、ちいさいセット\３００ 
○もってくるもの：えんぴつ、けしゴム、けいこうペン. 

 
かせき づくりに チャレンジ！ 
○かいさいび：８/１７(どようび) 
○じかん： ①ごぜん１０じ３０ぷん～しょうご 

②ごご１じ３０ぷん.～ごご３じ 
○ひよう：むりょう 
 

どうけん づくりに チャレンジ！ 
○かいさいび：８/２４(どようび) 
○じかん： ①ごぜん１０じ３０ぷん～しょうご 
          ②ごご１じ３０ぷん.～ごご３じ 
○ひよう：５００えん(ざいりょうひ) 
 

 
▼ばしょ：にじょうざん はくぶつかん・とくべつてんじしつ 

      にゅうかんりょう---おとな\２００ , こども\１００ 

 

 

 
▼たいしょう：しょうがくせい や ちゅうがくせい をふくむ  

かぞく または グループ 
           サファイアさがしの ばあいは、 

だれでも さんか かのう 
 
 
▼ていいん：かくかい せんちゃく ２０めい 
           サファイアさがしの ばあいは、 

せいげん なし 
 
▼もうしこみ ほうほう：ちょくせつ うけつけカウンター または、

ファクス・メールで さんかする だいひょうしゃのじゅ
うしょ、 ねんれい、 しめい、 でんわばんごう、さん
かにんずう をかいて、もうしこんで ください。 

＊「まがたま づくり」は、ひつようとする おおきいセット およ
び ちいさいセットの かず を かいてください。 
＊サファイアさがしの ばあいは、もうしこみ ふよう 
 
 
 
 
▼もうしこみ きげん： ７/２８(にちようび) 
はくぶつかんを たんけんしよう！のばあいは７/２６(きんよう
び) 
▼もうしこみ および といあわせさき： 
にじょうざん はくぶつかん ☎７７-１７００ Fax７７-１６０１ 

〒６３９-０２４３ かしばし ふじやま １-１７－１７ 

E-mail : nijyouzan@city.kashiba.lg.jp 
 

 

mailto:nijyouzan@city.kashiba.lg.jp
mailto:nijyouzan@city.kashiba.lg.jp
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Baby Massage 

 

Date and Time  Aug. 16th (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   

July 22nd (Mon)-Aug. 5th (Mon) 

Information  Sogo Fukushi Center (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.Sat., Sun., 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 

 

 

ベビー マッサージ  

 

にちじ ８がつ１６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   

７がつ２２にち（げつようび） 

～８がつ５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） 

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 はり、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 

 

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

 Inform 2 days before the pick-up day exp. 

Sat., Sun, 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 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 special.  

So please separate and take it out to 

garbage station as usual 

Self 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 

Submit an application to Shimin-eiseika on the 

1st floor of City Hall, from 8:30 a.m. to 5:15 

p.m. on weekday 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. 

*Business garbage is different. Specifically ,please 

refer to Shimin Eisei ka.   (Tel 44-3306)  

◆Information: Shushu center, tel. 77-4189 

 

○ちゅうい じこう 

 もうしこみないよう の へんこう は どよう・にちよう・しゅ

くじつ いがい の ２かまえ 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。 

 

*ひっこし など で たりょう に ごみ が でた ばあい し 

では とくべつな しゅうしゅう はして 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 じこはんにゅう】 

 

★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 はんにゅう してください。 

 

○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（しやくしょ １かい、げ 

つようび～きんようび の ごぜん８じ３０ぷん～ごご５じ１５ふ

ん（しゅじくつ・ねんまつねんし を のぞく）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。 

＊じぎょう けい ゴミは ことなります。 くわしくは しみん 

 えいせ か に おといあわせ ください。（☎４４-３３０６） 

◆といあわせさき しゅうしゅうセンター ☎７７-４１８９ 
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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 

・  Tax advice 

     3rd (Thursday) ・・・1:00p.m.-16:00p.m.  

City Hall ,3nd floor、The first 6 arrivals 

 ☎ 44-3307 

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  ☎４４－３３３４ 

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 

・  ぜい そうだん 

   まいつきだい３ もくようび・・・ごご１じ～４じ せんちゃく 

   ６めい、 しやくしょかいぎしつとう ☎ ４４－３３０７ 
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 Storytelling for children                               

 

    ◆ For children aged 3-years and up 

    ◆ 7/27  (Saturday)   

     ・3：00-3：30p.m  

    ◆Place: the storytelling room at the library 

    ※18/10 (Saturday) is summer vacation 

 

   Reading for 0・1 year-olds 
 

    ◆7/19 (Friday) 

     ・10：30～10：50 a.m.              

     ・11：00～11：20 a.m. 

    ◆Place: the storytelling room at the library 

 

   Saturday for 2year-olds 
 

   ◆8/3 (Saturday) 

     ・10：30a.m.～11：00 a.m.   

    ◆Place: the storytelling room at the library 

 
   Recitation for adults 

 

   ◆7/ 26 , 8/9 (Friday)  

     ・10：00a.m.～11：00 a.m.   

    ◆Place：Meeting room 

   

   Reading circle 
    

    ◆8/17 (Saturday) 

      ・2:00p.m.～3:30p.m. 

    ◆Place: the storytelling room at the library 

    ◆Theme： Summer vacation  

      ・Please prepare your own books 

   ◆Capacity：10 

   ◆How to apply：Please apply directly at the  

              window or by phone 

   ◆Application period：7/17～8/16 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

としょかん おはなし かい   

 

 ◆ ３さい いじょう 

 ◆ ７がつ２７にち （どようび） 

 ・ごご３じ～ ３じ３０ぷん  

 ◆ ばしょ：おはなししつ 

 ※８がつ１０にち（どようび） は なつやすみ              

 

よちよち  （ ０ さい・１さいじ） 

 

 ◆ ７がつ１９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） 

 

 ◆８がつ３にち （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 

 

 ◆ ７がつ２６にち、８がつ９にち（きんようび） 

 ・ごぜん１０じ～１１じ 

 ◆ばしょ：かいぎしつ 

 

どくしょ かい 

 

 ◆８がつ１７にち（どようび） 

  ・ごご２じ～３じ３０ぷん 

 ◆ばしょ：おはなししつ 

 ◆テーマ：なつやすみ 

  ・ほんは かくじで ようい ください 

 ◆ていいん：せんちゃく１０めい 

 ◆もうしこみほうほう：ちょくせつ まどぐち もしくは 

              でんわ で もうしこんで ください 

 ◆もうしこみ きかん：７がつ１７にち～８がつ１６にち 
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7/27(Sat..) 

 Craft Class 

Let’ make a city of trees. 

◆Time: ①10:00a.m.～11:30a.m. 

②Noon～1:30p.m. 

③2:00ｐ.ｍ.～3:30ｐ.ｍ. 

◆Place: Futakami Bunka Center 2F meeting room 

◆Those eligible: 3yrs old child ～Elementary 6 grade 

student(under 4 grader needs their guardian)  

◆Quota: First arrival each 10people  

◆Fee:500yen (cost of materials) 

 

7/27(Sat.) 

Honobono Classic 

“Rin-chan’ Mysterious day” 

 

◆Time: 2:00ｐ.m.～ 

     *Doors open half an hour before performance 

◆Place: FutakamiBunkaCenter,1F  Citizen’s hall 

◆Admission:  ￥500. 

 （Preschool children are free）  

 

 

8/6（Tue.）. 

Nijosan  Movie Theatre④ 

“Pinocchio”   （America） 

◆Time：1:30p.m.～4:00p.m. 

◆Place: Futakami Bunka Center 2F Small Hall 

◆Fee:  \200. (free drink) 

※Futakami Club Members are free. 

 

 

8/10（Sat.） 

 “The Evening  of the Astronomical  observation 

◆Time:7:00p.m.～8:30ｐ.ｍ. 

◆Place: Futakami Bunka Center 2F meeting room, 

       Rooftop. 

◆Quota: 50 people first come and served 

Fee:￥300. (3years old and younger free.)  

☆More :Information: 

    Futakami Bunka Center  Tel 77-1000 

    Nijosan Museum      Tel 77-1700 

    

 

 

 

 

 

7/27(どようび..)   クラフト  きょうしつ 

き の まち を つくろう ！ 

◆じかん：①ごぜん１０じ～１１じ３０ぷん 

 ②しょうご～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 ぶんかセンター２かいかいぎしつ 

◆たいしょう：３さい～しょうがっこう６ねんせい （４ね 

んせい いかは いじょう ほごしゃ どうはん） 

◆ていいん：かく せんちゃく １０めい 

◆りょうきん：５００えん（ざいりょうひ） 

７がつ２７にち（どようび） 

ほのぼの クラシック 

「リンちゃん の ふじぎな いちにち」 

 

◆じかん：ごご ２じ～ 

       ❇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： ５００えん 

      （みしゅうがくじ は むりょう） 

 

８がつ６にち（かようび） 

にじょうさん えいがかん④ 

◆じかん： ごご１じ３０ぷん～ ごご４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：２００えん（フリードリンク） 

    ※ふたかみクラブ かいいん はむりょう 

８/１０（どようび）  

“てんたい かんそく の ゆうべ“ 

◆じかん：ごご７じ～８じ３０ぷん 

◆ばしょ：ふたかみ ぶんかセンター ２かい かいぎ

しつ、 

      おくじょう。 

◆ていいん： せんちゃく ５０にん 

◆りょうきん：３００えん（３さい いかは 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 ☎77-1700

ふたかみ ぶんか センター 

Futakami Bunka Center 
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Notice From The Public Health Center  

✤Application：at Public Health Center ☎ 77-3965 

Blood Donation 

   ・7/26(Friday) 2:00ｐm-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 

Medical Checkup 

    ・7/29(Mon) 10:00am- 

    ・Place: Community Center of Asahigaoka New 

Town (There’s no parking lot) 

    ・Those eligible: People over 20 years old  

    ・Limit： 80people 

    ・Test Item: Tuberculosis and lung chancer test, 

Bone densitometry,  

           Body composition measurement, Blood 

pressure checks, Selecting,  

    ・Fee: Tuberculosis and lung chancer test  

・・・300yen、Sputum test・・・500yen 

    ・Application: By phone at anytime 

Childbirth class 

    ① 8/2(Friday), 9/4(Wednesday) 

9:30am-11:30am 

Concerns and problems of childbirth and 

parenting、Stretching for easier delivery  

② 8/21（Wednesday）,9/13(Friday) 

10:00am-11:30am 

   Information exchange about parenting and 

food 

③ 9/12（Thursday）1:00pm or 2:00pm 

    Dental checkup for pregnant women 

    ・Over 5 months pregnant mothers and their 

family, limit 15 people 

    ・What to bring : Maternity handbook, writing 

materials 

    ・Application: By phone at anytime 

Baby Food Class 

    ①Babies 4months old- babies 2 meals a day 

・・・8/23 (Friday), 9/18(Wednesday) 

    ②Babies 3 meals a day 

・・・8/29(Thursday), 9/25(Wednesday) 

    ・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   

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 

 けんけつ  

    ・７/２６（きんようび） ごご２：００～４：００ 

    ・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 

 けんこうしんだん 

    ・７／２９（げつようび）ごぜん１０じ～ 

    ・ばしょ： あさひがおか ニュータウン じちかいかん 

          （ちゅうしゃじょう は ありません） 

    ・たいしょう： ２０さい いじょう の かた ８０めい  

    ・ないよう： けっかく・はいがん けんさ、 こつみつど 

けんさ、けつあつそくてい、ストレッチ など 

    ・ひよう： けっかく・はいがん けんさ・・・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 

 

 

 

 ははおや きょうしつ 

     ①８/２（きんようび）、９／４（すいようび） 

  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 

  ②８/２１（すいようび）、９／１３（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  

③９/１２（もくようび） ごご１：００ もしくはごご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めいまで 

  ・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 

 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 

・・・８/２３（きんようび）、９／１８（すいようび） 

   ②３かいしょく の あかちゃん 

・・・８/２９（もくようび）、９／２５（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 


