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ＫＡＳＨＩＢＡ ＣＩＴＹ ＭＯＮＴＨＬＹ 

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

かしばし こんげつの おしらせ 

September 2019 

９がつ 

Translated by Global Kashiba 

グローバル かしば ほんやく 

Kashiba-City Keiro-kai 

○Date & Time ： September 16 (Mon/Holiday)  

               9:30a.m.-3:00p.m. 

              (Doors open at 8:30a.m.) 

※In case Kei Ho( Weather warning) is announced as of  

7 a.m. in Kashiba-city, this event will be canceled. 

○Place ： General Welfare Center 

○Events : 

♦ 9:30a.m.  Memorial Ceremony     

  ♦10:30a.m.  Nara Kashiba Temmaza Keiro 

             Memorial Performance 

  ※The front seats and Hanamichi seats’ tickets are  

distributed from 8a.m. at the lobby in the second  

floor.(First-come-first-served basis to 50 people.) 

  ♦ 1:00p.m.  Memorial Lecture about Elderly Care  

and Dementia by Street performer Takkyu-san 

  ♦ 2:00p.m.  Karaoke Recital 

♦Events and Booths (After the Memorial ceremony) 

   ・Excercises ・Cooking class  

・Booths of elderly care support offices 

・Consultation of elderly care 

・Eating area/food stands 

・Trials of Senior Citizens’Clubs’activities, etc 

※Please do not park in the parking space of the  

General Welfare center and the Health care center  

during this event. Please come by public  

transportations or community buses. If you come by  

car, please park at  the temporary parking space in  

front of Kashiba police office and take the shuttle  

buses to the General welfare center.  
            

かしばし けいろうかい 

○にちじ : 9 がつ 16 にち (げつようび/しゅくじつ)  

       ごぜん 9 じ 30 ふん～ごご３じ 

      （8 じ 30 ふん かいじょう） 

  ※ごぜん 7 じ じてんで かしばしに けいほうが はつれい

されているばあいは ちゅうし 

○ばしょ : そうごうふくしせんたー 

〇いべんと ないよう 

♦ごぜん 9 じ 30 ふん  きねんしきてん 

♦ごぜん 10 じ 30 ふん  

ならかしば てんまざ けいろうきねんこうえん 

※ぜんせきと はなみちせきの ちけっとは ごぜん8じ30ふん 

から 2 かい ろびーで はいふ （せんちゃく 50 めい） 

 ♦ごご 1 じ  だいどうげいにん たっきゅうさん による 

かいごと にんちしょう についてまなぶ きねんこうえん 

 ♦ごご 2 じ  からおけ はっぴょうかい 

 ♦いべんと・ぶーす（きねんしきてんご） 

・たいそう ・りょうりきょうしつ 

・かいごじむしょのぶーす 

・かいごそうだん 

・いんしょく こーなー/けいしょく はんばい 

・ろうじんくらぶ かつどう たいけん    

ほか 

※いべんとちゅう そうごうふくしせんたーと ほけんせんたー

の ちゅうしゃじょうは つかえません。 こうきょうこうつうきか

んや こみゅにてぃーばすを ごりようください。 

 くるまで こられるばあいは かしばけいさつしょまえ りんじ

ちゅうしゃじょうを ごりようください。 かいじょうまでの そうげ

いばすが あります。 
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Sushi-Roll Decoration Lecture by Tosai   

○Date & Time ： September 29 (Sun)  

               10:00a.m.-12:00p.m. 

○Place ： Central Community Center 1st floor 

          Cooking Room 

○Capacity : 30 people(First-come-first-served basis) 

○Applicant : Anyone can participate. 

   ※ Under elementary school-age children can 

participate with their parent or guardian. 

〇 Event : Making delicious beautiful sushi-rolls 

decorated with cartoon characters or drawing. 

○Instructor : Nakai Yoshimi 

○Fee : 2,500yen 

     ※ If you participate with your child, 2,500yen 

for an adults, and 1,000yen for under junior high 

school-age children.  

     ※ Make the payment on time. 

○What to bring :  

An apron, A head kerchief, A plastic container 

○How to apply & contact :  

Call or E-mail below with your address, name, 

age, contact details 

♦Tosai Jikkouiin Jimukyoku/Shimin Kyoudou Ka 

☎44-3314 

✉kyoudou@city.kashiba.lg.jp 

○Application Deadline : September 26(Thu) 5:00p.m. 

amily Tennis Day 

★Date:   10/6(Sunday)  

★Time:  10:00a.m. - 3:00p.m.   

* In case of rain, to be suspended. 

★Place: Takatsuka Tennis Court 

★Those Eligible: Older than elementary school 

students who live or work in 

Kashiba City. 

★Quota: 60 persons (first come, first serve) 

★What to do: Let’s enjoy playing tennis 

               Beginners are welcome. 

★Fee: \300 per person 

★What to bring: Tennis shoes, Racket, Cap, Drink, 

Lunch etc. 

 

とうさい  かざりまきずし きょうしつ 

○にちじ : 9 がつ 29 にち（にちようび） 

       ごぜん 10 じ～ごご 12 じ 

〇ばしょ : ちゅうおうこうみんかん １かい ちょうりしつ 

〇ていいん : せんちゃく 30 めい 

〇たいしょう : どなたでも さんかできます 

※しょうがくせい いかは ほごしゃといっしょに さんか 

〇ないよう : え や きゃらくたーの でざいんを とりいれた 

おいしい かざりまきずしの きょうしつを おこな

います。 

〇こうし : なかい よしみ 

〇ひよう : 2,500 えん 

     ※おやこで さんかするばあい おとな 2,500 えん・ 

ちゅうがくせい いかの こども 1,000 えん 

     ※とうじつ おしはらい ください 

〇もちもの : えぷろん・さんかくきん・たっぱー 

〇もうしこみほうほう/といあわせ : でんわ または めーる 

     じゅうしょ・なまえ・ねんれい・れんらくさき をそえて 

 

   ♦とうさい じっこういいん じむきょく 

     しみんきょうどうか 

    ☎44－3314 

    ✉kyoudou@city.kashiba.lg.jp 

 

 

〇もうしこみきげん : 9 がつ 26 にち（もくようび） 

              ごご 5 じまで 

ファミリー テニス デー 

★ひにち：   １０がつ６にち（にちようび） 

★じかん： ごぜん １０じーごご ３じ  

＊うてんの ばあいは ちゅうしと なります。 

★ばしょ： たかつか テニスコート 

★たいしょう： しないに すんでいるか はたらいている かた

（しょうがくせい  いじょう） 

★ていいん： せんちゃく ６０めい 

★ないよう： テニスを たのしみましょう 

        はじめての ひとたちも かんげい 

★ひよう： ひとり ￥３００ 

★もってくるもの： テニスシューズ、ラケット、ぼうし、のみもの、

ちゅうしょく 
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★Application:  Please come to Takatｓuka Tennis 

Court until 9:30a.m. on that day  

★Application &Information: 

・Kashibashi Taiiku Kyoukai 

 (City Sports Center, General Gymnasium) 

        ☎ 76-9511 

 

ＮＯＲＤＩＣ ＷＡＬＫ ＣＬＡＳＳ (6 times in total) 

★Date: Wed. of Oct. – Dec.  

★Time: 1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

★Place :Kashiba General Sports Center & 

Imaike Shinsui Park 

★Those eligible: People who live or work in 

Kashibacity. 

★Quota : 25 persons 

     (Draw cast in case of too many applicants) 

★What to do : Walking with Nordic sticks in both 

hands exercises your whole body. 

★Fee: 3,200Yen (Including sports insurance) 

★Application: Please apply to Kashiba General  

  Sports Center with application form and fee. 

★Time limit for application : 9/22(Sun.) 

   ※In case of few applicants, the class might be 

cancelled. ★ Information: Kashiba General Sports 

Center    ☎76-9511 

 

Baby Massage 

 

Date and Time  Oct. 18th (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/ 

 

 

もうしこみ： たかつか テニスコートに とうじつ ごぜん９じ３０

ぷんまでに きてください。 

★もうしこみ・といあわせ さき： 

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 

 

ノルディック・ウォークきょうしつ （ぜん６かい） 

★ひにち：１０がつ～１２がつの すいようび 

★じかん：ごご 1 じ～ごご３じ 

★ばしょ：そうごうたいいくかん および  

いまいけ しんすい こうえん 

★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（おうぼしゃ たすうのばあいは ちゅうせん） 

★ないよう：りょうて に ストックをもってあるくことで、 

          ぜんしん うんどうこうか がある。 

★ひよう：３，２００えん（スポーツほけんりょう を ふくむ） 

★もうしこみ：ちょくせつ まどぐち で、もうしこみようし に 

さんかひ を そえて もうしこんでください。 

★もうしこみきげん：９がつ２２にち（にちようび） 

 ※もうしこみしゃ が すくない ばあいは 

じっし しない ばあい が あります。 

★といあわせさき： かしばし そうごう たいいくかん 

                           ☎７６-９５１１ 

ベビー マッサージ  

 

にちじ １０がつ１８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/ 

 

 

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

Sep. 24th (Tue.)-Oct. 7th(Mon.) 

Information  Sogo Fukushi Center (79-7522) 

 

 

Akebono Festival 

◆Date & Time: 10/5 (Sat) 

4:00p.m.-8:30p.m. 

*Postponed by rain to 10/6 (Sun) 

◆Place: Akebono Nursery School playground 

◆Enjoy street stalls, etc. 

*Pls refrain from coming by car as parking is limited. 

 Free shuttle bus runs between Sekiya Station and 

Akebono Nursery School. 

*Contact: Akebono Nursery School 

(5-8-3, Sekiya,-Kita )  ☎71-8008 

 

 

Let’s Have a Halloween Party!  

by Grimm Ehon Kan Oct. 

○Date & Time ：October 19 (Sat) 

               2:00p.m.-3:30p.m. 

○Place ：General Welfare Center 2nd floor 

         Kenko Zoushin Shitsu 

○Applicant : Between ages 0 to 3rd Glade Elementary 

school students and their parent or 

guardian 

○Event :  

 1. Let’s read a lot of picture books! 

 2. Let’s have a Halloween party! 

  (Making Halloween costumes) 

※Please bring the Grimm Ehon Kan Card. If you do 

not have it yet, we will hand it on the day. 

 

※ ’Grimm Ehon Kan’ is a Child Care Support 

Services supported by Osaka Shoin Women’s  

University and Kashiba-city. Next event will be held 

in December 21(Sat). 

 

 

 

 

もうしこみきかん   

９がつ２４にち（かようび） 

～１０がつ７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） 

あけぼのまつり 

◆にちじ：  １０がつ５にち（どようび）  

ごご４じ～ごご８じ３０ぷん 

＊あめの ばあいは 1０がつ６にち（にちよう）にじゅんえん 

◆ばしょ：  あけぼのほいくえんうんどうじょう 

◆よみせ など たくさんの イベントが もりだくさん です。 

＊ちゅうしゃ スペースが すくないため、おくるま は ごえん 

  りょ ください。 

せきや えき から、あけぼのほいくえん までの おうふく バ

ス を うんこう します。 

*といあわせ： あけぼの ほいくえん （☎７１－８００８） 

            かしばし せきや きた ５－８－３ 

 

はろうぃん ぱーてぃーをしよう！  

10 がつの ぐりむ えほんかん 

○にちじ : 10 がつ 19 にち（どようび） 

        ごご 2 じ～ごご 3 じ 30 ふん 

○ばしょ : そうごうふくしせんたー 2 かい 

       けんこう ぞうしん しつ 

○たいしょう :  

ほごしゃと 0 さい～しょうがっこう 3 ねんせいまでの こども 

 

○ないよう :  

1．えほんをたくさんよもう！ 

2．はろうぃんぱーてぃーをしよう！ 

※ぐりむえほんかん かーどを もってきてください。 

もってないかたは とうじつ おわたしします。 

※「ぐりむ えほん かん」は おおさか しょういん じょしが 

くいん だいがくと かしばしが きょうどうして おこなう  

こそだてじぎょうです。じかいは 12がつ 21にち（どようび） 

です。 
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○General waste disposal commission will be 

revised from April 1,2020 

General waste disposal commissions will be revised 

from April 1,2020 as shown in the table to reduce the 

burden on beneficiaries of garbage brought to the 

waste incineration site “ Minoen” 

We ask you for your understanding and cooperation. 

・Fee includes consumption tax and local  

consumption tax. 

・Along with the consumption tax and local 

consumption tax on October 1，2019,it will be 

143yen in the commercial system and 110yen in the 

residential system. 

 commission per 100kg  

 ★Information： 

   Kashiba/Ouji Kankyou Shisetu Kumiai 

           ☎ ０７４５－７６―４８８３ 

 

○Consumption Tax rate  will change. 

Water charge/Sewerage usage fee 

As the consumption tax rate is raised from October 1, 

2019 , the consumption tax rate for and sewerage 

usage fees will change from 8%  to 10%. 

We would like understanding for citizens. 

If used continuously from September 30 or earlier, the 

October reading will be 8%  and  November reading  

will be 10%. 

★Information：  

about water charge 

            Jouge Suidou Gyoumu-ka 

           Tel 0745- 76-2301 

       about Sewerage usage fees 

            Jougesuido-bu Jougesuidou-ka 

            Tel 0745- 71-6101 

 

 

 

○ れいわ ２ねん４がつ１にち から いっぱん はいき

ぶつ しょり てすうりょう を かいてい します。 

ごみ しょうきゃくじょう「みのえん」に もちこみ される ごみ 

に ついて、じゅえきしゃふたん の てきせいか を はかるた

め いっぱん はいきぶつ てすうりょう を れいわ ２ねん 

４がつ 1 にち より かき ひょうの とおり かいてい します。 

みなさまの ごりかい と ごきょうりょく を おねがいします。 

※てすうりょう には しょうひぜい および ちほう しょうひぜ

い そうとうがく がふくまれて います。 

・なお、れいわ がんねん １０がつ１にち の しょうひぜい、 

および ちほう しょうひぜい ひきあげ に ともない じぎょう

けい が １４３えん、かていけい が１１０えん となり ます。  

 

commission per 100kg  

★といあわせ さき： 

  かしば・おうじ かんきょう しせつ くみあい 

        ☎ ０７４５－７６―４８８３ 

 

○しょうひ ぜいりつ が かわります。 

すいどう りょうきん / げすどう しようりょう 

１０が１にち から しょうひぜいりつ が ひきあげ られる こ

とに ともない、すいどう りょうきん・げすいどう しようりょうに

かかる ぜいりつ が ８％ から １０％にへんこう と なりま

す。しみんの みなさまの ごりかいを おねがいします。 

※９がつ３０にち いぜん から けいぞく して すいどう・げす

いどう を しようされて いる ばあい、１０がつ けんしん 

ぶんは８％１１がつ けんしんぶん は１０％ と なります。 

★といあわせ さき：  

すいどうりょうきん について 

  じょうすいどう ぎょうむ か   ☎０７４５-７６-２３０１ 

げすいどう しようりょう について 

じょうげすいどう ぶ じょうげすいどう か 

                    ☎０７４５-７１-６１０１ 

 

 

   Now   2019.10.1～ 2020.4.1～ 

Commercial ￥140.4   ￥143   ￥160 

Residential ￥108   ￥110   ￥123 

  げんざい   2019.10.1～ 2020.4.1～ 

じぎょうけい ￥140.4   ￥143   ￥160 

かていけい ￥108   ￥110   ￥123 

ＬＩＦＥ ＆ ＥＮＶＩＲＯＭＥＮＴ 

 

 せいかつ・かんきょう 
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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  ☎44－3312 

・   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  ☎ 44-3307 

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

City Hall ,3nd floor、The first 6 arrivals 

 

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 ☎４４－３３１２ 

・    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 ☎ 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 

 ✥といあわせさき：かく ほいくしょ 

・  ぜい そうだん・・・☎ ４４－３３０７ 

   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,やくしょかいぎしつとう    
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FUTAKAMI BUNKA CENTER 

 Learning Course 

Following classes start for the first semester.  

Application is not on a first-come and first-served 

basis but by lottery. 

Please bring the fee to the Futakami Bunka Center 

reception office at the date and time of the lottery 

for the class you would like to attend. 

For further information:  Futakami Bunka Center 

(Ｔｅｌ 77-1000） 

ふたかみ ぶんか センター カルチャースクール 

 せいと ぼしゅう 

かきの こうき カルチャースクール せいと を ぼしゅう します。  

ぼしゅう は ちゅうせん します。 

きぼう する きょうしつの ちゅうせんにちじ に じゅこうりょう を 

じさん し、ふたかみ ぶんか センター まどぐち に おこしくださ

い。 

ふたかみ ぶんか センター (Tel ７７-１０００) 

 

 

 Start dates 

かいしび 

（Number Of Times） 

（かいすう） 

Day/time 

にちじ 

Limit 

ていいん 

Place 

ばしょ 

Fee 

ひよう 

Instructor 

こうし 

What to Bring 

もちもの 

●Violin ヴァイオリン / うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery  9/27 Fri. 13:00 

Private lesson 

こじん レッスン 

10/4 

(20 times) 

(20 かい) 

Fridays 

(25 minutes) 

きんようび 

（２５ふん） 

A few 

people 

じゃっかん

めい 

Small 

Hall  

しょうホー

ル 

￥24,000 Ms. Sabato 

 

さばと  せんせ

い 

Please ask 

for further 

information 

といあわせて

ください。 

● Chinese Conversation ちゅうごくご / うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery 9/28 Sat. 12:00 

Beginner 

しょしんしゃ 

10/5 

(20 times) 

(20 かい) 

Saturdays 

13:00-14:30 

15 Meeting 

Room 

かいぎし

つ 

 

￥13,000 

Mr. Sugimoto 

 

すぎもと せん

せい 

Textbook 

fee 

 

テキストだい 

Intermediate 

ちゅうきゅうしゃ 

Saturdays 

15:00-16:30 

7 

●Ｔａｉ Ｃｈｉ たいきょくけん / うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery 9/26 Thu. 12:00 

Basic Course 

きほんコース 

10/3 

(20 times) 

(20 かい) 

Thusdays 

 もくようび  

9:10-10:30 

 

A few 

people 

じゃかん

めい 

City 

Concert 

Hall  

しみん 

 ホール 

￥13,000 Mr. Fujimoto 

ふじもと  

せんせい 

Indoor 
shoes, towel, 
exercise 
outfit 
うわばき タオ

ル うんどうの 

できる ふくそ

うで 

●Stretch Exercise ストレッチたいそう / うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery 9/25 Wed. 12:00 

Wednesday 

Course 

すいようびコース  

10/2 

(20 times) 

(20 かい) 

Wednesdays 

すいようび 

10:00-11:20 

 

 

 

20 

City 

Concert 

Hall  

 

しみん 

ホール 

 

 

\12,500 

Ms. Yamazaki 

やまざき 

せんせい 

Indoor 
shoes, towel, 
exercise 
outfit 
うわばき タオ

ル うんどうの 

できる ふくそ

うで 
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●Qigong exercise きこうきょうしつ/ うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery 9/26 Thu. 13:00 

 

Qigong  

きこう 

 

10/3 

(20 times) 

(20 かい) 

 

Thursdays 

 もくようび 

14:30-15:30 

 

 

6 

City 

Concert 

Hall  

しみん 

 ホール 

 

 

\12,500 

 

Ms. Ohki 

おおき  

せんせい 

Indoor 
shoes, towel, 
exercise 
outfit 
 
うわばき タオ

ル うんどうの 

できる ふくそ

うで 

●Yoga ヨガ / うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery 9/25 Wed. 13:00 

Afternoon Class 

ごごのクラス 

 

 

 

10/2 

(20 times) 

(20 かい) 

 

Wednesdays

すいようび 

13:00-14:30 

 

4 

1 

 

 

City 

Concert 

Hall  

しみん 

 ホール 

 

￥13,000 

 

 

Madam Fuki 

 

マダム・フキせ

んせい 

Yoga 
mattress(or 
beach 
towel), towel, 
exercise 
outfit 
 
 

ヨガマット、う

わ ば き  タ オ

ル うんどうの 

できる ふくそ

うで 

Leisurely 

Course 

ゆったりクラス 

Wednesdays 

すいようび 

14:45-15:45 

 

4 

 

 

￥11,000 

Evening Class 

よるのクラス 

Wednesdays 

すいようび 

19:00-20:30 

 

3 

 

 

￥13,000 

●Japanese Calligraphy しょどうきょうしつ / うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery 9/27 Fri. 12:00  

10:30 course 

10:30 コース 

 

 

 

10/4 

(20 times) 

(20 かい) 

 

Fridays 

きんようび 

10：30-12：00 

 

15 

 

 

Meeting 

Room 

かいぎし

つ 

 

 

 

 

\15,000 

 

 

Ms.Hujita 

 

ふ じ た せ ん

せい 

Calligraphy 
tools 
Seets for 
Japanese 
Caligraphy, 
Newspaper, 

cloth 

し ょ ど う  ど う

ぐ、はんし、しん

ぶんし、ぞうき

ん 

1:00 course 

1:00 コース 

Fridays 

きんようび 

13：00-14：30 

A Few 

people 

 

じゃかん

めい 

3:00 course 

3:00 コース 

Fridays 

きんようび 

15：00-14：30 

●Hula Dance Class フラダンス /  うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery 10/7 Mon. 12:00  

 

Hula dance 

フラダンス 

 

10/14 

（18 times） 

（18 かい） 

 

Mondays 

げつようび 

1:30-3:00 

 

 

10 

Small 

Hall 

しょうホー

ル 

 

 

 

￥12,600 

Ms.Kondo 

Ms.Matsuda 

こんどうせん

せい 

まつだせんせ

い 

Indoor shoes, 
towel, 
exercise outfit 
Water 

うわばき  タオ

ル  うんどうの 

できる ふくそう 

のみもの 
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●Brain Training by Dalcroze Eurhythmics のうトレ リトミック /  Application and Lottery 9/21 Sat. 10:00 

Dalcroze 

Eurhythmics 

1-2 Years Old 

リトミック 

1-2 さい 

 

 

 

 

 

 

10/12 

（10 times） 

（10 かい） 

2nd and 4th  

Saturdays 

だい２・だい４ 

どようび 

9:30-10:10 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Japanese 

Room 

 

わしつ 

 

 

￥10,000 

Ms. 

Okamoto 

Ms. 

Nakatsuji 

お か も と

せんせい 

な か つ じ

せんせい 

Ms. 

Okamoto 

Ms. 

Nakatsuji 

お か も と

せんせい 

な か つ じ

せんせい 

Water, 

Please 

participate 

with 

comfortable 

outfit. 

のみもの、うご

きやすい  ふく

そうで さんかし

てください。  

Dalcroze 

Eurhythmics 

3-4 Years Old 

リトミック 

3-4 さい 

2nd and 4th  

Saturdays 

だい２・だい４ 

どようび 

10:20-11:00 

 

 

4 

 

 

 

￥10,000 

Dalcroze 

Eurhythmics 

Over 4Years 

Old 

リトミック 

4 さい いじょう 

2nd and 4th  

Saturdays 

だい２・だい４ 

どようび 

11:10-12:00 

 

 

 

5 

 

 

 

￥15,000 

Water,  

Keyboard 

harmonica 

Please 

participatewit

h comfortable 

outfit. 

のみもの、 

けんばんハーモ

ニカ 

う ご き や す い 

ふくそうで さん

かしてください。 

●English Conversation えいかいわ / うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery  10/4 Fri. 13：00 

※For intermediate night course, draw held on 10/3 (Thu.) 13:00 

Intermediates 

Course 

（Evening） 

ちゅうきゅう 

（よる） 

 

10/10 

（18 times） 

（18 かい） 

 

Thursdays 

もくようび 

19:00-20:30 

 

 

7 

Meeting 

room 

かいぎし

つ 

 

 

￥14,000 

 

Mr. Steven 

Sherlock 

スティーブン・

シャーロック

せんせい 

Textbook 

fee 

テキストだい 

Beginners 

Course 

(Morning) 

しょしんしゃ 

（ごぜん） 

 

10/11 

(18 times) 

(18 かい) 

 

Fridays 

きんようび 

10:30-12:00 

 

 

3 

Meeting 

room 

かいぎし

つ 

 

 

￥14,000 

 

Mr. Stewart 

Taylor 

スチュワート・

テイラーせん

せい 

 

Textbook 

fee 

テキストだい 
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Intermediates 

Course 

(Afternoon) 

ちゅうきゅう 

（ごご） 

 

10/11 

（18 times） 

（18 かい） 

 

Fridays 

きんようび 

13:00-14:30 

 

 

5 

 

   

 

Meeting 

room 

かいぎし

つ 

 

 

￥14,000 

 

Mr. Stewart 

Taylor 

スチュワート・

テイラーせん

せい 

 

Textbook 

fee 

テキストだい 

Beginners 

Course 

(Afternoon)) 

しょしんしゃ 

（ごご） 

 

10/11 

(18 times) 

(18 かい) 

 

Fridays 

きんようび 

14:45-16:15 

 

 

9 

Meeting 

room 

かいぎし

つ 

 

 

￥14,000 

 

Mr. Stewart 

Taylor 

スチュワート・

テイラーせん

せい 

 

Textbook 

fee 

テキストだい 
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 Storytelling for children                               

 

    ◆ For children aged 3-years and up 

    ◆ 9/28, 10/12  (Saturday)   

     ・3：00-3：30p.m  

    ◆Place: the storytelling room at the library 

 

   Reading for 0・1 year-olds 
 

    ◆9/20 (Friday) 

     ①10：30～10：50 a.m.              

     ②11：00～11：20 a.m. 

    ◆Place: the storytelling room at the library 

 

   Saturday for 2year-olds 
 

   ◆10/5 (Saturday) 

     ・10：30a.m.～11：00 a.m.   

    ◆Place: the storytelling room at the library 

 
   Recitation for adults 
 

   ◆9/ 27 , 10/11 (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 

 ◆ ９がつ２８にち、１０がつ１２にち （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） 

 

 ◆ ９がつ２０にち （きんようび） 

  ①ごぜん１０じ３０ぷん～１０じ５０ぷん          

     ②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） 

 

 ◆１０がつ５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 

 

 ◆ ９がつ２７にち、１０がつ１１にち（きんようび） 

 ・ごぜん１０じ～１１じ 

 ◆ばしょ：かいぎしつ 
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9/15 (Sat.) 

 Readings Drama  Group “YUMU” 

“Sunday  Story・・・・“ 

◆Time: ① 10:30a.m.～   ② 2:00p.m.～ 

 *Doors open half an hour before the performance. 

◆Program: Picture book“Mekkira Mokkira Dohn Don” 

Reading Drama“「Someko to Oni” 

◆Place: Futakami Bunka Center 2F Small Hall 

◆Fee: Free（A priority ticket is necessary） 

＊Priority Tickets ，Please sign up at the counter 

or telephone of Futakami Bunka Center   

.  

9/29(Sun.) 

History Walk 

“Yamanobe no Michi” 

◆Time: 9:30a.m.～ 3:00p.m. 

  

◆The Meeting Place:JR Manyou Mahoroba Line 

(Sakurai Line ) Nagara Stationl 

◆Fee:  ￥500. 

 （Futakami Club Members  are free）  

 

10/1（Tue.）. 

Nijousan  Movie Theatre⑥ 

“Un maledetto imbroglio”   （Italy） 

◆Time：1:30p.m.～4:00p.m. 

  *Doors open half an hour before the performance. 

◆Place: Futakami Bunka Center 2F Small Hall 

◆ Those eligible: Older than elementary school 

students 

◆Quota: 50persons(first come ,first arrive)  

 

◆Fee:  \200. (free drink) 

※Futakami Club Members are free. 

 

 

10/5（Sat.） 

 THE 29th  Kashiba Rakugo Story Telling 

◆Time:  2:00ｐ.ｍ.～ 

   ＊Doors open half an hour before performance. 

◆Performer：Teppei Shouｆukutei  ,Kichinojo 

Katsura,  Monshiro Katsura. 

◆Place :Futakami Bunka Center 2F meeting room 

 

 

 

 

9/15(どようび.)   

 ろうどくげき  「ゆうむ」 

   「にちようび ・ ものがたり を・・・・・」 

 ◆じかん ① こぜん１０じ３０ぷん ～  ② ごご２じ～ 

＊ かいじょうは ３０ぷんまえ。 

◆えんもく： えほん 「めっきらもっきら どおんどん」 

ろうどくげき 「ソメコ と オニ」  ほか 

◆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： むりょう（ただし、せいりけんが ひつようです） 

＊せいりけんは ふたかみ ぶんか センターまどぐち  

     または でんわにて もうしこみ ください。 

 

9/29（にちようび）  

  れきし さんぽ 

「やまのべ の みち」 

じかん：９じ３０ぷん～ごご３じ 

しゅうごう ばしょ：JR まんよう まほろば せん ながらえき              

（さくらい せん） 

ひよう：５００えん(ふたかみクラブ かいいん は むりょう) 

10/1（かようび） 

にじょうさん えいがかん⑥ 

  「 けいじ 」     （イタリア） 

◆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  

◆たいしょう：しょうがくせい いじょう 

◆ていいん：せんちゃく ５０めい 

◆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 

 

10/5（どようび）  

だい２９かい かしば よせ 

◆じかん：: ごご２じから  

  ＊かいじょう ３０ぷんまえ 

◆しゅつえん：しょうふくてい てっぺい、 かつら きちのじょう 

、 かつら もんしろう.  

◆ばしょ：ふたかみ ぶんかセンター ２かい かいぎしつ 

 

Futakami Bunka Center 

ふたかみ ぶんか センター 
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 ◆Fee ： advance ticket   \1,000.- 

        on the day ticket  \1,5 00.- 

 

10/12（Sat.） 
     Movie  ❝Bohemian Rhapsody❞ 

◆Time: ① 10:30a.m.～   ② 2:00p.m.～ 

 *Doors open half an hour before the performance. 

◆Place: Futakami Bunka Center 1F Citizen Hall 

◆Fee:   advance ticket  \1,000.-  

      on the day ticket \1,2 00.- 

 

 ☆More :Information: 

    Futakami Bunka Center  Tel 77-1000 

    Nijousan Museum      Tel 77-1700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notice From The Public Health Center  

 

✤Application：at Public Health Center 

☎ 77-3965 

Cooking Course 

・10/1 (Tuesday)   

   Korean food  

（Handmade Namul and Gochujang） 

・Time : 9:30am-12:00pm 

・Fee: 500yen 

・Limit : 25 people 

・What to bring : apron, kerchief, two dish cloths, 

writing utensils  

   ・Application ：  9/5-9/25 by telephone 

Walking Class 

   ・①10/1(Tuesday)  toward to Asahigaoka 

     ②10/29（Tuesday）toward to Nisimami  

    ・Meet at the entrance of the Gymnasium at 

9:30pm 

・Application not required 

    ・What to Bring: : water, towel, 

 

◆りょうきん：まえうりけん １,０００えん 

           とうじつけん１,５００えん 

 

10/12（どようび） 

 えいが   「ボヘミアン ラプソディ」 

◆じかん ① こぜん１０じ３０ぷん ～  

       ② ごご２じ～ 

＊ かいじょうは ３０ぷんまえ。 

◆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 １,０００えん 

           とうじつけん１,２００えん 

☆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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

クッキング 

   ・１０／１ （かようび）  ごぜん９：００－１２：００ 

    ・かんこく りょうり（てづくりナムル と コチュジャン） 

・ていいん：２０めい  

   ・もちもの：エプロン、さんかくきん、ふきん２まい、 

ひっきようぐ 

   ・ひよう： ５００えん 

   ・でんわ で もうしこんでください 

 （９/５～９/２５） 

 

ウオーキング きょうしつ 

   ・①１０/１（かようび） あさひがおか ほうめん 

  ②１０/２９（かようび） にしまみ ほうめん 

   ・そうごう たいいくかん しょうめんげんかん、 

ごご９：３０ しゅうごう 

・もうしこみふよう 

   ・もつてくるもの： のみもの、タオル 
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・Please participate with comfortable clothes and 

shoes. 

    (Cancelled in case of rain) 

 

Medical Checkup 

    ・10/3(Thursday) 10:00am- 

    ・Place: Community Center of Anamushi/ Nijyo  

    ・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 

Let's  master  stretching 

  ①10/4 (Friday)・・・10:00a.m.-11:00a.m.  

   Aerobic stretching to the music in fast tempo 

②10/18 (Friday)・・2:00p.m-3:00p.m. 

Stretching using a chair  

 ・ at the public health center  

  ・20 years and over ・・・20people 

    ・Please bring : water, towel 

 ・Application :  by telephone 

Please wear comfortable clothes and shoes 

 

Fitness Test 

   ・10/15(Tuesday)  9:50am Start at 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. 

 

Mental health counseling 

    ・10/20 (Sunday)  

①1:00pm ②2:45pm   at the Health Center 

    ・Limit :2 people for each time 

    ・Those eligible : People 20 who is the first time 

user, older of city living and can’t come on 

weekday 

   ・Fee : 2,000yen  

 ・Appointment : by telephone to 43-5586 

 

 

 

 

・うごきやすい ふく と はきなれた くつ で きてくだ 

さい 

 （あめの ばあい は ちゅうし） 

 

 けんこうしんだん 

    ・１０/３（もくようび）ごぜん１０じ～ 

    ・ばしょ： あなむし にじょう こうみんかん 

    ・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 

 

 

 

ストレッチを マスターしよう  

①１０/４ （きんようび）・・・ごぜん１０じ～１１じ 

      はやい テンポ の おんがく に あわせて  

エアロビック ストレッチ 

   ②１０/１８（きんようび）・・・ごご２じ～３じ 

        はやい テンポ の おんがく に あわせて  

エアロビック 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 

うごきやすい ふくそう・くつで さんかください 

たいりょくそくてい 

    ・１０/１５（かようび） ごぜん９：５０  １０：００かいし 

    ・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 

 

こころ の そうだん 

   ・１０/２０（にちようび）  

①ごご１：００～（ふたり） 

  ②ごご２：４５～（ふたり） 

   ・ばしょ： ほけんセンター 

   ・たいしょう： へいじつ に これない ２０さい いじょう 

 で はじめて りよう する かた 

・りょうきん： ２０００えん 

    ・でんわ で もうしこんでください ４３－５５８６ 

 

 

 

 


