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ＫＡＳＨＩＢＡ ＣＩＴＹ ＭＯＮＴＨＬＹ 

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

かしばし こんげつの おしらせ 

November 2019 

11がつ 

Translated by Global Kashiba 

グローバル かしば ほんやく 

Kashiba-city Education Day 

Open House ’Let’s go to school.’ 

○Date ： November 16 (Sat)  

○Place ： All public elementary schools, junior high 

schools, kindergartens, and nurseries in Kashiba-city 

♦Events : Open day, The education lecture etc 

※For details, please ask each schools. 

※Please do not come by car. 

 

Exhibition of Kids’ Arts 

〇Date & Time : November 16(sat)～24(sun)  

9:00am～9:00pm  

〇Place : Public central hall 1st floor・Lobby 

♦ Display paintings of 3-5year old kids in 

kindergartens and nurseries. 

〇Contact : 44-3328 

‘Assertiveness by boys & girls’Citizen Meeting 

Elementary school students and junior high 

school students will present what they think 

about in daily life, what they want many people 

to hear, and recommendations against society.  

〇Date & Time : November 30 (sat) 1:30pm～4:00pm 

〇Place : Futakami-bunka center 1st floor・Citizen hall  

     ※There are not enough parking spaces, please 

come by public transportations. 

〇Events :- Presentations of the essays 

‘Assertiveness by boys and girls’. 

       - Attractions by Kashiba-Higashi Junior 

high Brass band club. 

〇Fee : Free 

かしばし きょういくのひ 

オープンスクール ‘がっこうへ いこう’ 

○ひにち : 1１がつ 16 にち (どようび)  

○ばしょ : しないの こうりつ しょうがっこう、ちゅうがっこう、

ようちえん、こどもえん 

〇ないよう : こうかいじゅぎょう、はっぴょう、 

きょういく こうえんかい など 

        ※しょうさいは、かくがっこう まで。 

        ※くるまでは こられません。 

こどもたちの かいがてん 

〇にちじ : 11 がつ 16 にち（どようび）～24 か（にちようび） 

        ごぜん 9 じ～ごご 9 じ 

〇ばしょ : ちゅうおうこうみんかん 1 かい・ロビー 

♦しないの ようちえん や こどもえん の 3さい～5さい

のこどもが かいたえを てんじします。 

〇といあわせ : 44－3328  

「しょうねんの しゅちょう」しみんしゅうかい 

しょうがくせい、ちゅうがくせいの おもいや、 おおくのひ

とに きいてもらいたいこと、しゃかいにたいしての てい

げん などを はっぴょうします。 

〇ひにち : 11 がつ 30 にち（どよう） 

ごご 1 じ 30 ふん～ごご 4 じ 

〇ばしょ : ふたかみぶんかセンター 1 かい・しみんホール 

      ※ちゅうしゃじょうが すくないため、こうきょう こうつ

うきかんを ごりようください。 

〇ないよう : 

・ しないのしょうがくせい、ちゅうがくせいによる 

「しょうねんの しゅちょう」さくぶん はっぴょう。 

   ・アトラクション かしばひがしちゅうがっこうすいそうがくぶ 

〇さんかひ : むりょう 
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〇Contact : 44-3339 

Kashiba City Library Mini Concert 

▼Date：11/17 (Sat.)  

▼Time：2：00～3：00 p.m.  

       (Doors open 30 minutes before) 

▼Place：Audiovisual room at the City Library 

▼Event： 「That gentle girl 」 other 

▼Performers： Sakurai High School Guitar Club  

▼Fee：free 

▼Information:：City Library  ☎ 77－１600 

 

 

 

 

 

 

 

Washidama class  

▼Time：11/24(Sunday),10:00a.m.-noon  

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

▼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 addres：kyoudou@city.kashiba.lg..jp  

▼Application deadline：11/21(Thursday) 17:00p.m. 

 

 

29th Coming of Age Day Ceremony in Kashiba 

Kashiba City will hold the Coming of Age Day 

Ceremony 

▼Date: Jan. 13, 2020(Mon., National Holiday) 

▼Place: Kashiba Gymnasium  

▼Eligibility: Those who were born between April 2, 

1999  and  April 1, 2000 

 

 

〇といあわせ : 44-3339 

しみん としょかん ミニコンサート 

▼ひにち： １１がつ１７にち （にちようび） 

▼じかん： ごぜん２じ～３じ 

     （３０ ふん まえ かいじょう） 

▼ばしょ： しみん としょかん しちょうかくしつ 

▼きょくもく： 「やさしい あの こ 」 ほか 

▼しゅつえん： さくらい こうこう ギタークラブ 

▼ひよう： むりょう 

▼といあわせさき： しみん としょかん ☎ ７７-１６００ 

 

 

 

 

 

 

 

わしだま きょうしつ  

▼にちじ：１１がつ２４か（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１～２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 もうしこんで ください   ☎４４－３３１４ 

メールアドレス：kyoudou@city.kashiba.lg..jp  

▼もうしこみ きげん：１１がつ２１にち（もくようび） ごご５じ 

だい２９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： ２０２０ねん１がつ１３にち（げつよう・しゅくじつ） 

▼ばしょ： そうごう たいいくかん 

▼たいしょう： １９９９ねん４がつ２にち～２０００ねん４がつ１ 

にち にうまれた かた。 
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▼Registration:   

・Reception: 9:00 a.m. ～. 

・: 10:00a.m. – 11:00a.m. 

☆There is a sign-language interpreter.  

* Please note that no individual invitation will not sent. 

▼Information：Lifelong Learning  Division 

          ☎44－3339 

International Cooking Event 

〇Date＆Time: November 30 (Sat) 

             9:30am～1:00pm 

〇Place : Central Public Hall 1st floor・Cooking room 

〇For Adults(High school students or older) 

who live or work in Kashiba city. 

〇Capacity : 20 Foreigners and 14 Japanese 

          ( First-come-first served basis) 

〇Event: Making Japanese home cooking, and 

spending time with people who live in  

Kashiba city. 

        Menu ; Chicken mixed rice, Miso soup with 

Wakame seaweed and Tohu, Fish dish, 

Spinach seasoned with sesame, Japanese 

omlet, Tohu sweets dumpling ball etc 

〇Instructor : Ikehara Kyoko 

〇Fee : 1,000yen (Make the payment on that day) 

〇What to bring : Apron, Head kerchief, 2 table towels 

〇How to apply : Call the number or Email below 

  ※Please write your name with Hurigana, Age, 

Address, Phone number. 

〇Contact : Phone ; 44-3314 

          E-mail ; kyoudou@city.kashiba.lg.jp 

〇Application Deadline : November 27(wed) 

〇Oganizer : Global Kashiba 

☆The 29th Kashiba City Art Exhibition 

▼Term:：11/23 (Sat) –～11/30 (Sat) 

      at  9:00 a.m.～4:00 p.m.   

 * only 11/23 (Sat), start at 10:00 a.m.-4:00 p.m.  

▼Place：Central Community Center 3F 

▼Wanted Artworks：Picture ,Calligraphy ,Photograph 

*Review of Artworks：11/23 (Sat) 10：00-11：30 a.m. 

* For further information: please contact  

▼Information: Shogai Gakushu Center  (☎44－3339) 

▼ないよう：  

・うけつけ： ごぜん９：００～ 

・しきてん：ごぜん１０：００～１１：００ 

☆しゅわ つうやくが あります。 

＊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：しょうがいがくしゅうか  ☎ ４４-３３３９ 

こくさいこうりゅう クッキング 

にちじ : 11 がつ 30 にち（どようび） 

ごぜん 9 じ 30 ふん～ごご１じ 

〇ばしょ ： ちゅうおうこうみんかん 

1 かい ちょうりじっしゅうしつ 

〇たいしょう ： しないざいじゅう、ざいしょく、ざいがくの  

こうこうせい いじょうのかた  

〇ていいん ： がいこくじん 20 めい、にほんじん 14 めい 

          （せんちゃく） 

〇ないよう ： しないざいじゅうの がいこくじんの みなさんと、

にほんのかていりょうりを つくってこうりゅうします。 

      メニュー； とりのたきこみごはん、わかめと とうふの 

みそしる、さかなりょうり、ほうれんそうの ごまあえ、 

だしまきたまご、とうふ しらたま だんご、 ほか 

〇こうし ： いけはら きょうこ 

〇さんかひ ： 1,000 えん（とうじつ もってきてください） 

〇もちもの ： エプロン、さんかくきん、ふきん 2 まい 

〇もうしこみ ： でんわ または メール 

※なまえ（ふりがな）、ねんれい、じゅうしょ、でんわばんごう

を きにゅうして ください。 

〇もうしこみさき・といあわせ ： でんわ 44‐3314 

                     メール kyoudou@city.kashiba.lg.jp 

〇しめきり ： 11 がつ 27 にち（すいようび） 

〇きょうさい ： グローバルかしば 

☆だい２９かい かしば し びじゅつ てんらんかい 

▼かいき：１１がつ２３にち (どよう）～１１がつ３０にち (どよう） 

       じかん ごぜん９じ～ごご４じ 

  *１１がつ２３にち は、ごぜん１０じ～ごご４じ 

▼ばしょ： ちゅうおう こうみんかん ３がい 

▼ぼしゅう ぶもん： かいが、しょげい、しゃしん 

*こうひょうかい： １１がつ２３にち （どよう） 

                   ごぜん１０じ～１１じ３０ぷん 

*くわしくは、 といあわせ ください。 

▼といあわせ：しょうがい がくしゅうか  （☎４４－３３３９） 



- 4 - 

 

～Let‘s  enjoy～ 

New Sports Day 

▼Date & Time : November 24 (Sun.) a.m.9:30-12:00 

▼Place : Kashiba Gymnasium 

* Those eligible: Those who live in Kashiba city 

・If you are an elementary school students oｒ younger, 

please be accompanied by your guardian. 

▼Events :  

* Air Trampoline (3 years old～Schoolchild) 

*Bound Tennis (Children above elementary school) 

*Trampobics (Children above elementary school) 

*Child and parent exercise（Children above ele- 

 mentary school and their guardians） 

▼Instructor: Professional instructor 

▼What to bring:  

* Indoor shoes, Towel and Drink etc. 

▼What to wear:  

*The clothe which is easy to move 

▼Fee : Free 

▼Application : No prior application required .  

Please come to the venue on the day. 

▼Information:  Lifelong Learning Division 

                    Tel. 44-3339 

Grimm Ehon-kan December 

‘Let’s prepare for Christmas’ 

○Date & Time ：December21 (Sat) 2:00p.m.-4:00p.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 winter picture books! 

 2. Let’s make a big Christmas tree! 

※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.  

〇Contact : 79-7522 

 

 

～みんなで たのしく～ 

ニュースポーツデー 

▼ひにちじ ： １１/２４（にちようび） a.m.9:30-12:00 

▼ばしょ： そうごう たいいくかん 

＊ たいしょう： かしばし ざいじゅうの かた 

  ・しょうがくせい いかの かたは ほごしゃ どうはんで 

   きて ください。 

▼しゅもく：  

* エアートランポリン (３さい～しょうがくせい) 

* バウンド テニス（しょうがくせい いじょう） 

*トランポビクス (しょうがくせい いじょう) 

*おやこ エクササイズ（しょうがくせい いじょうの 

じどう とほごしゃ）） 

▼こうし ： せんもん の しどういん 

▼もってくる もの：  

* うわぐつ、タオル、のみもの など 

▼きてくる もの ： 

 * うごきやすい ふくそう 

▼ひよう ： むりょう 

▼もうしこみ： じぜん もうしこみ ふよう。 とうじつ かいじょ

うに ちょくせつ きて ください。 

▼といあわせさき： しょうがい がくしゅうか  

 Tel. 44-3339 

１２がつの ぐりむ えほんかん 

「クリスマスのじゅんびを しよう！」 

○にちじ : 12 がつ 21 にち（どようび） ごご 2 じ～ごご 4 じ 

○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 :  

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．ふゆの えほんをたくさんよもう！ 

2．おおきなクリスマスツリーをつくろう！ 

※ぐりむえほんかん カードを 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。 

〇といあわせ : 79－7522 
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Baby Massage 

 

Date and Time  Dec. 20th (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   

Nov. 18th (Mon.)-Dec. 9th(Mon.) 

Information  Sogo Fukushi Center (79-7522) 

 

 

 

Ouchi no Kouen (Playground at Home) 

☆ Xmas Party   

* Date & Time: 12/18 (Wed.)  

①10:00a.m.～10:50a..m. 

②11:00a.m.～11:50a.m. 

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

* Those eligible: Children and their guardians 

* Numbers: 20 pairs 

in case of many applicants ,it will be a lottery 

* Contents: Singing Xmas songs and dancing. 

          There are presents of hand-made 

          toys. 

* Fee: Free 

How to apply: 

By e-koto Nara e-tele applying Home-page 

(https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/) ,please 

apply in-putting necessary matters. 

* Application period: 11/18(Mon.) ～ 12/2(Mon.) 

 

 

 

 

 

ベビー マッサージ  

 

にちじ １２がつ２０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   

１１がつ１８にち（げつようび） 

～１２がつ９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） 

「おうちのこうえん」 ぎょうじ 

☆ クリスマスのつどい 

＊ にちじ： １２/１８ (すいようび)  

①ごぜん１０じ～１０じ５０ぷん 

②ごぜん１１じ～1１じ５０ぷん 

＊ ばしょ： そうごう ふくし センター ２かい 

＊ たいしょう： こども と ほごしゃ 

＊ ていいん： ２０くみ 

もうしこみしゃ たすうの ばあいは ちゅうせんと なります。 

＊ ないよう： クリスマス ソングを うたったり、おどったりしま

す。 てづくりおもちゃの プレゼントもあります。 

＊ ひよう： むりょう 

 

もうしこみ ほうほう 

e-こと なら でんししんせいホームページ

(https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/) より ひつような  

じこうを にゅうりょくし、もうしこみください。 

＊ もうしこみきかん：１１/１８（げつよう）～１２/２（げつよう） 

 

 

 

 

 

https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/
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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Local childcare support 

Beginners’ Christmas Party 

○Date & Time ： December 20 (Fri)1:00p.m.-2:00p.m. 

○Place : Futakami Bunka Center 1st floor Citizen hall 

○Applicant : 1year old～3year old kids and their 

parent or guardian. 

〇Capacity : 120pairs 

  ※If there are many applicants, we will be chosen by 

random selection. 

○Event : Let’ enjoy spending time, dancing, and 

singing with Anpan-man and Saint Claus.  

〇Fee : Free 

〇How to Apply : 

 On the Haruna kindergarten’s web site.  

（http://haruna.ed.jp/） 

Write the application form of Beginner’s event from 

‘Contact’and send it. 

※We will e-mail you after we get your application mail. 

※We will send information to people who are selected  

around early December. 

※Do not apply with people who are not your family 

member. 

〇Application Deadline : November 25 (Mon) 

○Contact : Haruna Kindergarten 76-5542 

 

Home Appliance Recycling 

 Learn with Kan-chan and kyou-chan ！ 

Kan-chan 

My home TV was broken ! we still want to use it, but 

We can’t fix it anymore ! What should we do if we want 

to dispose of it? 

Kyou-chan 

That’s too bad. Since TV is certainly a “home 

appliance recycling item”, the way of disposal should 

have been different. Ask Cassie 

 

 

 

 

 

 

ちいきの こそだて しえん じぎょう 

ビギナーズ クリスマス パーティー 

○にちじ : 12 がつ 20 にち (きんようび) ごご 1 じ～ごご 2 じ 

○ばしょ : ふたかみぶんかセンター 1 かい しみんホール 

〇たいしょう : 1 さい～3 さいの こどもと ほごしゃ 

〇ていいん : 120 くみ 

    ※もうしこみしゃが たすうのばあい、ちゅうせんします。 

〇いべんと ないよう : あんぱんまんや、サンタクロースと 

   うたったり ダンスをして たのしもう。 

〇さんかひ : むりょう 

〇もうしこみほうほう : はるなようちえんの サイトから 

（ http://haruna.ed.jp/） 

 「おといあわせ」がめんより、「ビギナーズイベントおもうしこみ 

フォーム」をかいて おもうしこみ。 

 ※もうしこみご、うけつけメールを へんしんします。 

 ※ちゅうせんご、12 がつじょうじゅんに けっかを  

そうしんします。 

 ※かぞくいがいの かたと れんめいで もうしこみでき 

ません。 

〇もうしこみきげん : 11 がつ 25 にち（げつよう） 

○といあわせ : はるなようちえん 76－5542 

 

 

 

 

かでん リサイクル 

かんちゃん・ きょうちゃん とまなぼう！ 

かんちゃん 

どうしよ～、いえの テレビが こわれちゃった！ 

まだ、つかいたい けど、もうしゅうりも できない みたい。 し

ょぶん したいけど、どうしたら よかったかな？ 

きようちゃん 

それは ざんねん だね，テレビは たしか・・・「かでんリサイク

ル ひんもく」に なるから、 しょぶんの しかたが ほかとはち

がった はず！カッシーに きいて みよう！ 

 

 

 

 

 

 

http://haruna.ed.jp/
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Teach us ！ 

 Cassie 

As kyou-chan says TV is a “home appliance recycling 

item”! This home appliance item is obliged to be 

recycled by the law called “Recycle Product for 

Specific Home Appliances”(Home Appliance Recycling 

Law). Therefore, it cannot be collected in the city. 

The items are refrigerators, freezers, TVs, air 

conditioners, washing machines, clothes dryers”, but 

these are disposed only on  the following ways ! 

 

① Ask the dealer ore store to pick up. 

② Apply for pick-up by the telephone to the request 

center（☎77-1199） 

※Distribute to the Home Appliance Recycling 

Association from the Telephone Request Reception 

Center. However a separate collection and 

transportation fee is required in addition to the 

recycling fee.  

③ Purchase a recycling ticket at the post office and 

bring it to the designated collection location. 

[Designated pick-up location.] 

・Sagawa Gose Branch ☎66-2011 

・Makoto unyu  Co.,Ltd ☎58-3277 

・Senko Co.,Ltd      ☎0743-56-2329 

※For detail such as location, please check in advance 

by phone. 

Information : City Hall Citizen Hygiene Section 

           ☎44-3306 

 

 

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 

 

 

 

おしえて カッシー！ 

カッシー 

きょうちゃんが いうとおり、 テレビは「かでんリサイクル ひ

んもく」 なんだ！ この 「かでんリサイクル んもく」 は、「とく

てい かていよう きき さいしょうひんか ほう（かでん リサイ

クル ほう）という ほうりつに よって、リサイクルが ぎむづけ

られて いるかでんの ことで、しでは しゅうしゅう できないも

の なんだ。 

たいしょうと なるのは、「れいぞうこ・れいとうこ・テレビ・エア

コン・せんたくき・いるい かんそうき」なんだ けど、これらのも

のは つぎの ほうほうで しょぶん するんだよ！ 

① はんばいてん や こうにゅうてん に ひきとりを いら

いする。 

② でんわ リクエスト うけつけ センター(☎77-1199) 

へひきとりの もうしこみを する。 

※でんわ リクエスト うけつけ センターから かでん 

 リサイクルきょうかいに とりつぎを します。 

ただし、リサイクルりょうきん いがいに しゅうしゅう う

んぱん りょうきんが、べっと ひつようです。 

③ ゆうびんきょくで リサイクルけんを こうにゅうし、じしん

で けんの ひきとり していばしょ まで、はんにゅう 

する。 

【してい ひきとり ばしょ】 

 ・さがわ きゅうびん（かぶ） ごせ ☎６６-２０１１ 

 ・まこと うんゆ（かぶ）        ☎５８-３２７７ 

 ・セエコー（かぶ）           ☎０７４３-５６-２３２９ 

※ばしょなど くわしくは、じぜんに でんわで かくにのこと。 

といわせさき： 

しやくしょ しみんえいせいか   ☎４４-３３０６ 

 

 

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 
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・    Human rights advice 

      1 st (Wednesday) ・・・9:00a.m.-3:00p.m. 

     Sougou Fukushi Center ☎44-3314 

・   Children’s problems  

 Monday to Friday・・・8:30a.m.-17:15p.m. 

 Sougou Fukushi Center  

   ✥Jidou fukushi ka   ☎ 79-7522 

・   One-parent family advice 

 Monday to Friday・・・8:30a.m.-17:15p.m. 

 Sougou Fukushi Center  

   ✥ Jidou fukushi ka  ☎ 79-7522 

・   Child abuse advice   

   Monday to Friday ・・・8:30a.m.-17:15p.m. 

 Sougou Fukushi Center   

 ✥ Jidou fukushi ka   ☎ 79-7522 

・   Truant telephone advice 

      1 st ・3rd (Wednesday) ・・・9:00a.m.-noon 

✥City Hall  ☎44－3334 

   (※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 

※February and March are closed  ☎ 44-3307 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 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８じ３０ぷん～ごご５じ１５ふん） 

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   

   げつようび～きんようび 、そうごう ふくしセンター  

ごぜん８じ３０ぷん～ごご５じ１５ふん 

✥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８じ３０ぷん～ごご５じ１５ふん 

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   

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  ☎４４－３３３４ 

（※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,やくしょかいぎしつとう    

※２がつ・３がつは、やすみ        ☎ ４４－３３０７ 
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   Recycling book corner information 

     

    ◆period: until 12/4(Wednesday) 

    ◆utilization time:9:30a.m.-17:00p.m. 

 

   Storytelling for children                               

 

    ◆ For children aged 3-years and up 

    ◆ 11/23 ・12/14 (Saturday)   

        ・3：00-3：30p.m  

    ◆ Place: the storytelling room at the library 

 

   Reading for 0・1 year-olds 
 

    ◆ 11/15 (Friday) 

     ①10：30～10：50 a.m.              

     ②11：00～11：20 a.m. 

    ◆ Place: the storytelling room at the library 

 

   Saturday for 2year-olds 
 

   ◆ 12/7 (Saturday) 

     ・10：30a.m.～11：00 a.m.   

    ◆ Place: the storytelling room at the library 

 
   Recitation for adults 
 

   ◆ 11/ 22  (Friday)  

     ・10：00a.m.～11：00 a.m.   

    ◆ Place：Meeting room 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  リサイクル としょ コーナーごあんない    

   

   ◆ きかん：１２がつ４か（すいようび） まで 

   ◆ りよう じかん：ごぜん９じ３０ぷん～ごご５じ 

 

  

  としょかん おはなし かい   

 

    ◆ ３さい いじょう 

    ◆ １１がつ２３にち・１２がつ１４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） 

 

    ◆ １１がつ１５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） 

 

    ◆１２がつ７のか （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 

 

    ◆ １１がつ２２にち・１２がつ１３にち （きんようび） 

     ・ごぜん１０じ～１１じ 

    ◆ ばしょ：かいぎしつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    としょかん じょうほう 

   Library  information 
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November19.（Tue.） 

Lobby Concert  

Performer: Soprano; Shiori Takeuchi, Misa Oohara 

         Piano; Akari Matsumoto 

Time: 3:00ｐ.ｍ.～ 

Place: Futakami Bunka Center 1F lobby. 

Fee: free 

November 24(Sun) 

FUTAKAMI  CITIZEN’S  OPERA  

24ｔｈ PERFORMANCES 

Opera “Magic Flute” 
W.A Mozart,  Japanese performance, two acts 

◆Time: ①11:30a..m.～ 

       ②3:30ｐ.ｍ.～ 

*Doors open half an hour before performance 

◆Place: FutakamiBunkaCenter,1F  Citizen’s hall 

◆Admission:   advance ticket  ￥3,000  

             on the day ticket \3,500 

 

December 3（Tue.） 

Nijousan  Movie Theatre⑦ 

“White Christmas”   （America） 

◆Time：1:30p.m.～4:00p.m. 

◆Place: Futakami Bunka Center 2F Small Hall 

◆Fee:  \200. (free drink) 

※Futakami Club Members are free. 

 ・Please contact Nijousan Museum for details. 

December 14（Sat.） 

Hurray ! The Grate Age.   NO5 

❝Let’s Learn Life of end！❞ 

Learn a little how to prepare your own life and use it 

as a reference to send a rich retirement. 

◆Time: 10:30a.m.～noon. 

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

◆Fee: Free(need priority tickets) 

  ※Priority tickets will be delivered at the counter of 

Futakami Bunka  Center. 

☆More :Information: 

    Futakami Bunka Center  Tel 77-1000 

    Nijousan Museum      Tel 77-1700 

 

 

 

 

 

11 がつ１９（かようび） 

ロビー コンサート 

しゅつえん： ソプラノ； たけうち しおり、おおはら みさ 

         ピアノ；  まつもと あかり 

じかん： ごご３じ～ 

ばしょ： ふたかみ ぶんかセンター １かい ロビー 

りょうきん： むりょう 

１１がつ２４にち（にちようび） 

ふたかみ しみん オペラ 

２４かい こうえん  

オペラ 「まてき」 

W.A. モーツァルト  にほんご じょうえい ぜん ２ まく 

◆じかん：①ごぜん１１じ３０ぷん～  ②ごご３じ３０ぷん～ 

  ※ かいじょう 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 ３,０００ えん 

         とうじつ けん ３,５００ えん 

１２がつ３にち（かようび） 

にじょうさん えいがかん⑦ 

「ホワイト・クリスマス」（アメリカ） 

◆じかん： 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2F  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 

１２がつ１４にち（どようび） 

  そうねん ばんざい！ だい５だん 

[しゅうかつ を まなぶ！」 

じぶん らしい じんせいの ととのえかたを すこしでも まな

んで ゆたかな ろうごを おくる さんこうに してください。 

◆じかん：ごぜん１０じ３０ぷん～しょうご 

◆ばしょ：ふかかみ ぶんかセンター 1 かい しみんホール 

◆ひよう： りょう  （せいりけんが ひつようです） 

   ※せいりけんは ふたかみ ぶんかセンターの まどぐち 

 

☆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 

 

 

 

Futakami Bunka Center 

ふたかみ ぶんか センター 
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・About the Public Health Center  

✤Application：at Public Health Center ☎ 77-3965 

 

Periodontal check-up, Dental check-up for pregnant 

women 

    ・11/17（Sunday） 9:00am-11:00am 

     12/5(Wednesday) 1:00pm-3:00pm  

    ・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: 60 people 

     ・Application : by telephone 

   Health gymnastics class   

     ・11/25(Monday)  12/16（Monday) 

  ・10：00am-11:30am 

   ・ Sougou Fukushi Center  

     ・ Please bring：drink, towel, indoor shoes 

・Application not required 

   ・Contents： Rhythm   exercises 、 

 Muscular  strength  up exercise 

 

Walking Class (Imaike Shinsui Park) 

   ・12/9(Monday)   

    ・Meet at the entrance of the Gymnasium at 

1:30pm 

    ・Application not required 

    ・What to Bring: : water, towel, 

    ・Please participate with comfortable clothes and 

shoes. 

    (If it rains please bring indoor shoes) 

 

Let's  enjoy  stretching 

  ①12/13 (Friday)・・・10:00am-11:00am. 

    Stretching using a chair 

②12/17 (Tuesday)・・2:00pm-3:00pm 

Aerobic stretching to the music in fast tempo  

 ・ at the public health center  

  ・20 years and over  20people per day 

    ・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 

 

 ししゅうびょう けんしん ・ にんぷ しか けんしん 

   ・１１/１７（にちようび）  ごぜん９：００－１１：００ 

    １２/５（もくようび） ごご１：００－３：３０ 

 ・ばしょ： ほけんセンター 

   ・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   

・ていいん： ６０めい 

  ・でんわ で よやく してください 

 

 

 けんこう たいそう きょうしつ 

 ・１１/２５ （げつようび）  １２／１６（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 

 

 

ウオーキング きょうしつ （いまいけしんすい こうえん） 

   ・１２/９（げつようび）  

   ・そうごう たいいくかん しょうめんげんかん、 

ごご１：３０ しゅうごう 

   ・もつてくるもの： のみもの、タオル 

※あめ の ばあいは くつ を もってきて ください 

    ・うごきやすい ふく と はきなれた くつ で きてくだ 

さい 

 ・もうしこみふよう 

 

 

ストレッチをたのしもう  

①１２/１３ （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 

   ②１２/１７（かようび）・・・ごご２じ～３じ 

         イスを つかって ストレッチ 

 ・ほけんセンターで 

 ・２０さい いじょうで ２０めい 

 ・もってくるもの：タオル、のみもの 

・でんわ で もうしこんで ください 


