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ＫＡＳＨＩＢＡ ＣＩＴＹ ＭＯＮＴＨＬＹ 

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

かしばし こんげつの おしらせ 

Decembeｒ 2019 

12がつ 

Translated by Global Kashiba 

グローバル かしば ほんやく 

Recruitment of 

“Training Course of Parenting Supporters” 

  This course is training trough learning about 

childhood illness, foods, and so on for a person who 

would like to be a parenting supporter work as a 

member of “Family Support Center”.  

  “Family Support Center” is an organization to 

encourage mutual help between a person who need to 

help he/her parenting and a person who want to help 

his/her parenting to balance their work and parenting. 

 

Date(2020) Time Events 

Jan.30(Thu) 1:30pm～3:30pm Parenting support PJT 

Childhood illness 

Feb.4 (The) 1:30pm～3:30pm Food education 

Picture books 

Feb.6 (Thu) 9:00am～Noon First aid(AED Training) 

Feb.7 (Fri) 1:30pm～4:00pm Child growth and play 

Prevention child abuse 

Closing ceremony 

 

○Place ： Welfare center 3rd floor ・ Meeting room2 

〇People who applicable all conditions below; 

・About 20 to 70 year-old person who is healthy  

in mind and body. 

・A person who like children and want to join  

community service. 

・Who can work as a member of Kashiba city 

Family Support center after this course. 

〇Fee : Free 

じゅこうせいぼしゅう 

「こそだてサポーターようせいこうざ」 

こどもの びょうきや しょくいく などを まなび、 「ファミリー・

サポート・センター」などで かつどうする サポーターに なる

ための こうざです。 

 「ファミリー・サポート・センター」は しごとと いくじの りょうり

つのため、いくじの おうえんをしてほしいかたと おうえんした

いかたが、おたがいに たすけたり、たすけあったりして、いくじ

の そうごかつどうを おこなう そしきです。 

 

ひにち（2020） じかん ないよう 

1がつ 30にち 

（もくようび） 

ごご 1:30～ 

ごご 3:30 

こそだてしえんじぎょう 

こどものびょうき 

2 がつ 4 か 

（かようび） 

ごご 1:30～ 

ごご 3:30 

こどもの しょくいく 

えほんについて 

2 がつ 6 か 

（もくようび） 

ごぜん 9:00～

ごご 12:00 

きゅうきゅうほう 

（AED こうしゅうかい） 

2 がつ 7 か 

（きんようび） 

ごご 1:30～ 

ごご 4:00 

こどもの はついく と

あそび・ ぎゃくたい 

よぼう・しゅうりょうしき 

 

〇ばしょ ： そうごう ふくし センター2 かい・ かいぎしつ 2 

〇たいしょう ：  

 つぎのすべてに がいとう するかた； 

・しんしんともに けんこうな おおむね 20 さい から 70 さいま

でのかた。 

・こどもがすきで、しゃかいさんか したいかた。 

・こうざしゅうりょうご、「かしばし ファミリー・サポート・センター

の サポートかいいん として かつどうできるかた。 

〇りょうきん ： むりょう 
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〇How to Apply :  

Write Event name, Address, Name, Age, TEL, Need 

Childcare service or not (if you need childcare, please 

write your child’s name) and apply from e-Koto Nara 

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

Round-trip postcard, TEL, or FAX. 

We will send information of this course to applicants. 

〇Due Date : December 27(Fri) 

※ Childcare service is limited to first 5people. 

〇Contact :  

Welfare Center Child Welfare Division 

Oosaka1-374-1 〒639-0251 

Tel; 79-7522   Fax; 79-7532 

 

★ Year-end & New Year Guide 

 Schedule for Garbage Pickup 

●Combustible Garbage  “Extra-pickup” 

Date of year-end extra-pick up 

A large amount of garbage is produced at every end 

of the year.  We have a special schedule as below. 

Please reassure the date and district of garbage 

pickup in “Garbage Calendar” and avoid misdate or 

delay so that we can collect them without any trouble. 

▶Information ・ Waste Collection Center  

☎77-4189 

 12/28(Sat..) 12/29(Sun.) 

 

School 

area 

Shimoda Miatuwa 

Goidou Nijou 

Mamigaokanishi Sekiya 

Mamigaokahigasi Shizumi 

Kamata Asahigaoka 

●Bulky / Combustible Garbage   

Deadline of acceptance for Pickup in 2019  

December 19th (Thu.) 

【How to dispose】 

 Call the Telephone Request Center to arrange  

for pickup. 

 ◆Telephone number : ☎７７－１１９９ 

◆Time for Request : 9:00 ～16:00 from Monday 

 through Friday, except year-end and New Year 

holidays 

〇もうしこみ ：  

ぎょうじめい、じゅうしょ、なまえ、ねんれい、でんわばんごう、た

くじの うむ（たくじきぼうの ばあいは、こどものなまえ） 

をきにゅうし、 

e ことなら（https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/）、 

おうふくはがき、でんわ または、ファックス で もうしこみくだ

さい。 

もうしこみしゃには、ごじつ こうざの あんないを おくります。 

〇もうしこみきげん ： 12 がつ 27 にち（きんようび） 

※たくじは、せんちゃく 5 めいまで。 

〇もうしこみ・といあわせ ：  

〒639-0251 おうさか 1－374－1 

でんわ；79－7522  ファックス；79－7532 

 

★ ねんまつ ねんし ガイド 

ごみ の しゅうしゅう にってい 

●もえるゴミ「とくべつ しゅうしゅう」 

ねんまつ とくべつ しゅうしゅうび 

 ねんまつは ゴミの おおい じきと なります。つうじょうの 

しゅうしゅうようびとは ことなり、したの ひょうのとおり とくべ

つの しゅうしゅうびと なっています。  

スムーズな しゅうしゅうが おこなえるよう、しゅうしゅうびの 

まちがいや だしおくれの ないよう ゴミカレンダーを さいど 

ごかくにん ください。 

▶といあわせさき しゅうしゅうセンター    ☎77－4189 

 12/29(どよう) 12/30(にち) 

 

しょう 

がっ 

こうく 

しもだ みつわ 

ごいどう にじょう 

まみがおかにし せきや 

まみがおかひがし しずみ 

かまだ あさひがおか 

●そだいゴミ・もえないゴミ 

ねんない しゅうしゅう の うけつけ しめきり

び１２がつ１９にち（もくようび） 

【だしかた】 

 でんわリクエストうけつけセンターに でんわし、 しゅうしゅう

を いらい してください。 

  ◆でんわばんごう  ☎７７－１１９９   

  ◆でんわ うけつけ じかん ９じ～１６じ 

   （どよう・にちよう・しゅくじつ・ねんまつねんしをのぞく） 

https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/
https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/）、
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◆Quantity & Times of Pickup : Up to 6 items for one 

time per household, per month 

＊We receive numerous phone calls in December.  

 Please avoid calling on Monday morning ， 

 because it is the busiest time. 

＊ Telephone requests by landlords of rental  

apartments or buildings are not accepted.  Please 

apply to City as general waste by business and 

bring it by yourself.  

▶Information ・Waste Collection Center 

 ☎77-4189 

●Own Carriage of Trash and Waste 

 

Last Day to Accept Garbage in 2019 

December  27 (Fri.)   

☆Own carriage into the incineration plant is also 

available on December 27th(Fri.).  

☆In 2020 the service will be resumed on January 

6th (Mon.) 

【How to dispose】 

When a large amount of garbage is generated in 

moving or housecleaning,, you can carry it by 

yourself into the incineration plant (Mino-en, 615 

Ninji) 

◆How to register 

Make an application to Shimin-Eiseika, City Hall 

Health and Medical Division beforehand.  Make 

sure to bring your personal seal and a number of 

your car which you use to carry garbage in.  

◆Available date and time  

    From Monday to Friday  13:30～16:30  

 （except year-end and New Year holidays） 

 

◆Charge for acceptance 

    Garbage up to 100kg is free of charge.  110 yen 

will be charged for every 10kg over 100kg. 

 ＊General waste by business activities is excluded. 

▶Information City Hall Health and Medical 

 ☎44-3306 

 

 

◆しゅうしゅう かいすう・こすう 

    １せたいに つき つき１かい ６てんまで  

＊１２がつは でんわが こみあいます。 とくに げつようび 

の あさは たいへん こみあいますので、なるべく じかんを 

ずらして でんわして ください。. 

＊ちんたいマンションなどの、オーナーとしての でんわリクエ

ストしゅうしゅうは できません。 じむけいゴミとして しやくしょ

で しんせいご、 じこはんにゅう してください。 

▶といあわせさき しゅうしゅうセンター 

  ☎７７－４１８９ 

 

●ゴミの じこはんにゅう 

 

ねんない さいしゅうの はんにゅう かのうび 

１２がつ２７にち（きんようび）  

☆１２がつ２７にち（きんようび）も とくべつに はんにゅう か

のうと なっています。  

☆ねんしは １がつ６にち（げつようび）から はんにゅう かの

うに なります。 

【だしかた】 

そうじや ひっこしで たりょうのゴミが でたばあいなどに、

こじんで しょうきゃくじょう（みのえん：にんじ６１５）へ もち

こみ できます。 

 

◆はんにゅう てつづき 

  いんかんと はんにゅうじの くるまの ナンバーを メモして、 

じぜんに しみんえいせいか（しやくしょ１かい）で しんせい

してください。  

 

◆はんにゅう かのう にちじ 

  げつ～きんようびの ごご１じ３０ぷん～ごご４じ３０ぷん 

 （しゅくじつ、 ねんまつ ねんし は 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１１０えん 

＊ただし、じぎょうけい の ゴミは ことなります。 

▶といあわせさき 

          しやくしょ しみん えいせいか 

 ☎４４－３３０６ 
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Out-of-Hours Medical Services 

Internal/Pediatrics/Dentist 

● Katsuragi Emergengy Clinic:  

Teｌ: 22-700３ 

Address: 1-45, Nishimachi, Yamatotakada-shi 

Reception days: Sundays/Holidays/Dec.29-Jan.3  

Reception hours: 8:30-11:30, 13:00-15:30, 17:30-20:30 

(Dental service closes at 15:30) 

What to Bring:  Health Insurance Certificate, Medical 

Certificate, Fee 

 

Pediatrics 

● Kashharasi Holiday and night time 

emergency clinic 

Tel: 0744-22-9683 

Address: 9-1 Unebi-cho Kashihara-shi 

Reception days and hours: Everyday 

(11:30pm-5:30am) 

Service: Pediatrics 

What to Bring: Health Insurance Certificate, Medical 

Certificate, Fee 

 

Pediatric Consultant 

Tel (via touchtone/cell phone):  #8000 

Tel: 0742-20-8119 

For children aged less than 15 years old 

Available hours: 

Weekday: 18:00-8:00 

Saturday: 13:00-8:00 

Sunday/holidays/Dec 29-Jan 3: 

 8:00am-8:00pm 

 

Others 

●Nara Emergency Medical Consultant(24hrs):  

Tel (via touchtone/cell phone):  #7119 

Tel: 0744-20-0119 

 

● Nara Medial Website: http://www.qq.pref.nara.jp/ 

 

 

 

きゅうじつ しんりょうじょ・でんわ そうだん 

ないか・しょうにか・しか 

● かつらぎちく きゅうじつ しんりょうじょ 

でんわ： ２２-７００３ 

ばしょ： やまとたかだし にしまち １-４５ 

（やまとたかだし ほけんセンター１Ｆ） 

あいている ひ： にちよう・さいじつ・12/29-1/3 

じかん： ８:３０-１１:３０, １３:００-１５:３０, １７:３０-２０:３０ 

（はいしゃ １５:３０まで） 

もちもの： ほけんしょう、 いりょうしょう、 しんさつりょう 

 

しょうにか 

● かしはらし きゅうじつ やかん おうきゅう しんりょうじょ 

でんわ： ０７４４－２２－９６８３ 

ばしょ： かしはらし うねびちょう ９－１ 

うけつけにちじ： まいにち（ごご１１：３０－ごぜん５：３０） 

しんりょうかもく： しょうにか 

もちもの： ほけんしょう、 いりょうしょう、 しんさつりょう 

 

 

 

 

こども きゅうきゅう でんわ 

ぷっしゅかいせん・けいたいでんわ から： #８０００ 

でんわ・IP でんわ： ０７４２-２０-８１１９ 

たいしょう： １５さい みまんの こども 

そうだんにちじ： 

げつようーきんよう： １８:００-８:００ 

どよう： １３:００-８:００ 

にちよう・しゅくじつ・１２/２９-１/３:   

ごぜん８:００-ごご８:００ 

 

そのた 

●ならけん きゅうきゅう あんしんセンター： 

ぷっしゅかいせん・けいたいでんわ から： #７１１９ 

でんわ：  ０７４４-２０-０１１９ 

 

●なら いりょう じょうほう ネット 

http://www.qq.pref.nara.jp/ 

 

 

http://www.qq.pref.nara.jp/
http://www.qq.pref.nara.jp/
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29th Coming of Age Day Ceremony in Kashiba 

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

▼Place: Kashiba Gymnasium  

▼Eligibility: Those who were born between April 2, 

1999  and  April 1, 2000. 

▼Contents:   

・Reception: 9:00 a.m. ～. 

・Ceremony: 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 

 

SNOW EXPERIENCE FAMILY Ｔour 

Date: 2/1 (Saturday) 

* Meet at 6:45a.m. in the south parking lot of 

  the City Hall 

* Return to the City Hall around 6:00p.m. 

Place: WoodypalYogo Akagoyama (260 Nakanogou  

Yogp-cyou ,Nagahama city, Shiga 

     Shiga pref.) 

Those eligible: Families including elementary school 

&junior high school studentsliving in Kashiba.    

* Group of only under 20year-old cannot join. 

Activities: Sleighing and making snow statues. 

* Skiing and snowboarding are not allowed. 

Available Seats: 80 people  

* If applicants are over 80, to be decided by lot. 

Fee: \1,200 for junior high school and up  

    \1,000 for elementary school 

    (Including entrance fee) 

* Please bring your own lunch. 

Application and Information: 

Apply to Seisyonen Center (add. as under) 

  with double post card by 1/2 (Thursday) 

writing all the participants names, address, 

their school name, grade, age, gender and phone 

number. 

(Can apply 1 family at the most by 1 post card.) 

* Due to a bad weather or no snow etc., suspending 

tour may be happened. 

だい２９かい せいじんしき 

▼ひにち：れいわ２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。 

▼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 

ファミリーツアー ゆき たいけん 

ひにち： ２がつ 1 たち（どようび） 

* しゅうごう：ごぜん ６じ４５ふんに しやくしょ みなみがわ 

        ちゅうしゃじょう 

* きちゃく： ごご ６じごろの よてい 

ところ： ウッディパルよご あかごやま （しがけん ながはまし 

よごちょう なかのごう２６０） 

たいしょう： かしばしに すんでいる しょうがくせい、 

        ちゅうがくせいを ふくむ かぞく 

* みせいねんしゃ だけの さんかは できません。 

ないよう： ソリあそびや せつぞう づくり 

* スキーや スノーボードは できません。 

ていいん： ８０めい 

* おうぼしゃが おおい ばあいは ちゅうせんです。 

ひよう： ちゅうがくせい いじょう \１，２００ 

しょうがくせい \１，０００ 

     （にゅうじょうりょうを ふくみます。） 

 * ちゅうしょくは かくじ もってきてください。 

 

もうしこみ/といあわせ： 

   せいしょうねんセンターへ おうふくはがきに さんかする 

   ひと ぜんいんの じゅうしょ、なまえ、ねんれい、がっこ 

   うめい、がくねん、せいべつ、でんわばんごうを かいて 

   １がつ２つか（もくようび）までに もうしこんで  

ください。   

（１まいの はがきにつき １かぞくまで） 

* あくてんこうや ゆきのない ばあい などは、ちゅうしする 

   ばあいが あります。 
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Seisyonen Center:  

〒639-0292 Honmachi 1397  ☎ 44-3339 

 

 

 

 

 

 

Baby Massage 

〇Date & Time : January 17(Fri),2020  

10:00am～11:30am 

〇Place :  

Welfare Center 2nd Floor, Health Promotion Office 

〇Participant : About 2-month-old～6-month-old 

babies and their parent or guardian who live in 

Kashiba city.   ※One time per a pair in principal. 

〇Capacity : 10pairs 

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

random selection. 

〇Event : Massage your baby gently with aroma oil, 

and enjoy communication with your baby. 

 You can also take a baby sling trial. 

〇How to apply : Please apply from below; 

e-KotoNara(https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/) 

〇Application Period :  

December 23(Mon)～January 6(Mon),2020 

〇Contact : Welfare Center 79-7522 

 

Life a and Environment 

How to put out Garbage such as Gas Cans. 

 

There are cases where cassette cylinders and spray 

cans are put outside the can collection date. 

The flammable gas contained in the can may ignite and 

cause damage to garbage trucks and garbage 

incineration facilities. Therefore, please follow the 

rules below and put out trash on “Can Day” 

① Use up all the gas inside or out side. 

② Drill holes out-doors without fire. 

③ Be sure to put out trash in Can Day in the area 

where you live. 

せいしょうねんセンター 

 〒６３９-０２９２ ほんまち１３９７  ☎４４-３３３９ 

 

 

 

 

 

 

ベビーマッサージ 

〇にちじ ： 2020 ねん 1 がつ 17 にち（きんようび）  

ごぜん 10：00～11：30 

〇ばしょ ： そうごうふくしセンター2かい けんこうぞうしんしつ 

〇たいしょう ： かしばしの ほごしゃと 2～6 かげつ  

くらいまでの にゅうじ 

※さんかは、げんそく 1 くみ 1 かいです。 

〇ていいん ： 10 くみ 

※もうしこみしゃ たすうのばあいは、ちゅうせん。 

〇ないよう ：  

オイルをつかって、あかちゃんを やさしく マッサージして、 

あかちゃんとの ふれあいを たのしみます。 

スリングのたいけんも できます。 

〇もうしこみ ： e ことなら 

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

〇もうしこみきかん ： 12 がつ 23 にち（げつようび）～ 

              2020 ねん 1 がつ 6 か（げつようび） 

〇といあわせ ： そうごうふくしセンター 79－7522 

 

 

せいかつ・かんきょう 

ガスかん などの ゴミの だしかた 

 

カセットボンベ や スプレーかんが カンの しゅうしゅうび 

いがいで だされて いる れいが みうけ られます。 

カンに ふくまれる かねんせい ガスに いんかし しゅうし

ゅうしゃ や ゴミしょうきゃくしせつ に ひがいを およぼす 

おそれが あるため、 つぎのルールを かならず まもり 

「カンのひ」に ゴミを だしてください。 

① なかみの ガスは すべて つかいきるか だしきる。 

② ひのけの ない おくがいで あなを あける。 

かならず すんでいる ちいきの「カンのひ」 に ゴミを 

だす。 
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▶Information:  Waste Collection Center 

 ☎77-4189 

         :  Kashiba/OjiEnvironmental Facility  

Association      ☎76-4883 

General Waste Disposal Fee will be revised from  

April 1, 2020. 

In order to optimize the burden on beneficiaries for 

garbage brought to the waste incineration 

site ”Minoen” ,the general waste disposal will be 

revised as follows. We ask for your understanding and 

cooperation 

○10ｋｇ Fee per 10ｋｇ 

 Commercial (present)      143yen 

         (after revision) 160yen 

Residential(present)         110yen 

      (after revision)    123yen 

※Residential  free up to 100kg. 

※Fees include consumption tax and local  

consumption tax. 

▶Information: Kashiba-Oji Environmental Facility  

Association  ☎76-4883 

 

Waste reduction and resource recycling 

In Kashiba City, we have been working on garbage 

reduction and resource recycling of resource garbage. 

The following initiatives will be newly started with the 

aim of further reducing the amount of garbage and an 

expanding the use of resources. 

① “Eamon kurutto market” (Tableware) 

～Creating a system that allows everyone to 

reuse things that can still be used.～ 

We will hold an event  “Eamon kurutto market” 

that will give you free reusable items that are 

no longer needed at home . 

This time, we will collect reusable tableware 

that is no longer needed at home as the 

“tableware” edition. 

The date and time of “Eamon kurutto market” 

will be announced in the public relations 

magazine and website s soon as it is 

determined. 

▶といあわせさき： しゅうしゅう センター  

☎ ７７-４１８９ 

           かしば・おうじ かんきょう  

しせつくみあい  ☎７６-４８８３ 

   ２０２０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。 

ゴミしょうきゃくじょう「みのえん」に もちこみされる ゴミにつ

いて、じゅえきしゃ ふたんの こうへいか をはかるため、いっ

ぱん はいきぶつ てすうりょうを つぎのとおり 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。 

 

○１０ｋｇ あたりの てすうりょう 

じぎょうけい （げんこう）       １４３えん 

(かいていご）      １６０えん 

かていけい （げんこう）      １１０えん 

             (かいていご）      １２３えん 

※かていけいは １００ｋｇまで むりょう 

※てすうりょう には しょうひぜい および ちほう 

   しょうひぜいがくが ふくまれます。 

▶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 

       ☎７６－４８８３ 

 

ゴミ げんりょう と しげんか の とりくみ 

かしばし では これまでの しげんゴミの リサイクルなど、「ゴ

ミのげんりょう と しげんか」の とりくみを おこなって まいり

ましたが、さらなる ゴミげんりょうの すいしんと、しげんかの 

かくじゅうを めざし、つぎの とりくみのを あらたに 

かいしします。 

① 「ええもん クルっと いち」（しょっき へん）の かいし。 

～まだ つかえる ものを みんなで リユースする 

 しくみ づくり～ 

  かていで ふようと なった さいしよう かのうな ものを、 

  ひつようと する かたに むりょうで さしあげる リユース

（さいりよう）イベント「ええもん クルっと いち」を かいさい 

します。  

 こんかいは、「しょくりょうへん」として、かていで ふように 

なった さいしよう かのうな しょっきるいを あつめて い

ますので ごきょうりょくを おねがい します。 

「ええもん クルっと いち」の かいさいび については、け

ってい しだい こうほうしと しのホームページで おしらせ 

します。 
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Target tableware] 

  Reusable bowls, dishes, cups (tea, coffee etc.) and 

other dishes(ceramic and glass) 

 ※What is no eligible 

・Tableware made of metal, plastic and melamine 

・Cracked or chipped pieces and broken  

・Uncleaned things(It’s Ok if you wash it cleanly) 

・Items with stickers.（OK if peeled off） 

・Tableware used for businesses 

 

[Collection place] 

    ●City Hall 1F   

●General Welfare Center 1F 

●Area exchange center 1F 

(You can bring it in during operation hours.) 

Please put the tableware in the collection box 

installed at each place. 

※If it is difficult to bring in, such as a large quantity, 

we will accept a pick-up consultation depending on 

the situation. 

※Tableware brought in may be used for other 

environmental awareness project.  Please be 

forewarned. 

[Collection period] 

      Until 31 January,2020(Fri.) 

② Adding small household appliances for 

recycling. 

In order to promote effective use of resources 

and environmental protection, we used 

Small home appliances from collection box. 

From December,2019 ,the following 8 items will 

be added to the previous 9 items. we would like 

further cooperation for this collection business. 

◆previous 9 items 

  △Cell phone .smart phone △Digital camera. 

△Small video camera△Digital voice recorder.  

△Potable audio player△Electric dictionary  

△USB memory・memory card  

△Portable game machine. 

△Accessories (power cord etc.) 

 

[たいしょうと なる しょっきるい] 

さいしよう かのうな ちゃわん、さら、ゆのみ、カップなどの し

ょっきるい（とうじき せい および ガラスせいの もの） 

※たいしょうと ならない もの 

・きんぞくせい、プラスチックせい および メラミンせい などの

しょっき 

・われたり かけたり しているものや しょっきの かけらなど 

・よごれて いるもの （きれいに あらえば OK） 

・シールが はって あるもの （はがせば OK） 

・じぎょうように しようされて いた しょっき. 

[かいしゅう ばしょ] 

●しやくしょ 1 かい 

●そうごうふくしセンター 1 かい 

●ちいき こうりゅうセンター 

（もちこみ できるのは かくしょ えいぎょうじかん のみ） 

 

かく かいしゅう ばしょに せっちする しょっき かいしゅう ボ

ックスにいれて ください。 

※りょうが ひじょうに おおいなど、もちこみが こんなんな ば

あいは、じょうきょうに おうじて そうだんを うけつけ ますの

で おといあわせ ください。 

※もちこまれる しょっきるい については 、ほかの かんきょ

う けいはつじぎょう などに かつよう する ばあいが ありま

す。 

あらかじめ ごりょうしょう ください。 

 

[かいしゅう きかん] 

  れいわ ２ねん 1 がつ ３１にちまで 

 

② こがた かでん リサイクル かいしゅう  

                ひんもくの ついか 

 しげんの ゆうこう りようや かんきょう ほごの そくしんの 

ため、かいしゅうボックスに よる しようずみ こがた かでん

の きょてん かいしゅうを おこなって います。 

２０１９ねん１２がつ より じゅうらいの ９ひんもくに くわえ、

つぎの ８ひんもくを ついか する ことに なりました。 

このことに より、おおくの こがた かでんが しげん として 

さいりよう する ことが できます。とう かいしゅう じぎょう 

への いっそうの ごきょうりょく を おねがい します・。 

 

◆じゅうらいの ９ひんもく 

 △けいたい でんわ・スマートフォン  

△デジタルカメラ 

△こがた ビデオカメラ △ＩＣレコーダー 

△けいたい オ－ディオプレーヤー 

△けいたい ゲーム機 

△USB メモリ－・メモリーカード △でんし じしょ 

△ふぞくひん （でんげん コードなど.） 
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◆Additional ８ items (from December) 

1.Tablet terminal  2.Laptop computer 

3.Modem ・ Wi-Fi router 4.Calculator 

5.Desktop game machine 6.Portable radio 

7.Electric organizer  8.Extension cord 

▶Information: City Hall Health and Medical  

             ☎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 

・    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   ☎ 79-7522 

・   One-parent family advice 

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

 Sougou Fukushi Center   ☎ 79-7522 

・   Child abuse advice   

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

 Sougou Fukushi Center  ☎ 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 

 

 

 

 

◆１２がつ から ついか となる ８ひんもく 

１．タブレットたんまつ ２．ノートパソコン 

３．モデム・Wi-Fi たんまつ  

４.でんたく    ５.たくじょう ゲームき 

６．けいたい ラジオ ７．でんし てちょう 

８．えんちょう コード 

 ▶といあわせさき： 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ぷん 

しやくしょ２かい、 せんちゃく ８めい  

  ✥もうしこみ： ☎４４－３３３３ 

・ ぎょうせい そうだん 

だい１（すいようび）・・・ごぜん９じ～ごご３じ 

そうごう ふくしセンター   ☎７６－７１０７  

・ じんけん そうだん 

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   ☎４４－３３１４ 

・ かてい じどう そうだん 

げつようび ～ きんようび 、そうごう ふくしセンター 

ごぜん８じ３０ぷん～ごご１７じ１５ふん ☎ 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１７じ１５ふん  ☎ 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１７じ１５ふん 

そうごう ふくしセンター   ☎ ７９－７５２２ 

・  ふとうこう でんわ そうだん  ☎４４－３３３４ 

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１７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１５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１５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 
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・ Wholesome Child care advice (10:00-11:30a.m.) 

 1st～4th (Monday)  Mitsuwa ☎７７－２１８４  

   1st～4th (Tuesday)  Wakaba ☎７７－２７５８ 

  1st～4th (Friday)   Goidou  ☎７７－２０２３ 

   1st～4th (Saturday)   Nijo  ☎７７－２９４４ 

                  Mamigaoka ☎７６－４７７７ 

   ✥Application ：Each nursery 

・    Tax advice   

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

    City Hall ,3nd floor、The first 6 arrivals 

✥Application: by telephone 

    ☎ 44-3310 

 

 

 

 

December１４（Sat.）・１５.（Sun.） 

 First Stage Presentation by the Rakugo Trainee 

from Futakami Katsura Kujaku Rakugo School 

◆Time: 2:00ｐ.ｍ.～ 

◆Place: Futakami Bunka Center 2F Japanese room. 

◆Fee: free 

 ＊Priority ticket : Please sign up the counter or 

telephone of Futakami Bunka Center   

 

December 15(Sun.) 

        Christmas in the Museum 

 

It is a project for children to enjoy, such as making a 

pinecone, stone art, and Christmas mapping. 

◆Time: 9:00a.m.～ 4：30ｐ.ｍ. 

◆Place: Nijousan Museum 

◆Fee: Adult 200yen  Child 100yen 

   (Separate material cost required) 

※Please contact Nijousan Museum for detailｓ.  

 

 

December21（Sat.） 

      Xmas Lobby Concert 

◆Time: 11:00a.m.～  

◆Place: Futakami Bunka Center 1F lobby 

◆Fee: Free 

A gift from Santa for children・・・ 

 

 

 

・  すこやか いくじ そうだん(ごぜん１０じ～１１じ３０ぷん) 

だい 1～だい４（げつようび） みつわ  ☎７７－２１８４ 

だい１～だい４（かようび）  わかば  ☎７７－２７５８ 

だい１～だい４（きんようび） ごいどう ☎７７－２０２３ 

だい１～だい４（どようび）   にじょう  ☎７７－２９４４ 

                     まみがおか  ☎７６－４７７７ 

✥といあわせさき：それぞれ の ほいくしょ 

・  ぜい そうだん 

だい３ （もくようび）・・・ ごご１３じ～１６じ 

しやくしょ２かい、 せんちゃく ６めい  

    ✥もうしこみ ☎４４－３３１０ 

 

 

 

 

１２がつ１４にち（どよう）・１５にち（にちよう） 

かつら くじゃくの ふたかみ らくごじゅく 

じゅこうせいに よる だいいっき はっぴょうかい 

◆じかん： ごご２じ～ 

◆ばしょ： ふたかみ ぶんかセンター ２かい わしつ 

◆りょうきん： むりょう 

※ せいりけん ひつよう：ふたかみ ぶんかセンタ－ 

まどぐち または でんわで おもうしこみ ください。 

１２がつ１５にち（にちようび） 

    はくぶつかん の クリスマス 

まつぽっくり の ミニツリーづくり、ストーンアート、クリスマ 

マッピングなど、 こどもたちに たのしんで もらえる 

きかく です。 

◆じかん：ごぜん９じ～ ごご４じ３０ぷん 

◆ばしょ： にじょうさん はくぶつかん 

◆りょうきん： おとな ２００えん、こども １００えん 

         （べっと ざいりょうひ がひいつよう） 

※しょうさいは にじょうさん はくぶつかんに！ 

 

１２がつ２１にち（どようび） 

     クリスマス ロビー コンサート 

◆じかん：ごぜん１１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 

らいかんの おこさま には サンタより プレゼント・・・ 

 

 

 

Futakami Bunka Center 

ふたかみ ぶんか センター 
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What kind of character do you represent in 
the first Year of Reiwa 
 

Applicants for selected Kanji will be given a small gift 

and will be displayed in the lobby of Futakami Bunka 

Center. 

◆How to apply : Apply at the counter of Futakami 

Bunka Center or Fax.  

◆Application  Deadline:  

By 5:00p.m. December13(Fri.)  

◆Fax Number:   77-1601 

 

☆More :Information: 

    Futakami Bunka Center   Tel 77-1000 

    Nijousan Museum      Tel 77-1700 

 

 Storytelling for children                               
 
① 12/24 (Saturday)   

  ✿3：00-3：40p.m (For children aged 3-years and up) 

  Place: the storytelling room at the library 
 
Reading for 0・1 year-olds 
◆ 12/20 (Friday) 

 ✿10：30-10：50 a.m.              

 ✿11：00-11：20 a.m. 

 

  Place: the storytelling room at the library 
※ 
Recitation for adults 
 
◆ 1/10 (Friday)  

 ✿10：00a.m.～11：00 a.m.   

  

  Place：Meeting room 

 
Storytelling for adults 
 
◆ 12/17 (Friday)  

 ✿10：00a.m.～11：00 a.m.   

  Place：Meeting room 

 

Communication (reading ) 

 
◆ 12/21 (Friday)  

 ✿14：00p.m.～15：30 a.m.   

 ✿Theme: Looking back on 2019 

 ✿Capacity: 10 people 

  Place：Meeting room 

 

れいわ がんねんを どんな いちじ で  

あらわし ますか？  

 

せんこう された かんじの おうぼしゃ には そしな 

を しんていし、 ふたかみ ぶんかセンターの ロビー 

に けいじ します。 

◆おうぼ ほうほう： ふたかみ ぶんかセンターの まど 

ぐちまたは Fax でおうぼ ください。 

◆おうぼ きげん： １２がつ１３にち（きんようび） 

            ごご５じまで 

◆Fax ばんごう： ７７-１６０１ 

 

☆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 

 

としょかん おはなし かい   

 

① １２がつ２４か、１がつ１１にち （どようび） 

✿ごご３じ～ ３じ４０ぷん （３さい いじょう） 

   ばしょ：おはなししつ 

              

よちよち  たいむ（ ０ ・１さい） 

 

 ◆ １２がつ２０か （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 

※１がつ４か の えほんたいむ は やすみ 

おとなの ための ろうどくかい 

 

◆ １がつ１０か （きんようび） 

✿ ごぜん１０じ～１１じ 

 ばしょ：かいぎしつ 

 

おとな の おはなしかい 

 

◆ １２がつ１７にち （かようび） 

✿ ごぜん１０じ３０ぷん～１１じ３０ぷん 

 

 ばしょ：おはなししつ 

 

コミニュケーション （どくしょかい） 

 

◆ １２がつ２１にち （きんようび） 

✿ ごご１４じ～１５じ３０ぷん 

✿ テーマ：２０１９ねん を ふりかえる 

✿ ていいん：１０めい 

 ばしょ：かいぎしつ 
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About the Public Health Center  

✤Application：at Public Health Center ☎ 77-3965 

Blood Donation 

   ①Jan.７(Tuesday)  

9:30am-10:45am 

    ②Jan.24（Friday）

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

 ・Place: City Halll 

    ・Those eligible: people aged 16 to 69 

    ・What to Bring: Blood donor card,  

     form of identification (such as driver’s license) 

    ・ If you are over 65, you must have donated 

between the ages of 60-64 

    ・Application : Please check in on the day 

Let's  enjoy  stretching 

  ①Jan.10 (Friday)・・・10:00am-11:00am. 

 Aerobic stretching to the music in fast tempo  

②Jan.22 (Wednesday)・・10:00am-11:00am 

Stretching using on the floor 

・ Place : the public health center  

  ・20 years and over 20people per day 

    ・Please bring water and a towel 

 ・Application :  by telephone 

・Please participate with Sportswear and shoes. 

Tooth brushing Class 

    ・Jan. 27（Monday） at the Health Center 

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

Tooth brushing lesson by dental hygienist 

for children aged under  2 years old and 

their parents (Limit 10 pairs) 

・What to bring : Maternity and child health 

handbook, writing materials,  

cup, towel, toothbrush are needed) 

・Application: by telephone   

Cooking Class 

・Jan. 29 (Wednesday)   

   Easy! Healthy! Italian 

・Time : 9:30am-12:00pm 

・Fee: 500yen 

・Limit : 25 people 

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

writing utensils  

   ・Application ：   by telephone until Jan. 20

（Monday） 

 

 

 

 

 

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  

     ①１/７（かようび） ごぜん９：３０～１０：４５ 

     ②１/２４（きんようび） ごぜん１０：００～１２：００ 

                   ごご１：００～４：００ 

    ・ばしょ： しやくしょ 

    ・もちもの： けんけつカード、  

ほんにんかくにん ができるもの（めんきょしょう） 

    ・６５さい いじょうの かたは ６０さい～６４さい の 

あいだ に けんけつ の けいけん が ひつよう 

です 

     ・とうじつ うけつけ します 

 ストレッチをたのしもう  

①１/１０ （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 

   ②１/２２（すいようび）・・・ごぜん１０じ～１１じ 

         ゆか の うえで ストレッチ 

 ・ほけんセンターで 

 ・２０さい いじょう 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 

・たいそう が できる ふく と くつ で きてください 

はみがき きょううしつ 

   ・ １/２７（げつようび） ほけんセンターで 

       ごぜん１０：００～１０：３０、 

ごぜん１０：４５～１１：４５ 

・ ２さい の こども と その ほごしゃ １０くみ 

   ・ないよう： ブラッシング しどう と フッソ をぬる 

   ・もちもの： ぼしてちょう、ひっきようぐ  

コップ、タオル、はぶらし  

 

クッキング 

   ・１／２９ （すいようび）  ごぜん９：００－１２：００ 

    ・かんたん！ヘルシー！イタリアン 

・ていいん：２５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 

   ・１/２０（げつようび）までに でんわ で もうしこんでく だ

さい 
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Mahoroba Walking Part 3 

Places related to Sumo in Kashiba & Katsuragi 

〇Walking Course 

Start : Kintetsu Osaka Line, Nijo station 

              ⇩ 

   Osaka Yamaguchi Shrine(Anamushi)  

            ⇩ 

Cityscape of Anamushi 

                ⇩  

Ohnomatsu Tamejiro’s gravestone 

             ⇩ 

Katsturagi city road Michino-eki Futakami Park Taima 

           “Taima no Ie” 

                ⇩ 

           Sekkou Temple 

            ⇩ 

Taima Temple 

⇩ 

Goal : Sumo Kan “Kehayaza” 

○Date & Time ： January 18(Sat), 2020 

9:30a.m.-10:30a.m. (Reception hours)  

〇Fee : free 

〇What to bring : lunch meal(Bento), drinks, rain wear 

〇How to Apply : Write following ①～⑥, and send by 

E-mail or Fax. 

①Name②Address③Age④Gender⑤Phone Number 

⑥“Yamato Mahoroba Walking Sanka Kibou” 

〇Due Date : January 17(Fri), 2020  

〇Contact : Yamato Mahoroba Sumo Renraku 

Kyougikai Office 

TEL; 44-3312    FAX; 78-3830 

E-Mail; syoukou@city.kashiba.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まほろば ウォーク だい３だん 

すもう ゆかりのち かしば・かつらぎ 

○コース 

 スタート ： きんてつ おおさかせん にじょう えき 

              ⇩ 

        おおさか やまぐち じんじゃ 

              ⇩ 

        あなむしの まちなみ 

              ⇩ 

      おおのまつ ためじろう の ぼひ 

              ⇩ 

  かつらぎし みちのえき ふたかみパーク たいま 

          「たいまの いえ」 

              ⇩ 

            せっこうじ 

              ⇩ 

            たいまでら 

              ⇩ 

      ゴール ： すもうかん 「けはやざ」 

〇にちじ : 1 がつ 18 にち (どようび)  

       ごぜん 9じ 30ふん～ごぜん 10じ 30ふん（うけつけ） 

〇さんかひ : むりょう 

○もちもの : ちゅうしょく（べんとう）、のみもの、あまぐ 

〇もうしこみほうほう ： ①～⑥を きにゅうし、メールか FAX

で おくってください。 

①なまえ ②じゅうしょ ③ねんれい ④せいべつ ⑤でんわ 

⑥「やまと まほろば ウォーキング さんかきぼう」 

〇もうしこみきげん ： 2020 ねん 1 がつ 17 にち 

〇もうしこみ・れんらくさき ：  

やまと まほろば すもう れんらく きょうぎかい 

     TEL; 44－3312  FAX； 78－3830 

E-Mail； syoukou@city.kashiba.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


