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ＫＡＳＨＩＢＡ ＣＩＴＹ ＭＯＮＴＨＬＹ 

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

かしばし こんげつの おしらせ 

September 2020 

9がつ 

Translated by Global Kashiba 

グローバル かしば ほんやく

 

Family Tennis Day 

Date:   10/4 (Sunday)  

Time:  10:00a.m. - 3:00p.m.   

* In case of rain, to be suspended. 

Place: Takatｓuka Tennis Court (6-11 Mamigaoka) 

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: Racket, Tennis shoes, Cap, Drink,  

            Lunch, etc.   

Application:  Please come to Takatｓuka  

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

* On that day please be sure to take your  

temperature at home and confirm that your 

temperature is normal and you are not sick.  

And please come wearing a mask. 

* It may be suspended depending on the situation of 

Covid-19 infection. 

In that case, we will inform you on Kashiba City 

Sports Center, General Gymnasium website. 

Application &Information: 

  ・Kashibashi Taiiku Kyoukai 

 (City Sports Center, General Gymnasium) 

         ☎ 76-9511 

 

 

 

ファミリー テニス デー 

ひにち：   １０がつ４か（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 （まみがおか６－１１） 

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： ラケット、テニスシューズ、ぼうし、のみもの、 

             ちゅうしょく、など 

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。 

＊とうじつは、じたくで かならず けんおんを して  

へいねつで たいちょうふりょうが ないかを  

かくにんしてください。 

そして マスクを つけて きてください。 

＊しんがた コロナウィルス かんせんしょうの じょうきょうに 

よっては ちゅうしの かのうせいが あります。 

そのばあいは、かしばし そうごうたいいくかん  

ホームページで しらせます。 

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 
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Baby Massage 

 

Date and Time  October16th (Fri.)  

10:00am-11:30am 

*Accepting starts 10 minutes before 

 

Place Japanese-style room in 2F of the Central 

Community Center  

     *The location has been changed  

Those Eligible Babies from 2 to 6 months old with 

Parents of city living 

Limit 6 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   

Sep. 24th (Thu.)-Oct.5th (Mon.) 

Information  Sogo Fukushi Center  

☎0745-79-7522  

 

 

 

 

 

 

 

Let’s think about how to keep a dog 

♦Contact : Citizen’s Health Section 

  44－3306 

Request to the owners:  

If you keep a pet by the wrong way, it may cause  

any troubles in your neighborhood. We ask that 

owners keep their dogs responsibility so that they 

will not be fallen into an unhappy position.  

●Let’s stop free-ranging of your dogs 

  If the dog is free-ranging, even if the owner thinks 

it’s okay, the dog may give others a fear or have any 

accidents. Let’s attach a tow rope to the dog even 

when taking for a walk.  

●Let’s be sure to clean up the dung and urine   

  Please make sure to take the dung home with you 

during the walk. In the consultation regarding the dung, 

ベビー マッサージ  

 

にちじ １０がつ１６にち（きんようび）  

ごぜん１０：００～１１：３０ 

＊うけつけ は １０ふん まえ 

 

ばしょ ちゅうおう こうみんかん ２かい わしつ 

＊ばしょ が かわっています 

たいしょう しないに すんでいる ２～６かげつ 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 ６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   

９がつ２４にち（もくようび） 

～１０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  

☎０７４５−７９－７５２２  

 

 

 

 

 

 

かんがえよう いぬの かいかた 

♦といあわせ ：しやくしょしみんえいせいか 

 ４４-３３０６  

かいぬしのかたへ おねがい 

ペットは、かいかたを まちがえると、きんじょと トラブルのげ

んいんに なることがあります。 あいけんが ふこうなたちば

にならないように、かいぬしが せきにんをもって しいくを し

てください。 

●いぬの はなしがいは やめましょう 

いぬが はなされていると、かいぬしが、だいじょうぶだと おも

っていても、たにんに きょうふを あたえたり、じこにあう おそ

れが あります。 さんぽのときも ふくめて、ひきつなを  

つけましょう。 

●ふんやにょうの あとしまつは かならず しましょう 

 さんぽちゅうのふんは かいぬしが かならず もちかえってく

ださい。 ふんに かんする そんだん のなかには、ほうち   

 

https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/
https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/
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it is said that the dung not only is left alone, but the 

bag which collected the dung is thrown away. 

Let’s be sure to clean up, if your dog has polluted 

public places or other people’s premises with dung or 

urine.   

●Let’s stop bothering someone with your dog’s 

crying 

  Dogs sometimes bark due to vigilance and anxiety. 

Also, when the owner disappears, he sometimes 

continues to bark. So, please be careful when you are 

away. 

●Let’s make necessary notifications and procedures 

such as dog registration procedures  

 According to the Rabies Prevention Law, those who 

have become dog owners must do the necessary 

procedures such as dog registration. Let’s make 

notifications and procedures as necessary.  

●Let’s make sure to give a dog the Rabies 

Vaccination every year. 

Under the Rabies Prevention Law, the owner of dog 

of 91 days and older after birth must give him the 

Rabies Vaccination every year. Let’s make sure to 

give a dog a vaccination.  

●Let’s give a dog the Rabies Vaccination in 

Reiwa 2nd year by DEC. 31. 

This year, in order to prevent the spread of Covid-19 

infection, the collective Rabies Vaccination in May was 

canceled and we apologize for the inconvenience of 

citizens who were scheduled to receive the vaccination.  

Originally, Rabies Vaccination is supposed to give every 

year from APR. 1 to JUN. 30 based on the Rabies 

Prevention Law, but this year, based on the outbreak of 

Covid-19 infection, a notification “which was stated 

admitting that if an owner gives a dog a vaccination by 

DEC. 31, the dog has received the vaccination during the 

first period” was issued from the Ministry of Health, 

Labor and Welfare  

 

 For those who have not received vaccinations yet, 

let’s give their dogs the vaccinations at each 

だけではなく、かいしゅうした ふくろを とうきするなどの ない

ようも よせられています。 もし、あいけんが、ふん や にょう

などで こうきょうのばや たにんのしきちを よごしたばあいは、

かならず あとしまつを しましょう。 

 

●なきごえで めいわくを かけないように しましょう 

  

 いぬは、けいかいや ふあんなどで ほえることが あります。

また、かいぬしの すがたが みえなくなると ふあんに なり 

ほえ つづけることが あります。 るすに しているときの 

ようすも きを つけてください。 

●いぬの とうろくてつづきなど、ひつような とどけで や  

てつづきを しましょう  

 きょうけんびょうよぼうほう により、いぬのかいぬしに    

なったら いぬの とうろくなど、ひつような てつづきを     

しなければなりません。 ひつように おうじて とどけでや  

てつづきを しましょう   

●きょうけんびょうの よぼうちゅうしゃは まいとし かならず 

うけさせましょう 

 きょうけんびょうよぼうほうにより、せいご９１にち いじょうの 

いぬの かいぬしは、まいとし、きょけんびょうの  

よぼうちゅうしゃを うけさせなければ なりません。 かならず 

よぼうちゅうしゃを うけさせましょう。 

●れいわ 2 ねんど きょうけんびょう よぼうちゅうしゃは  

１２がつ３１にち までに うけさせましょう 

こんねんどは しんがた コロナウイルス かんせんしょう 

かくだいぼうしのため、５がつの きょうけんびょう よぼう   

しゅうごう ちゅうしゃが ちゅうしに なり、 よぼうちゅうしゃを    

よていされていた しみんの みなさまには ごめいわくを   

おかけしました。  

ほんらい、きょうけんびょう よぼうちゅうしゃは、 きょうけん

びょうよぼうほうに もどづき まいとし ４がつ１にち から    

６がつ３０にち までの きかんに うけさせること と されてい

ますが、 しんがた コロナウィルス かせんしょうの  はっせ

いを ふまえ、 こんねんどは “１２がつ３１にちまでに よぼう

ちゅうしゃを うけさせたときは とうがいきかんに よぼうちゅう

しゃを うけさせたものとする” むねの こうせいろうどうしょう

の つうちが はっしゅつ されました。 

まだ よぼうちゅうしゃを うけさせていないかたは、かく   

どうぶつびょういんの しんがた コロナウィルス かんせん    
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veterinary hospital by DEC. 31 according to the 

Corona-19 infection preventive measures of each 

veterinary hospital.  

Question 

 If I have a dog, when do I need to submit a 

notification? 

Answer 

Base on 『the Rabies Prevention Law』, the 

notification is required in the following case, so 

please follow the procedures at the Citizen’s Health 

Section. 

■When you started to keep a dog (more than 91 

days after birth). 

■When the dog has died. 

■When the name and address of the owner has 

been changed. 

■When the owner has changed.   

■When the dog location has changed. (If you are 

moving out of Kashibashi, please notify the 

municipality of the transfer destination.)  

 

 

 

 

 

 

 

★About disposal method of home applianceｓ 

recycling items 

 

Refrigerators, freezers, air-conditioners,  

televisions, washing machines and cloth driers are 

required to be recycled according to the Home 

Appliance Recycling Law. 

Since Kashiba city does not collect them, dispose 

them according to the following ① to ③. 

① Ask either the shop you bought the item at, where 

you will buy the new one at, to collect it. 

② Call the telephone request center. 

ようびぼうし たいさくに したがいながら、１２がつ３１にちまで

に かく どうぶつびょういんにて よぼうちゅうしゃを うけさせ

ましょう。 

しつもん 

いぬを かっていて とどけでが ひつようになる ばあいって、

どういうとき？ 

こたえ 

『きょうけんびょう よぼうほう』 に もとづき、つぎの    

ばあいに ととけでが ひつように なりますので、 しみん  

えいせいかで てつづきを おねがいします。 

 

■いぬを かい はじめたとき （せいご ９１にち いじょう） 

 

■いぬが しぼうした とき 

■かいぬしのが しめい・じゅうしょが かわったとき 

 

■かいぬしが かわった とき 

■いぬの しょざいちが かわった とき （ほんしから 

てんしゅつのばあいは、てんしゅつさきの じちたいへ  

とどけで してください。） 

 

 

 

                                            

 

  

 

★かでん リサイクル ひんもく の  

しょぶん ほうほう について 

             

れいぞうこ、れいとうこ、エアコンディショナ-、テレビ、せんたく

き、いるい かんそうき はかでん リサイクルほう により、 

リサイクルが ぎむ づけられて います。 

かしばし では しゅうしゅう できません ので ①～③ 

 の いずれか のほうほう で しょぶん して ください。 

 

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 リクエストセンターに ひきとり の もうしこみ。 

 

 

 



- 5 - 

 

You can ask the Telephone Request Center 

（☎77-1199）to connect with Kaden Recycle 

Kyokai to dispose the items.  However，

collection and transport charge are necessary 

in addition to the recycle fee. 

③ Bring the items by yourself to one of the following 

designated places . Make sure the maker and the 

size, and purchase Recycle Tickets at post office 

in advance.  

【Designated Place】 

・ Sagawa, Gose branch 

Tel. 0745-66-2011 

・ Makoto Unyu 

 Tel. 0745-58-3277 

・Nara Senko Co., Ltd 

 Tel 0743-56-2329 

※For detail, please check in advance by 

telephone at designated transaction site. 

 

★September 30th is the day of harmful 

garbage. 

Put “fluorescent lamp・bulb” and “dry cell” in 

separate bags. 

※Please do not put the tape directly on the 

fluorescent light. 

{ Request  from request center } 

Due to the crowd of applications, the 

collection  date may be announced three 

weeks after the application date. 

Please cooperate after applying to some 

extent. 

Information:  Collection center  

Tel 77-4189 

 

 

 

 

 

 

 

 

でんわ リクエストセンター から（☎７７-１１９９） かで

ん リサイクル きょうかい に とりつぎ ます。 

しかし、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 してい ひきとり 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 ごせ えいぎょうしょ 

 Ｔｅｌ ０７４５-６６－２０１１ 

・まこと うんゆ 

 Ｔｅｌ ０７４５-５８-３２７７ 

・なら センコー（かぶ） 

 Ｔｅｌ０７４３-５６-２３２９ 

※くわしくは じぜんに してい とりひき ばしょに 

  でんわ で かくにん してください。 

 

★９がつ３０にち は ゆうがい ゴミの ひ です。 

 

「けいこうとう・でんきゅう」 と 「かんでんち」 を べつべつの 

ふくろに いれて ください。 

※けいこうとう には ちょくせつ ガムテープを はらないで 

 ください。 

｛リクエストセンター からの おねがい｝ 

もうしこみが こみあって いるため 、しゅうしゅうびの あん 

ないが もしこみび から ３しゅうかんご になる ばあいが 

あります。   あるていど まとめて からの もうしこみに  

ごきょうりょく を おねがい します。  

 

といあわせさき： しゅうしゅうセンター  

Ｔｅｌ ７７-４１８９ 
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How to separate garbage. 

★What to put out on “the day of combustible 

Garbage” 

○fireworks→Be sure to soak in water 

           (Similar to unused fireworks) 

○Disposal lighter・ Chakaman→ Use up the 

           contents and soak in water 

○Futon, Blanket→Fold up into about 1 square 

meter, or roll up and bind with a string. 

○Carpet, rug →Cut into 1 square meter and bind 

them with a string. 

○Bamboo screen→cut to a length of up to 1m and   

tie it with a string. 

★What to put out on “ Magazine・Catalog day” 

○Textbooks・Dictionaries ・Magazines →Tie them 

in a cross with a string 

★What to put out on “the day of Can ” 

○Cans sized up to 18 liters (Cans for drinks, 

candies and paint etc.)→empty the contents. 

○Spray can and gas cylinder can etc. 

 →Use up and make a hole. 

※Please apply for the pottery, glass tableware, 

  Flower pot, flower vase at the Request Center 

  Tel 77-1199) 

Information: : 

About Self-introduction →Civil Hygiene Section 

              Tel44-3306 

About Waste→Collection Center 

              Tel 77-4189 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴミ の ぶんべつ ほうほう 

★「もえる ゴミのひ」 に だすもの 

 

○はなび →かならず みずに ひたす。 

（みしよう の はなび も どうよう） 

○つかすて ライター・チャッカマン→ 

        なかみを つかいきり みずに ひたす。 

○ふとん→ １ｍ しほう に おりたたむか、まいて から 

         ひもで しばる。 

○じゅうたん・カーペット・ラグ→１ｍ しほう に きり、 

         ひもで しばる。 

○すだれ → １ｍ までの ながさに きり、 

          ひもで しばる。 

★「ざっし・カタログのひ」 にだすもの 

○きょうかしょ.・じしょ・ざっし→ ひもで じゅうじに 

           しばる。 

★「かんの ひ」 に だすもの 

○１と かん までの おおきさの かん（いんりょう・おかし 

          ・とりょうの かん） →なかみを からに する。           

○スプレー かん・カセットボンベイ かん → つかいきって、 

           あなを あける。 

※とうき・ガラスの しょっき・うえきばち・ かびん 

  については リクエストセンター（Ｔｅｌ ７７-１１９９）に 

  もうしこみ ください。  

 といあわせさき： 

じこ はんにゅう について→しみん えいせいか 

                     Ｔｅｌ ４４－３３０６ 

ゴミに ついて→しゅうしゅうセンター 

                     Ｔｅｌ ７７－４１８９ 
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Consultation corner 
・  Legal advice 

     2 nd・4th (Wednesday) 100p.m.-16:50p.m. 

  Telephone consultation ・・・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.-15:00p.m. 

     Sougou Fukushi Center ☎44-3314 

・   Children’s problems  

 Monday to Friday・・・9:00a.m.-17:00p.m. 

 Sougou Fukushi Center   ☎ 79-7522 

・   One-parent family advice 

 Monday to Friday・・・9:00a.m.-17:00p.m. 

 Sougou Fukushi Center   ☎ 79-7522 

・   Child abuse advice   

   Monday to Friday ・・・9:00a.m.-17:00p.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 

・  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 

 

 

 

 

 

 

そうだん コーナー 

・ ほうりつ そうだん  

だい２・４（すいようび）・・・ごご１じ３０ぷん～４じ５０ぷん 

でんわそうだん・・・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９じ～ごご５じ ☎ 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９じ～ごご５じ ☎ 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５じ 

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 ☎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 
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   Storytelling for children （from 3years)                              

 

◆9/26 (Saturday)  

 ・3:00p.m.-3:30p.m. 

    ・The first 10 arrivals 

 

   Reading for 0・2 year-olds ・Parent and child 

 

◆9/25 (Friday)  

 ①10:30a.m.-10:50a.m. 

 ②11:00a.m.-11:20a.m. 

    ・The first 5arrivals 

 

    Recitation for adults 

 

◆9/24 (Thursday)  

 ・10:30a.m.-11:00a.m. 

・The first 9 arrivals 

 

 
 

    
 

Library information 

 

 

 ◆Opening hours 

 ・Friday and Saturday (excluding holidays) 

  9:30a.m.-19:00p.m. 

 ・Tuesday-Thursday・Sunday・Holiday 
  9:30a.m.-17:00p.m. 

  ※For lending and returning DVD,CD etc.  

   to the library 

 

 ◆Closed days in July and August 

   ・9/7・14・23・28 

   ・10/1・5・12・19・26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

としょかん おはなし かい （３さい から）  

 

◆９がつ２６にち（どようび） 

 ・ごご３じ～３じ３０ぷん 

 ・せんちゃく１０めい 

 

えほん たいむ （０～２さいじ・おやこ） 

  

◆９がつ２５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 

  ・せんちゃく ５めい 

 

おとなの ための ろうどくかい 

 

◆９がつ２４にち（もくうようび） 

 ・ごぜん１０じ３０ぷん～１１じ 

 ・せんちゃく９めい 

 

 

 

 

としょかん じょうほう 

 

◆かいかん じかん 

・きんようび・どようび（しゅくじつを のぞく） 

 ごぜん９じ３０ぷん～ごご７じ 

・かようび～もくようび・にちようび・しゅくじつ 

 ごぜん９じ３０ぷん～ごご５じ 

※DVD,CD などのかしだし、へんんきゃく は としょしつ 

 

◆９がつ・１０がつの きゅうかんび 

 ・９がつ７か・１４か・２３にち・２８にち 

 ・１０がつ１たち・５か・１２にち・１９にち・２６にち 
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Petit Senryu tournament will be held. 

What do you notice in this “ Stay home” life, what 

comes to tour mind during this time, and why don’t you 

make Senryu to blow away Corona’ evil? 

Application details: Senryu with a new sensation that 

snarls the modern day and makes you laugh. 

How to Apply: Please be sure to specify your address, 

name, and phone number on the application form, and 

submit it at the counter of Futakami Bunka Center or 

fax(0745-77-1601) 

※The application form can be to be distributed at 

Futakami Bunka Center or downloaded from website 

Application period: Until September 30(Wed.),5:00p.m. 

Announcement: Judges including experts will select 

the excellent works from the submitted works and 

clean the product. 

 

Ｏｃｔｏｂｅｒ 15（Ｔｕｒ.） 

Friend’s Association of Nijousan Museum 

“Futakami Club” History Walk 

Time: 9:30am. Meeting   ※Canceled if an alarm 

is issued at 8:30a.m. 

Meeting Place: Kintetsu Hirahata Station 

Contents:  Experiencing a castle in Middle age( 

 important cultural Property Nakake House).  

“A course that walks about 7km including the Taishi road” 

Instructor : Mr. Norio Nakajima  

{Ando-chou  volunteer guide} 

Fee.  1,000yen ※Futakami club member: 500yen. 

 ※The cost includes 500yen for Nakake housing 

   maintenance. 

What to bring: Lunch, drink 

How to Apply: Please be sure to specify your address, 

name, and phone number on the application form, and 

submit it at the counter of Futakami Bunka Center or 

fax(0745-77-1601) 

※The application form can be to be distributed at 

Futakami Bunka Center or downloaded from website. 

 

 

 

プチ せんりゅう たいかいを かいさい します。 

こんかいの 「ステイ・ホーム」の せいかつで きづいたこと、こ

のじきに あたまに うかぶこと、コロナかを ふきとばすような

せんりゅうにしてみませんか？ 

ぼしゅうないよう：げんだいを ふうしした、クスリと わらえる 

あたらしい かんかくの せんりゅう 

おうぼほうほう：おうぼようしに じゅうしょ、しめい、でんわばん

ごうを かならず めいきし、ふたかみ ぶんかセンターの 

うけつけ まどぐち または FAX（０７４５－７７-１６０１）で 

ていしゅつ して ください。 

※おうぼようしは ふたかみ ぶんかセンター まどぐちではい

ふ または ホームページからダウンロード できます。 

おうぼきかん：９がつ３０にち（すいようび） ごご５：００まで 

はっぴょう：おうぼ さくひんの なかから ゆうしきしゃをふくむ 

しんさいんが ゆうしゅうさくひん を せんしゅつし、 そしなを 

しんてい します。 

 

１０がつ １５にち（もくようび） 

 にじょうさん はくぶつかん とものかい 

ふたかみ くらぶ れきし さんぽ 

じかん：ごぜん９じ３０ぷん しゅごう ※ごぜん８じ３０ぷん 

げんざいで けいほうが はつれい されいるときは ちゅうし 

しゅうごうばしょ：きんてつ ひらはたえき 

ないよう：じゅうようぶんかざい なかけ じゅうたく ゆうせのや

かたしろ を たいかん 

（たいしみち など ７ｋｍを あるく コース） 

こうし：なかじま のりお し 

（あんどちょう ボランティア・ガイド） 

ひよう：※ふたかみクラブ かいいんは ５００えん 

※ひようには なかけ じゅうたく いじかんり きょうりょくきん 

  が ふくまれ ます。 

じさんぶつ： ちゅうしょく・のみもの 

もうしこみほうほう：おうぼようしに じゅうしょ、しめい、でんわ

ばんごうを かならず めいきし、にじょうさん はくぶつかん 

うけつけ まどぐち または FAX（０７４５－７７-１６０１）で 

もうしこみ して ください。 

※おうぼようしは にじょうさん はくぶつかん まどぐちではい

ふ または ホームページからダウンロード できます。 

News of Futakami Bunka Center 

ふたかみ ぶんか センター のおしらせ 
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About the Public Health Center  

✤Application：at Public Health Center  

☎ 0745-77-3965 

Mental health counseling 

    ・Date and Time: 10/4 (Sunday)  

① 9:00am ②10:45am  

・Place: the Health Center 

    ・Limit : 2 people each time 

    ・Those eligible : People who is city living and 

can’t come on weekday 

    ・Counseling time: 90minutes par person 

   ・Fee : 2,000yen  

 ・Appointment : by telephone to 0745-43-5586 

Let's  enjoy  stretching 

 ・Date and Time:  

 ①10/9 (Fri.) 10:00am 

     Aerobic stretching to the music in fast tempo  

②10/23 (Fri.) 2:00pm 

Stretching using chair 

・ Place: the Health Center  

  ・Those eligible : People who are 20 years old and 

above 

・Limit : 12 people each time 

    ・What to bring: water and towel 

 ・Application :  by telephone from 9/15(Tue.) 

・Please wear comfortable clothes and shoes. 

 

Fitness Test 

   ・Date and Time: 10/14(Wed.)  

①9:50am ②10:50am    

・ Place: the Health Center  

    ・Those eligible: People between ages 20 and 74 

    ・Limit: 10 people each time 

    ・Application: by telephone at any time 

      (Ether ① or ②) 

    ・What to bring: towel and water,  

Please wear comfortable clothes and shoes. 

 

Health gymnastics class  

     ・Date and Time: 10/19 (Mon) 

①9:50am ②10:50am 

   ・ Place: the Health Center  

     ・ Please bring：water and towel 

・Application: by telephone from 9/15(Tue.) 

    (Ether ① or ②) 

 

 

 

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  ☎ 0745-77-3965 

 こころ の そうだん 

   ・にちじ：１０/４（にちようび）  

① ごぜん９：００（ふたり） 

② ごぜん１０：４５（ふたり） 

   ・ばしょ： ほけんセンター 

   ・たいしょう： へいじつ くること が できる かた 

   ・そうだん じかん：ひとり ９０ふん 

・りょうきん： ２０００えん 

    ・でんわ で もうしこんでください  

☎︎０７４５−４３－５５８６ 

 

ストレッチをたのしもう  

・にちじ 

①１０/９ （きんようび）・・・ごぜん１０：００ 

      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 

   ②１０/２３（きんようび）・・・ごご２：００ 

         いす を つかって ストレッチ 

 ・ばしょ： ほけんセンター 

 ・たいしょう： ２０さい いじょう の かた 

・ていいん： いちにち１２めい 

    ・もってくるもの：タオル、のみもの 

・もうしこみ： でんわ で もうしこんで ください 

    ９/１５（かようび）から 

・たいそう が できる ふく と くつ で きてください  

 

たいりょくそくてい 

    ・にちじ：１０/１４（すいようび）  

①ごぜん９：５０  ②ごぜん１０：５０ 

    ・ばしょ： ほけんセンター 

    ・たいしょう： ２０さい から ７４さい まで のかた 

    ・ていいん： いちにち１０めい    

    ・もうしこみ： でんわ で もうしこんでください 

             （①か②のどちらか のみ） 

    ・もってくるもの： タオル、のみもの 

     うごきやすい ふくと はきなれた くつで きてください 

  

けんこう たいそう きょうしつ 

 ・にちじ： １０/１９（げつようび）   

①ごぜん９：５０ ②ごぜん１０：５０ 

 ・ばしょ： ほけんセンター 

  ・もつてくるもの：のみもの、タオル 

   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： でんわ で もうしこんで ください 

    ９/１５（かようび）から （①か②の どちらかのみ） 
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Baby Food Class 

  *This class has restarted as annual schedule 

    ・Date:  

①Babies between 5months and 8months old-  

・・・10/21 (Wed.) 

      ②Babies between 9months and 12months old  

・・・10/29(Thu.) 

    ・Time : 9:30am  and 10:30am 

(6pairs each time) 

・Place: Cooking room at the 1F of the Central 

Community Center 

    ・Apply by phone 

    ・What to bring : Maternity handbook, Writing 

material, Thermometer, things you need such as 

baby milk   

 

Health Promotion Class 

・Date and Time: 10/27 (Tue.)   

1:00pm-2:00pm 

・Place : the Health Center 

    ・Limit : 14 people 

    ・Contents: Exercise to prevent locomotive 

syndrome.  

・What to bring: towel and water,  

Please wear comfortable clothes and shoes. 

 ・Application : by telephone from 9/15(Tue.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りにゅうしょく きょうしつ 

   ＊ねんかん の よてい どおり に さいかい しました 

・にちじ： 

①５かげつ から ８かげつ のあかちゃん 

・・・１０/２１（すいようび） 

     ②９かげつ から １２かげつ の あかちゃん 

・・・１０/２９（もくようび） 

      ごぜん９：３０〜、 ごぜん１０：３０〜 

    ・ばしょ： ちゅうおう こうみんかん １かい  

ちょうりしつ 

    ・もうしこみ： 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、たいおんけい 

             ミルクなど の ひつようなもの 

 

 

 

 けんこうアップ きょうしつ 

・にちじ： １０/２７（かようび）  

ごご１：００～２：００  

   ・ばしょ： ほけんセンター 

   ・ていいん： １４めい 

   ・ないよう： ほね と かんせつ を きたえる 

 ・もつてくるもの：のみもの、タオル 

   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：９/１５（かようび）から  

でんわ で もうしこんでください 
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Admission to public after school childcare 

facilities in 2021 

Apply for admission to after school childcare facilities. 

as follows. 

Entry qualification 

Elementary school students living in Kashiba city ,who 

are unable to raise their children  

during the day because their parents are absent due 

to labor etc.] 

Entry period 

From April I, 2021 to March 31,2022 

※ Closed on Sundays, public holidays, 

summer(August13to 15), year-end and New Year 

holidays(December29to January 3of the following 

year), and the day set by the city.    

Opening time 

・Weekdays After school to 6p.m. 

・Saturdays 7:30a.m.to 6p.m. 

・School holidays (excluding Sundays and holidays) 

            7:30a.m.to 6p.m. 

※Extended childcare will be explained until 7p.m. 

Opening Place  as shown in the table below 

Childcare fee 

 Monthly fee for each child is 5,000 yen until 6:00p.m., 

6,000yen until 6:30p.m.  

  7,000yen until 7:00p.m. 

※If two or more children from the same household 

enter at the same time, 

 the second child is exempted from the half amount 

and the third and subsequent children are exempted. 

※There is a reduction and exemption system for 

welfare receiving household and households 

  exempt from municipal tax. 

※Please check the entrance guidance documents for 

various expenses other than childcare fees. 

How to apply. 

Please specify the necessary items in the related 

documents, and submit new applicants to the 

 Central Community Center reception desk and 

continuous applicants to each after school  

 

れいわ３ねん こうりつ がくどう ほいくしょ  

の にゅうしょ うけつけ 

 がくどう ほいくしょ のにゅうしょ もうしこみ を つぎの 

とおり おこない ます。 

にゅうしょ しかく 

 しない ざいじゅうで 、ひるま つねに ほごしゃ（りょう 

しん または これに かわる かた） が ろうどう など 

によりふざいの ため ほいく できない かていの 

 じどう。. 

 にゅうしょ きかん 

れいわ３ねん４がつ１にち～れいわ４ねん 3 がつ３１にち 

 ※にちようび・しゅくじつ・かき（8 がつ１３にち～１５にち）・ 

   ねんまつねんし（１２がつ２９にち～よくねん１がつ 

３にち） および、そのたの とし が さだめる ひは 

やすみ 

   かいせつ きかん 

    ・へいじつ  ほうかご ～ごご６じ 

    ・どようび  ごぜん７じ 30 ぷん ～ごご６じ 

    ・がっこう きゅうぎょうび（にちよう・しゅくじつ はのぞく） 

            ごぜん７じ３０ぷん～ごご６じ 

  ※えんちょう ほいくは、ごご７じ まで かいせつ します。 

  かいせつ ばしょ かひょう のとおり 

    ほいくりょう： 

    じどう１人 につき ごご６じまで げつがく ５０００えん  

      ごご６じ３０ぷん まで げつがく ６０００えん 

     ごご７じ まで      げつがく ７０００えん 

   ※おなじ せたいの じどうが ２にんいじょう どうじに 

にゅうしょする ばあいは、２にんめの じどうは １/２

の がくを めんじょ、３にんめ いこうの じどうは 

      ぜんがく めんじょ。 

    ※せいかつ ほご じゅきゅうせたい、しみんぜい ひか

ぜいせたい に たいする げんめん せいどが 

      あります。 

     ※ほいくりょう  いがいの しょけいひは、にゅうしょあ

んない しょるいで かくにん ください。 

      もうしこみほうほう  

      かんけい しょるいに ひつよう じこうを めいきし、 

      しんき もうしこみしゃは ちゅうおう こうみんかん う

けつけ かいじょう、けいぞく もうしこみしゃ は  

. 
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childcare facilities. 

※Rerated documents can be distributed at each after 

school childcare facilities ,elementary school, 

kindergarten, certified children’s school, nursery 

school, children’s section, or downloaded from the 

city’ website. 

Submission period  

October12 (mon.) ～16(Fri.)  

Reception time  

 Central Community Center: 9:00a.m.- 5:00p.m. 

  

The others 

・  If you are a child currently in this year and wish 

to continue to stay next year, please apply again. 

・ Opening place may change. 

・ If you exceed the capacity, you may not be able to 

enter from April 1st 

 Information: Kashiba City School Nursery  

Designated Administrator  SHIDAX Daisintou Human 

Service Co., Ltd  

☎71-8015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かくがくどう ほいくしょに ていしゅつして ください 

かく がくどうほいくしょに ていしゅつ して ください。 

※かんけい しょるいは、かく がくどうほいくしょ、しょうがっこう、

にんてい こどもえん、ほいくしょ、こどもかで はいふ、 

 または、かしばしの ホームページ から ダウンロード 

できます。 

  ていしゅつ きげん 

１０がつ１２（げつ）～１６にち（きん） 

うけつけじかん 

ちゅうおう こうみんかん： ごぜん９じ～ごご５じ 

かく がくどうほいくしょ ： ごご２じ～ごご７じ 

そのた 

・こんねんどに にゅうしょ している じどうで らいねんど  

も ひきつづき にゅうしょを きぼうする ばあいも、あらた

めて しんせいして ください。 

・かいせつ ばしょは へんこうする ばあいが あります。 

・ていいんを ちょうか したばあい、４がつ１にち から 

 にゅうしょ できない ばあいが あります。 

  といあわせさき: かしばしりつ がくどう ほいくしょ 

してい かんりしゃ シダックス だいしんとう 

 ヒューマンサービス（かぶ）  

☎７１-８０１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facility Name Quota         Open Place Telephone Number 

がくどうほいくしょめい ていいん         かいせつばしょ でんわ ばんごう 

Shimoda 99people Kita Imaichi5-631-5(5choume Cross North. ） 78-2074 

しもだ   きたいまいち 5 （5 ちょうめこうさてんきた）   

Goidou 102people Goidou2-300-1（in Goidou E-school) 78-2074 

ごいどう   ごいどう 2 （ごいどうしょうがっこう ない）   

Nijo 121people Hata4-95-5（Nijo  E-school South） 77-6433 

にじょう   はた 4－95－5(にじょうしょうがっこうみなみ）   

Sekiya 82people 5-7-1( in Sekiya E-school) 78-2076 

せきや   せきやきた 5-7-1 （せきやしょうがっこう ない）   

Mitsuwa 108people Ryoufukuji665-2（ｉｎ Ｒｙｏｕｆｕｋｕｊｉ Ｅ-ｓｃｈｏｏｌ） 77-6357 

みつわ   りょうふくじ 665-2 (りょうふくじしょうがっこう ない）   

Shizumi 73people Imaizumi363 ( in Shizumi Children's school) 77-7514 

しずみ   いまいずみ 363 （しずみこどもえん ない）   
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Ｋａｍａｄａ 52people Ｋａｍａｄａ370 （in Kamada E-school) 77-6775 

かまだ   かまだ 370   （かまだ しょうがっこう ない）   

Mamigaoka east 106people Mamigaoka3-2-13( in Mamigaoka East E-school) 78-6196 

まみがおかひが 

し 
  まみがおかひがし 3-2-13（まみがおかひがし しょうない）   

Mamigaoka west 100people Mamigaoka5-4-16 ( in Mamigaoka East E-school) 78-6293 

まみがおかにし   まみがおか 5-4-16 （まみがおかにし しょうない）   

Asahigaoka 1ｓｔ 70people Asahigaoka3-11-1 （Asahigaoka Kindergarten West Side）. 77-1811 

あさひがおか だい 1   あさひがおか 3-11-1（あさひがおかようちえん にしとなり）   

Asahigaoka 2nd 70people Asahigaoka4-12-20(Jichi kaikan west side) 78-5341 

あさひがおか だい 2   あさひがおか 4-12-20 （じちかいかん にしとなり）   

  

 

 

 

 


