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グローバル かしば ほんやく

 

 

You can enjoy reading anytime, anywhere 

The “Kashiba Electronic Library” service has 

started.  

 The “Electronic Library” service, which allows you to 

borrow and read e-books on your smartphone, tablet 

or PC by connecting to the internet has started. 

Please use it when you cannot go to the library even if 

you want to borrow some books or when it is difficult 

to get any books you want to read. 

●If you have an internet environment, you can  

enjoy reading anytime, anywhere. (Communication 

charge is paid by the user.)  

●When the rental period has passed, it will be 

returned automatically, so there is no effort to return 

it.     

●Some of them support a voice reading function 

and a character enlarging function, so you can use 

them in various ways to suit your needs. 

●There are about 400 books such as novels, 

practical books and children’s books. 

Target 

Those who live, work or being in school in the city and 

have a library user card of the city library.   

 

Number of rental books ・Rental period 

Up to 5 books per person ・ 2 weeks 

Number of reserved books ・ Reserve period 

Up to 2 books per person ・ 1 week 

 

 

いつでも どこでも どくしょを たのしめる 

「かしば でんし としょかん」 サービスが はじまりました。 

  

インターネットに せつぞくして、スマートフォンや タブレット、

パソコンで でんし しょせきを かりて よむことが できる 

でんし としょかん サービスが はじまりました。 ほんを か

りたくても としょかんまで いけないとき や よみたい ほん

を てにする ことが むずかしい とき などに ごりようくだ

さい。 

●インターネットかんきょうが あれば、いつでも どこでも 

どくしょを たのしめます。（つうしんりょうは りようしゃ ふた

んと なります。） 

●かしだし きかんを すぎると じどうてきに へんきゃく さ

れるため、へんきゃくの てまが ありません。 

 

●おんせいに よる よみあげ きのうや もじの かくだい 

きのうに たいおうした ものがあり、 りようしゃに あった さ

まざまな つかいかたが できます。 

●しょうせつ や じつようしょ、 じどうしょ などの ぞうしょ

が やく ４００さつ あります。 

たいしょう 

しないに ざいじゅう・ざいきん・ざいがくの かたで しみん 

としょかん の としょかん りしょうしゃ カードを おもちの 

かた 

かしだし さっすう ・ かしだし きかん 

ひとり ５さつ まで ・ ２しゅうかん 

よやく さっすう ・ とりおき きかん 

２さつ まで ・ 1 しゅうかん 
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How to use 

① Fill out “the application form for a use of  

the electronic library” and apply at the city library 

window with the library user card or enter the 

requirement at the electronic application 

homepage of e Ancient city Nara and apply it. 

  *If you don’t have the library user card, you will 

need to create it at the city library window in 

advance.  

 *If your library card has been expired, you will need 

to renew your registration. 

  

② You log in it with the designated ID and pass  

     word of the electronic library issued after 

application. 

    *The start to use of the electronic library will be 

the next day or latter after issuing of ID ・

password. 

③ Borrow a book or reserve a book. 

    *You can not receive a contract of storing the 

reserved books. If you reserved books, please log 

in the electronic library by yourself about once a 

week and check whether if the reserved 

electronic books are storing or not.     

   ◀ The case of the e Ancient Nara electronic 

application is from here. 

    ◀ The case of the electric library is from here. 

 ◆Information  City Library  ☎ 77-1600 

 

30th Coming of Age Day Ceremony in Kashiba 

Kashiba City will hold the Coming of Age Day 

Ceremony 

▼Date ： Jan. 11, 2021(Mon., National Holiday) 

▼Place ： Kashiba Gymnasium  

▼Eligibility ：Those who were born between April 2,  

          2000  and  April 1, 2001 

▼Junior High Scool Area & Time 

    Part1⇒Kashiba Ｎisi ・Kashiba Kita    

    Part2⇒Kashiba ・Kashiba Higashi  

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

 

りよう ほうほう 

① 「でんし としょかん りよう もうしこみしょ」に きにゅう 

     の うえ としょかん りしょうしゃ カードと あわせて、 

しみん としょかん まどぐちで もうしこむか、e こと  

なら でんし  しんせい ホームページで ひつよう 

じこうを にゅうりょく して もうしこむ。  

 *としょかん りようしゃ カードを もっていない かたは、さ

きに しみん としょかん まどぐちで としょかん りようし

ゃ カードを さくせいする ひつようが あります。 

 *としょかん りようしゃ カードの ゆうこうきげんが きれ

ている ばあいは、とうろく こうしん てつづきが  

ひつようです。 

② もうしこみごに はっこうされる でんし としょかん 

せんようの ID と パスワードで、ログインする。 

 

  *でんし としょかん の りよう かいしは、ID ・ パスワード 

    はっこうの よくじつ いこうとなります。 

 

③ ほんを かりる または よやくする。 

  *よやく とりおきの れんらくは ありません。 よやくされた 

   ばあいは、１しゅうかんに １かい ていど、ごじしんで  

でんし としょかんへ ログインし、よやくされた でんし  

しょせきが とりおきされて いないかの かくにんを おね

がいします。  

◀ e こと なら でんし しんせいは こちらから 

 

◀ でんし としょかんは こちらから 

◆といあわせさき  しみんとしょかん ☎ 77-1600 

 

だい３０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： ２０２１ねん１がつ１１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： ２０００ねん４がつ２にち～２００１ねん ４がつ  

          １たち にうまれた かた。 

▼たいしょう ちゅうがっこう & じかん 

 だい１ぶ⇒かしばにし・かしばきた ちゅうがっこう こうく 

         ごぜん１０じ～１０じ３０ぷん 

 だい２ぶ⇒かしば・かしばひがし ちゅうがっこう こうく 

         ごご１２じ３０ぷん～１じ 

▼といあわせさき：しょうがい がくしゅうか  （☎４４－３３３９） 
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Exhibition of Kids’ Arts 

 

▼Date & Time ： November 15(sat)～28(sun)  

9:00am～9:00pm  

▼Place ： Public central hall 1st floor・Lobby 

※ Display paintings of 3-5year old kids in 

kindergartens and nurseries. 

▼Contact ：44-3332 

 

 

☆The 30th Kashiba City Art Exhibition 

 

▼Term:：11/21 (Sat) –～11/28 (Sat) 

      at  9:00 a.m.～4:00 p.m.   

 * only 11/21 (Sat), start at 10:00 a.m.-4:00 p.m.  

▼Place：Central Community Center 3F 

▼Wanted Artworks：Picture ,Calligraphy ,Photograph 

*Review of Artworks：11/21 (Sat) 10：00-11：30 a.m. 

* For further information: please contact  

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

 

       

 

 

 

Baby Massage 

 

Date and Time  December 15th (Tuesday)  

10:00am-11:00am 

Place Health Promotion office 

 (2F of the Public Health 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   

November 20th (Fri.)-December 4th (Fri.) 

Information  Sogo Fukushi Center (79-7522) 

   

こどもたちの かいがてん 

 

▼にちじ ： １がつ１５にち（どようび）～２８にち（にちようび） 

        ごぜん９じ～ごご９じ 

▼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。 

▼といあわせ ： ４４－３３３２ 

 

 

☆だい３０かい かしば し びじゅつ てんらんかい 

 

▼かいき：１１がつ２１にち(どよう）～１１がつ２８にち(どよう） 

       じかん ごぜん９じ～ごご４じ 

  *１１がつ２１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２１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） 

 

 

 

 

ベビー マッサージ  

 

にちじ １２がつ１５にち（かようび）  

ごぜん１０：００～１１：００ 

ばしょ ほけんセンター 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２０にち（きんようび） 

～１２がつ４にち（きんようび） 

といあわせ そうごう ふくし センター  （７９－７５２２） 

 

https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/
https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/
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November is Eco-Drive Strengthening Month 

“ What is eco-driving ?” 

Eco-driving refers to the use of automobiles in 

consideration of reducing the environmental load, and 

refers to “driving technology” and mindfulness” that 

reduce fuel consumption and CO2 emissions and 

prevent global warming !. 

“The Eco-Drive Promotion Liaison Committee 

“ consisting of National Police Agency, the Ministry of 

Economy , Trade and Industry ,and Ministry of Land, 

Infrastructure, Transport and Tourism, the Ministry  

of the Environment has positioned November as 

“Eco-Drive Promotion Month”   

 There is an “Eco-Drive 10 Recommendation” 

recommended by the “ Eco-Drive Promotion Liaison 

Committee” , so let’s check it together！ 

Eco-Drive 10 Recommendation   

① Soft accelerator “ e-start 

When starting, let’s stop on the accelerator 

gently to start. 

(In the first 5 seconds, the standard speed is 

about 20km/h.) 

※e-start is the name of a gentle start that 

improves fuel efficiency. 

② Driving with a distance between vehicles and 

less acceleration /decrease 

   While driving, keeping a distance vehicles and try 

to drive with little change 

 in speed depending on traffic conditions. 

③ Release the accelerator early when decelerating. 

If you find that the signal change or the vehicle 

stops, take your foot off the accelerator as soon 

as possible. 

Also, use the engine brake when decelerating or 

going down a slop. 

④ Use the air conditioner properly 

 The car air conditioner is a function that cools 

and dehumidifies the 

inside of the car, if you only need heating, turn  

off the air conditioner switch. 

 

１１がつは『エコドライブ すいしん げっかん』 

  「エコドライブ て なに？」 

エコドライブとは、かんきょう ふか の けいげん に 

はいりょ した じどうしゃ しよう の ことを いい、ねん

ぴりょう や CO2 はいしゅつりょう をへらし、ちきゅう 

おんだんか ぼうし に つなげる 「うんてん ぎじゅつ」

や「こころ がけ」のことなんだ！ 

けいさつちょう、けいざい さんぎょうしょう、こくど 

こうつうしょう、かんきょうしょう で こうせいする 

「エコドライブ ふきゅう れんらくかい」では、１１がつを「エ

コドライブ すいしん げっかん」と いちづけているよ。 

 

「エコドライブ ふきゅう れんらくかい」が すいしょう する

「エコドライブ１０ の すすめ」が あるから いっしょに 

かくにん して みよう！ 

 

エコドライブ １０ のすすめ 

1.ふんわり アクセル「ｅ スタート」 

 はっしん する とき は、おだやかに アクセル を ふ

んで はしん しましょう. 

（さいしょの ５ びょうで、じそく ２０ｋｍ ていどが めや

すです） 

※「ｅスタート」 とは、ねんぴを こうじょう させる「やさし 

はっしん」の めいしょう です。 

２.しゃかんきょり に ゆとりを もって、かそく・ げ

んそく の すくない うんてん 

そうこうちゅ は しゃかん きょり に ゆとりを もつ 

とともに、こうつう じょうきょう に おうじて そくど へん

かの すくない うんてん を こころ がけ ましょう。 

３.げんそくじは はやめに アクセルを はなそう 

しんごう が かわる など ていし することが わかった

ら、はやめに アクセル から あしを はなしましょう。ま

た、げんそく するときや  さかみち を くだる ときにも 

ブレーキ エンジン を かつよう しましょう。 

 

４.エアコン の しよう は てきせつに 

くるま の エアコン （Ａ/Ｃ）は しゃない を れいきゃく.・

じょしつ する きのう です。だんぼう のみ ひつような 

ときは、 エアコン スイッチ を オフ に しましょう。また、

れいぼう が ひつような ときは、しゃないを ひやし  
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.Also, when you need air conditioning, don’t 

overcool the inside of the car. 

⑤ Let’s stop useless idling. 

Do not idle when parking or stopping due to 

waiting or loading and unloading luggage. 

⑥ Avoid traffic jams and leave with plenty of time. 

Before you go out, check the road traffic 

information such as traffic jams and traffic 

regulations, and check the destination and route in 

advance. Let’ leave with plenty of time. 

⑦ Inspection and maintenance starting from tire 

pressure. 

If the tire pressure is less than the proper value, 

fuel efficiency will deteriorate. 

Get in the habit of checking air pressure . 

In addition, regular replacement of engine oil, oil 

filter ,etc. will also improve fuel efficiency. 

⑧ Let’s unload unnecessary luggage 

The fuel economy of a car is greatly affected by 

the weight of luggage, so unload luggage that you 

do not need to carry. 

⑨ Don’t park your car if it interferes with your 

driving.     Let’s stop unlawful parking. 

Unlawful parking can cause traffic jams, worsen 

the fuel economy of other vehicles, and cause 

traffic accidents. 

⑩ Let‘ｓgrasp your own fuel  

Make it a habit to keep track of your fuel 

economy. 

You can feel your own eco-driving effect.    

Running with plenty of time in your heart, running 

with plenty of time, is also an important 

eco-driving in mind. 

And driving with low fuel consumption is easy on 

your wallet, and it’s also safe driving that 

passengers can rest assured. 

Looking at this, eco-driving is an action that 

anyone can start immediately. 

Let’s  start with Promotion Month Eco-Driving. 

 Information：Citizen’s Health Division ☎44-330 

 

 すぎない ように しましょう。 

５.むだ な アイドリング は やめよう 

  まちあわせ や にもつ の つみおろし などに よる 

 ちゅうていしゃ のさいは アイドリングを やめましょう。 

６.じゅうたいを さけ よゆうを もって しゅっぱつ しよう 

 でかける まえに、じゅうたい・こうつうきせい などの 

どうろ こうつう じょうほう などを かくにん すると 

ともに ゆきさきや ルートを あらかじめ かくにんし 、

じかんに よゆうを もって しゅっぱつ しましょう。 

７.タイヤ の くうきあつ から はじめる てんけん・. 

せいび  

タイヤの くうきあつ が てきせいち よりふそ くす

る と ねんぴ が あっか します。 くうきあつ チェ    

ックを しゅうかん づけ しましょう。また、エンジンオ 

イル・オイルフィルター などの ていきてきな こう

かんに よっても ねんぴが かいぜん します。 

８.ふよう なにもつ は おろそう 

くるまの ねんぴは、にもつの おもさに おおきく 

えいきょう される ので、はこぶ ひつようの な

い にもつは くるま から おろしましょう。 

     ９. そうこう の さまたげ となる ちゅうしゃ は やめ

ましょう   めいわく ちゅうしゃは やめましょう。 

       めいわく ちゅうしゃは、じゅうたいを もたらす こと

もあり、ほかの くるまの ねんぴを あっか させ

る ばかりか、こうつう じこの げんいん にも 

        なります。 

      １０．じぶん の ねんぴ を はあく しよう 

        じぶんの くるまの ねんぴを はあく する こと

を しゅうかんに しましょう。じぶんの エコドライ

ブこうかが じっかんできます。 

       こころに ゆとりを もって はしること、じかんに ゆ

とりを もって はしること、これもまた たいせつな 

エコドライブの こころがけ なんだね！ 

       そして、ねんりょうしょうひりょうが すくない うんて

んは、おさいふにも やさしく、どうじょうしゃが あ

んしん できる 安全な うんてんでも あるよ。 

       これを みると、エコドライブは だれにでも すぐに 

はじめる ことが できる こうどうだね。 

     すいしん げっかんをきに はじめよう 【エコドライブ】 !  

      といあわせさき：しみん えいせいか ☎４４－３３０６ 
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ＬＩＦＥ ＆ ＥＮＶＩＲＯＭＥＮＴ 

  

【Ｈｏｗ to take out】 

Bulky / Incombustible garbage 

☆Ｒｅｑｕｅｓｔ ｆｒｏｍ the Telephone Request  

Center 

●A deadline of the pickup of bulky/incombustible 

garbage in this year is December 28th(mon.) 

●Please apply as soon as possible because the phone 

is crowded in December 

〇Reception desk phone number:                    

☎0745-77-1199 

○Reception time & day: 9:00 a.m.～ 4:00 p.m.  (expt. 

Sat, Sun, National holidays, year-end & New Year 

holiday.) 

○Frequency for pickup: Once a month per household 

〇Number of items: Less than 6 items, including bulky 

and incombustible garbage 

○Instructions: 

⚫ If you make a request near month-end, the pickup 

may be carries out in the next month. In that case, 

it is counted as one in the pick-up month.  

⚫ If there are any additions or changes to your 

application, please contact us at least 2days before 

the collection date.   

⚫ The pickup cannot be accepted after you have 

already moved out. Please make a pickup request 

early enough before you move out. 

⚫ Please bring in a large amount of incombustible 

/bulky garbage by yourself to the incinerator 

（Mino-en）When you move.   

◆ Information 

About Self-bring-in：  

Citizen’s Health Division 

☎44-3306 

About other garbage: 

         Collection Center 

              77-4189 

 

 

 

  せいかつ・かんきょう 

 

【ごみ の だしかた】 

そだいごみ・もえないごみ 

☆でんわ リクエスト うけつけ センターから 

の おねがい 

●そだいごみ・もえないごみ の ねんない しゅうしゅ の 

うけつけ しめきり は １２がつ２８にち（げつようび） です。 

●１２がつ は でんわ が こみあう ため 、はやめ に 

もうしこみ ください。 

○うけつけ でんわ ばんごう 

☎０７４５-７７－１１９９ 

○でんわ うけつけ じかん  ごぜん ９じ ～ ごご ４じ（ど 

よう・にちよう・しゅくじつ・ねんまつねんし を のぞく） 

 

○しゅうしゅう かいすう  １せたい につき つき１かい 

 

○しゅうしゅう こすう  そだい ごみ・もえない ごみ と ごう

けい で ６てん いない 

○ちゅうい じこう 

⚫ げつまつ に もうしこんだ ばあい でも しゅしゅうび  

がよくげつ になる とき は よくげつ ぶん の うけつけ 

として カウント します。 

● もうしこみ ごに ついか や へんこうが あるば あい、し

ゅうしゅうび の ２にち まえまでに れんらく して 

 ください 

●しゅしゅうび が ひっこしご になる ばあい は うけつけ 

できません ので よゆう を もって おはやめ に おもうし

こみ ください。 

●ひっこしなどで たりょうに でた そだい/もえない ゴミは 

  しょうきゃくじょう（みのえん） に じぶんじしんで はんにゅ

う してください。 

◆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 

      ４４-３３０６ 

そのたの ゴミについて 

               ７７-４１８９ 
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2020”Zero Illegal Dumping Operation” 

Promotion Campaign 

November 9th to 15th is the “Zero Illegal Dumping 

Operation strengthening week.. 

For the purpose of environmental conservation of 

prefecture’s land, we will carry out an intensive 

campaign aiming for an environment with zero 

illegal dumping by the ”prefectural manager” 

△Reinforcement Week Initiatives 

 ・”Illegal dumping zero strategy”. 

       Enlightenment poster, award ceremony for 

excellent work 

  ・”Zero illegal dumping” street campaign. 

  ・Posting of enlightenment posters 

  ・Implementation of special patrols, etc. 

    ※ For details, please see the website of 

Prefecture Environmental Policy Division 

  Information: Nara Prefecture Illegal Dumping Zero 

Strategy Promotion Executive Division      

☎ 0742-27-8663 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れいわ２ねんど 「ふほうとうき ゼロさくせん」すいしん 

キャンペーンを じっし します 

１１がつ９にち（げつようび）～１５にち（にちようび）は 「ふほう

とうき ゼロさくせん」 きょうか げっかん です。 

けんどの かんきょう ほぜんを もくてき に、「こくみん そう

かんし」 による ふほうとうき ゼロの かんきょう を めざす

べく、しゅうちゅうてきな キャンペーン かつどうを じっし  

します。 

△きょうか しゅうかんの とりくみ ないよう 

・「ふほうとうき ゼロさくせん」 

 けいじ ポスター ゆうしゅう さくひん ひょうしょうしき 

 

・「ふほうとうき ゼロさくせん」 がいとうキャンペーン 

・けいはつ ポスターの けいじ 

・とくべつ パトロールの などの じっし 

※くわしくは けんかんきょう せいさくかの ホームページを 

  ごらん ください。  

といあわせ さき：ふほうとうき ゼロさくせん すいしん 

   じっこう いいんかい じむきょく 

     ☎０７４２-２７-８６６３ 
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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 

    City Hall   ☎ 76-7107 

・    Human rights advice 

       1 st (Wednesday) ・・・9:00a.m.-15:00p.m. 

  City Hall  ☎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. 

 3rd (Wednesday)・・・9:00p.m.-.noon 

   ✥ City Hall   ☎ 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 

・    Tax advice   

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

    City Hall ,The first 6 arrivals 

   ✥Application: by telephone  ☎ 44-3307 

 

 

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  

  ✥もうしこみさき： ☎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 

しやくしょ かいぎしつ とう  ☎４４－３３３３  

・ 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 

しやくしょ かいぎしつ とう   ☎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３（すいようび）・ごぜん９じ～しょうご 

✥しやくしょ かいぎしつ とう ☎ 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 

・  ぜい そうだん  

まいつき だい３もくようび ごご１じ～４じ 

   せんちゃく、６めい 

   ✥しやくしょ かいぎしつ とう ☎４４－３３０７  
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   Storytelling for children （from 3years)                              

 

◆11/28  (Saturday)  

 ・3:00p.m.-3:30p.m. 

    ・The first 10 arrivals 

 

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

 

◆11/27  (Friday)  

 ①10:30a.m.-10:50a.m. 

 ②11:00a.m.-11:20a.m. 

    ・The first 5pairs 

    Recitation for adults 

 

◆11/26  (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 Novenber and December 

   ・11/5・9・16・24・30 

   ・12/3・7・14・21・28～1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

としょかん おはなし かい （３さい から）  

 

◆１１がつ２８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） 

  

◆１１がつ２７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くみ 

 

おとなの ための ろうどくかい 

 

◆１１がつ２６にち （もくようび） 

 ・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 

◆１１がつ・１２がつの きゅうかんび 

 ・１１がつ ５か・９か・１６にち・２４か・３０にち 

 ・１２がつ ３か・７か・１４か・２１にち・２８にち～１/４か 

 

 

 

 

ー  
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Notification From The Public Health Center  

✤Application：at Public Health Center ☎ 77-3965 

Dental check-up for pregnant women 

    ・11/24(Tuesday) 1:00pm-3:30pm  

    ・Place: The Public Health Center 

    ・Those eligible: Over 5 months pregnant women  

・Contents: Dental checkup, dentistry 

consultation, tooth brushing instruction 

・What to bring: Maternity handbook, bath towel 

     ・Application : by telephone 

*Pregnant women can get the check-up when 

your condition is stable 

Periodontal Checkup 

    ・12/1(Tuesday) 1:00pm-3:30pm 

    ・Place: The Public Health Center 

    ・Those eligible: People aged 20 or above 

・Contents: Cavity bacteria check, dentistry 

consultation, tooth brushing instruction 

    ・What to bring: Health handbook (if you have), 

                 bath towel 

   ・Application: By phone at anytime 

    *Those who are in treatment of dental disease 

can’t apply. 

 

Childbirth class 

    12/1(Thursday)  12/8(Tuesday) 1/7(Thursday) 

①9:00pm  ② 10:30am 

・ Place: the Public Health Center  

・Contents: How to give your baby a bath, lecture 

by a midwife   

    ・Those who eligible: Expectant mothers of over 5 

months pregnant and their family, limit 4 families 

    ・What to bring : Maternity handbook, writing 

materials 

    ・Application: By phone at anytime 

 

Let's  enjoy  stretching 

  ①12/4 (Friday)・・・10:00am 

Aerobic stretching to the music in fast tempo  

②12/16 (Wednesday)・・・2:00pm 

Stretching using a chair 

・ Place: the Public Health Center  

 ・Those who eligible: 20 years old and over   

12 people per day 

   ・Please bring : water, towel 

    ・Application :  by telephone from 11/16(Monday) 

＊Those who participated on November can’t 

apply. 

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 

にんぷ しか けんしん 

・１１/２４（かようび）  ごご１：００－３：３０ 

・ばしょ： ほけんセンター 

・たいしょう： にんしん ５かげつ の かた 

・ないよう：はの けんしん、はのそうだん, 

はみがき しどう 

・もちもの： ぼしてちょう、バスタオル 

・でんわ で よやく してください 

※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 

 

ししゅうびょう けんしん 

１２/１（かようび） 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 かた 

・ないよう： ししゅうびょう チェック、はのそうだん,  

はみがき しどう  

  ・もちもの： けんこう てちょう、 バスタオル 

  ・でんわ で よやく してください 

  ※はの ちりょうちゅう の かたは もうしこみ できません 

 

 

ははおや きょうしつ 

   １２/１（かようび） １２/８（かようび） １/７（もくようび） 

①ごぜん９：００ 

  ②ごぜん１０：３０ 

・ばしょ： ほけんセンター 

・ないよう： あかちゃん の おふろの いれかた 

じょさんし の おはなし 

・たいしょう： にんしん５かげつ いじょうの にんぷ と 

そのかぞく １２くみ まで 

・もちもの： ぼしてちょう ひっきようぐ 

・でんわ で もうしこんでください 

 

ストレッチをたのしもう  

①１２/４（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 

   ②１２/１６（すいようび）・・・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 

    １１/１６（げつようび）から 

・たいそう が できる ふく と くつ で きてください 

※１１がつ に さんか した かた は もうしこめません 
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Health Promotion Class 

・12/10 (Thursday)  1:00pm-2:00pm 

・Place : the Public 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 11/16(Monday) 

＊Those who participated on 10/27 can’t apply. 

 

Health gymnastics class   

     ・12/21(Monday)   

   ①9:50pm  ② 10:50am 

   ・Place: Sougou Fukushi Center  

     ・ Please bring：Water and towel 

・Application: by telephone from 11/16(Monday) 

(Ether ① or ②) 

  ＊Those who participated on November can’t 

apply. 

  

 

    

 

 

Fureai Kitchen “Sora” opens onth 2nd floor of   

.        Futakami Bunka Center 

The restaurant operated by Iwakikai is waiting for you 

with lunch and coffee. 

Please drop in once! 

Business hour: Tuesday-Friday 

       11:30a.m.-3:00p.m. 

   (excluding Sunday & Monday)  

 

32ｔｈ” Kashiba Rakugo Story Telling 

Performer: Teppei Shoufukutei, Murasaki Tsuyuno, 

          Kiyuu Tsukitei. 

Date & Time: Nov.22.nd(Sun.)  2:00p.m～ 

Place :Futakami Bunka Center 2F Meeting room 

           special stage 

Fee: advance ticket 1,000yen (Limited to 50seets) 

※Ticket reservations are being accepted (telephone 

   reservations are possible) 

 

 

けんこうアップ きょうしつ 

・１２/１０（もくようび） 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： ロコモよぼう たいそう、  

ほね と かんせつ を きたえよう 

 ・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：１１/１６（げつようび）から  

でんわ で もうしこんでください 

※１０/２７ に さんか した かた は もうしこめません 

 

けんこう たいそう きょうしつ 

 ・１２/２１ （げつようび）  

①ごぜん９：５０ ②ごぜん１０：５０ 

 ・ばしょ： 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 

 ・もうしこみ：１１/１６（げつようび）から  

でんわ で もうしこんでください 

（① か ② の どちらか のみ） 

※１１がつ に さんか した かた は もうしこめません 

 

 

 

 

 

ふたかみ ぶんかセンター ２かいに ふれあい 

キッチン 「そら」 が かいてん 

いわきかい うんえいの レストラン「SORA」 が ちゅうしょく・

きっさを じゅんび して おまち しています。 

いちど、おたちより ください。 

えいぎょうじかん： かようび～どようび 

       ごぜん１１じ３０ふん～ごご３じ３０ぷん 

      （にちようび と げつようび は やすみ） 

 

 だい 32 かい かしば よせ 

しゅつえん： しゅうふくてい てっぺい、 つゆの むらさき、 

        つきてい きゆう.) 

にちじ： １１がつ２２にち（にちようび） ごご ２じ～ 

ばしょ： ふたかみ ぶんかセンター２かい かいぎしつ 

          とくせつ ぶたい 

りょうきん：まえうり １,０００えん（５０せき げんてい） 

※チケット よやく うけつけちゅう（ 

              でんわ よやく か） 

 

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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2nd Special Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ“ Tomb of Great King of 

Katsuragiand Ancient Prayer”  

and Commemorative Lecture. 

We exhibit the Kitsui Shiroyama Tomb, which is said to 

be the great tomb of kofun period and the 

mysterious power stone“Komochi Magatama” 

collected from the Kitsui Inari Tomb. 

・Session: Nov.28th(Sat.)～Dec.26th(Sat.) 

・Place: Nijousan Museum permanent s  

                             exhibition room. 

・Admission fee: Adult 200yen, college & hi-school 

students 150yen, elementary & junior hi-school    

    Students 100yen 

    ※less than elementary school students free. 

【Commemorative Ｌｅｃｔｕｒｅ】 

・Lecturer: Mr. Yoshinobu Tutaguchi 

・Date & Time: Nove.28ｔｈ(Sat.) 2:00ｐ.ｍ.～3:30p.m. 

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

・Fee: Material fee(300yen) 

・Quota 100people（advance application system） 

How to apply: Fill in the address, name, and telephone 

number on the application form, and apply at the  

counter of Nijoiusan Museum or Fax(77-1601).    

Please distribute the application form at the counter 

or download it from website. 

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ/ｃｏｎｔａｃｔ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］ 

Ｆｕｔａｋａｍｉ Ｂｕｎｋａ Ｃｅｎｔｅｒ ☎77-1000 

Ｎｉｊｏｕｓａｎ Ｍｕｓｅｕｍ      ☎77-1701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

だい２かい きかくてん 

 「かつらぎ の だいおう はか と たいこの いのり」  

と きねんこうえん 

こふん じだいの だいおう はか とされる きつい しろやま 

こふん や きつい いなり こふん から さいしゅう された 

なぞの パワーストーン「こもち まがたま」 などを てんじしま

す。 

かいき： １１がつ２８にち（どようび）～１２がつ（どようび） 

かいじょう： にじょうさん はくぶつかん じょうせつ てんじしつ  

ない。 

かんらんりょう： おとな ２００えん,  

だいがく・こうこうせい １５０えん、 

 しょう・ちゅうがくせい １００えん 

※しょうがくせい みまんは むりょう 

【きねん こうえんかい】 

こうし：つかぐち よしのぶ し 

にちじ：１１がつ２８にち（どようび） ごご２じ～ごご３じ３０ぷん 

ばしょ：ふたかみ ぶんかセンター１かい しみんホール 

りょうきん：しりょうだい ３００えん 

ていいん： １００めい （じぜん もうしこみせい）  

もうしこみ ほうほう： もうしこみ ようしに じゅうしょ、 

しめい、でんわばんごうを きにゅうのうえ、にじょうさん はくぶ

つかん まどぐち またはファックス（77-1601）でもうしこみ 

※もうしこみ ようしは まどぐち または ホームページより 

 ダウンロード してください。 

・もうしこみ・といあわせ 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    ☎77-1701 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


