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 かしばし こんげつの おしらせ 
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4がつ 

Translated by Global Kashiba 

グローバル かしば ほんやく 

 

 

 

  Notice of new coronavirus vaccination  

 

Now, our city is preparing for new coronavirus  

vaccination. 

 Since the number of vaccination that can be 

inoculated during April is limited, from the viewpoint of 

preventing clusters of the facilities, in our city, first of 

all, people 65 aged and over who have entered the 

facilities for the elderly (*1) in Kashiba city and the 

workers at the facilities are started inoculation.  

“We sent the ticket of new coronavirus  vaccination 

to people 65 aged and over.” 

We sent the ticket (below coupon ticket) and the 

preliminary examination slip (1sheet) to elderly people 

who will be 65 years old or older 

(born before April, 1957) in the 3rd year of Reiwa on 

March 30th (Tuesday). 

When the start time of vaccination reservation is 

decided , we will notify the individual again. Please 

keep the coupon ticket and the pre- examination slip 

that you have received in a safe place until then. 

Based on the amount of vaccine supplied, we plan to 

carry out mass inoculation at the Health center and 

the General Gymnasium from around the middle of 

May. 

〇People with other underlying illness and general 

public people. 

  

 

 しんがたコロナウイルス ワクチン せっしゅ の  

 おしらせ  

げんざい、ほんし では しんがた コロナウィルス 

ワクチン せいっしゅ の おしらせ 

４がつ ちゅう に せっしゅ できる ワクチン の かず  

が かぎられている ため、 ほんし では こうれいしゃ  

しせつ の クラスター ぼうし の かんてん から、 まず  

かしば しない の こうれいしゃ しせつ （＊1） に  

にゅうしょ されている ６５さい いじょう の かた と その  

しせつ じゅうぎょうしゃ より せっしゅ を かいし します。  

【65 さい いじょう の しんがた コロナウィルス ワクチン  

せっしゅ けん を そうふ しました】 

 れいわ３ねんど に ６５さい いじょう となる こうれいしゃ 

（しょうわ 32 ねん ４がつ １にち いぜん うまれ） の  

かた に、 しんがた コロナウィルス ワクチン せっしゅ けん  

（いか、 クーポンけん） ・ よしんひょう （1 まい） を ３がつ 

３０ にち （か） に はっそう しました。 

せっしゅ よやく の かいし じき が きまりましたら、  

さいど こじん に つうちします。 おてもと に とどいている

クーポンけん と よしんひょう は、 それまで たいせに  

ほかんして おいてください。 ワクチン の きょうきゅうりょう 

を ふまえながら、 ５がつ ちゅうじゅん ごろ より ほけん 

センター ・ そうごう たいいくかん で しゅうだん せっしゅを 

おこなう よてい です。 

 

〇それ いがい の きそ しっかん の ある かた、  

いっぱん の かた  

ワクチンの きょうきゅう などふまえ、じゅんじ クーポン 
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We plan to send the coupon in sequence based on the 

supply of vaccines. When the sending time is decided, 

we will inform you on the homepage, etc. 

Here is for the city homepage ▼ 

(*1) The following facilities in the city : Long-term 

care welfare facility, Community-based long-term 

care welfare facility resident life care, Long-term care 

health facility, Specific facility resident life care, 

Community-based specific facility resident life 

care, Dementia-friendly communal living care,   

Low-cost elderly home, Paid elderly home, Serviced 

housing for the elderly 

 

◆Information   

Kachiba city Covid-19 vaccination call center 

 

☎ 44-8970  FAX 76-6775 

“ Reception time : AM 9:00 ～ PM 5:00  

(Excluding Saturday, Sunday and holidays)  “ 

 

 

 

 

 

 Children’s reading day,  Commemorative project  

 “ Welcome to the amusement park of the book ! “ 

 ◆Period  May 8th (Saturday) ～23ｒｄ（Sunday） 

 ◆Place   City Library 

 ☆During the period, we will set up a voting corner for  

purchasing e-books. 

① Rental of “Home de Picture book pack” 

We will rent out a pack of picture books 

recommended for reading picture at home books. 

(finished as soon as the pack runs out) 

 

〇Schedule  First period : May 8th (Saturday) ～  

       Second period : May 16th (Sunday) ～ 

② Library Club in Spring  

We will introduce books and read aloud according 

to the theme.  

〇Schedule  May 16th (Sunday)  

  けんを はっそうする よてい です。  

はっそう じきが きまりましたら、 ホームページなど で おし

らせします。 

し ホームページ は こちら ▼ 

（＊1） しない に ある つぎ の しせつ ： 

かいご ろうじん ふくし しせつ、 ちいき みっちゃくがた  

かいご ろうじん ふくし しせつ にゅうしょしゃ せいかつ  

かいご、 かいご ろうじん ほけん しせつ、 とくてい 

しせつ にゅうきょしゃ せいかつ ほご、ちいき みっしゅうがた 

とくてい しせつ にゅうきょしゃ せいかつ かいご、 にんちし

ょう たいおう  きょうどう せいかつ かいご、けいひ ろうじ

ん ホーム、 ゆうりょう ろうじん ホーム、 サービス つき 

 こうれいしゃ むけ じゅうたく 

◆といあわせさき   

かしばし しんがた コロナウィルス ワクチン せっしゅ  

コールセンター  

☎ ４４－８９７０  ＦＡＸ ７６－６７７５ 

[ うけつけ じかん ： ごぜん ９じ ～ ごご ５じ 

（ど ・ にち ・ しゅくじつ のぞく） ] 

 

 

 

 

 

   こども どくしょ の ひ  きねん じぎょう 

    「ようこそ！ほん の ゆうえんちへ」 

◆きかん ５がつ８にち（ど）～２３にち（にち） 

◆ばしょ  しみんとしょかん 

☆きかんちゅう、 でんし しょせき の こうにゅう  

きぼう とうひょう コーナー を せっち します。 

① 「おうち de えほん パック」の かしだし 

かてい での えほん の よみきかせ に  

おすすめ の えほん を パック に して  

かしだし します。 （パック が なくなり しだい、 

しゅうりょう） 

〇にってい  だいいっき ： ５がつ８にち（ど）～ 

         だいにっき ： ５が１６にち（にち）～ 

② はる の としょかん クラブ 

テーマ に そった ほん の しょうかい や  

よみきかせ など を おこないます。 

〇にちじ    ５がつ１６にち（にち） 
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The lower grades of elementary school : 

           AM 10 : 00 ～ 10 : 40 

     The middle grades of elementary school : 

           AM 11 : 00 ～ 11 : 40 

〇The fixed number   

First come, first serve on each time   10 people 

 

③ Mini course of picture books time 

“Picture book time for parents and children to enjoy” 

   We will introduce picture books and read aloud 

them. 

〇Schedule  May 21ｓｔ (Friday) 

           Part One : AM 10 : 30 ～ 11 : 00 

           Part Second : AM 11 : 15 ～ 11 : 45         

〇Target   Parents and children from 2 to 2 years old   

〇The fixed number   

First come, first serve on each time   5 pairs 

〇Teacher  Ms. Kazuko Miyata  

  “Volunteer representative of picture book time” 

④ Electronic library experience corner  

Let’s experience the electronic library freely. 

〇Schedule   May 22nd (Saturday) 

            AM 10 : 00 ～ 11 : 30, 

            PM 1 : 30 ～ 3 : 00 

◆How to apply  

The advance application is required for ② and ③.  

Accept by phone and at the counter from May 1st  

(Saturday) AM 9 : 30. 

◆Application ・ Contact information 

  City Library   ☎ 77-1600              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しょうがっこう ていがくねん の ぶ ： 

         ごぜん １０じ ～ １０じ４０ぷん 

 しょうがっこう ちゅうがくぶ の ぶ 

         ごぜん １１じ ～ １１じ４０ぷん 

〇ていいん   

かくかい せんちゃく １０めい 

 

③えほんたいむ ミニ こうざ 「おやこ で  

たのしむ えほん の じかん」 

えほん の しょうかい と よみきかせ を おこないま

す。 

〇にちじ  ５がつ２１にち（きん）    

だい１ぶ ： ごぜん １０じ３０ぷん ～ １１じ  

だい２ぶ ： ごぜん １１じ１５ふん ～ １１じ４５ふん 

〇たいしょう ０～２さい ごろ までの おやこ 

〇ていいん  

  かくかい せんちゃく ５くみ 

〇こうし みやた かずこ し  

 （えほん たいむ ボランティア だいひょう） 

④でんし としょかん たいけん コーナー 

でんし としょかん を じゆうに たいけん してみましょう。 

〇にちじ  ５がつ２２にち（ど） 

       ごぜん １０じ ～１１じ３０ぷん 

       ごご １じ３０ぷん ～ ３じ 

◆もうしこみ ほうほう 

 ②、③ は じぜん もうしこみ が ひつようです。 

５がつ１にち（ど） ごぜん ９じ３０ぷん より、 

でんわ・まどぐち で うけつけ 

◆もうしこみ・といあわせさき 

  しみん としょかん ☎ ７７－１６００ 
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Baby Massage 

 

Date and Time May 24th (Monday)  

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  10pairs 

   *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   

April 15th (Thu)-May 14th (Fri) 

Information  Sogo Fukushi Center (79-7522) 

 

DAKENOBORI on ２３ｒｄ April 

Let’s  keep ｏｕｒ Ｍｔ．Ｎｉｊｏｕ clean ! 

★Date & Time： 

4/23 (Fri.) 9:30a.m.～2:30p.m. 

   *Even if it rains, carry out. 

  ※From the point of infection outbreak, there  

    Will be no departure ceremony or lottery. 

★Reception place： 

Kaminoike-yoko climbing entrance 

(It is a ten minute walk from Nijousan Station on 

the Kintetsu  Minami- Osaka Line .) 

*There is no parking lot, so please use public 

transportation. 

★Fee: free 

★What to drink: Drinkers 

★How to apply: on the day 

★Information:  

City hall shoukou-shinkouka section ☎ 44-3312 

 

 

 

 

 

 

 

ベビー マッサージ  

 

にちじ ５がつ２４にち（げつようび）  

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  つぎの 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   

４がつ１５にち（すいようび）～５がつ１４にち（きんようび） 

といあわせ そうごう ふくし センター  

 

４がつ２３にちは “だけのぼり” 

ふるさとの やまを うつくしく！ 

★にちじ：  

４/２３ (きんようび), ごぜん９じ３０ぷん～ごご２じ３０ふん 

     ＊うてん けっこう 

※かんせんしょう かくだいの かんてん から しゅっぱつしき、

ちゅうせんは おこない ません。 

★うけつけばしょ：  

かみのいけ よこ とざんぐち 

（きんてつ みなみ-おおさかせん にじょうさんえき より 

とほ １０ぷん） 

*とざんぐち しゅうへんには、ちゅうしゃじょうは ありません、 

こうきょう こうつう きかんを ごりよう ください。 

★ひよう：むりょう 

★もちもの： のみもの 

★もうしこみ ほうほう：とうじつ うけつけ 

★といあわせ さき：  

しやくしょ しょうこう しんこうか  ☎ 44-3312 

 

 

 

 

 

 

 

 

う
け
つ
け 

ば
し
ょ 

 

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

✥Gakkou Shienshitsu  ☎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 (Closed from February to March) 

    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 

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 しえんしつ （※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 （２～３がつは、やすみ） 

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)                              

 

  ◆4/24  (Saturday)  

    ・3:00p.m.-3:30p.m. 

       ・The first 10 arrivals 

 

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

 

  ◆4/23  (Friday)  

  ①10:30a.m.-10:50a.m. 

  ②11:00a.m.-11:20a.m. 

     ・The first 5pairs 

       ※Reception is from 10:10a.m.～ 

     

    Recitation for adults 

 

  ◆4/23  (Friday)  

   ・13:30a.m.-14:10p.m. 

   ・The first 9 arrivals 

 

 

 

 
   
 Library information 

 

 ◆Opening hours 

 ・Tuesday～Thursday・Sunday・Holiday 

   9:30a.m.～17:00p.m. 

 ・Friday and Saturday (excluding holidays) 

   9:30a.m.～17:00p.m. 

 ※For lending and returning DVD,CD etc.  
   to the library 

 

 ◆Closed days in December and January 

   4/5 ・12 ・19 ・26 

   5/6 ・10 ・13 ・17 ・24 ・ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

としょかん おはなし かい （３さい から）  

 

◆４がつ２４か （どようび） 

 ・ごご３じ～１４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） 

  

◆４がつ２３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 

 ※うけつけ：ごぜん１０じ１０ぷん～ 

 

おとなの ための ろうどくかい 

 

◆４がつ２３にち （きんようび） 

 ・ごご１３じ３０ぷん～１４じ１０ぷん 

 ・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 

・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 

・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 

※DVD,CD などのかしだし、へんんきゃく は としょしつ 

◆４がつ・５がつの きゅうかんび 

 ４/５ ・ １２ ・ １９ ・ ２６ 

 ５/６ ・ １０ ・ １３ ・ １７ ・ ２４ ・ ３１ 
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About the Public Health Center   

✤Application：at Public Health Center  

☎ 77-3965 

Walking Class (Imaike Shinsui Park) 

   ・5/10(Monday), 6/7(Monday)  

    ・Meet at the entrance of the Gymnasium on 

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  master  stretch 

  5/21 (Friday)・・・10:00am-11:00am  

at the Public Health Center  

・Aerobic stretching to the music in fast tempo       

  ・14people 

    ・Please bring : water, towel 

 ・Application :  by telephone from 4/15(Thu) 

*People who participated on April can’t apply. 

     However, if it’s available one week before the 

start date, you can apply 

 

Healthｙ gymnastics class   

     ・5/24 (Monday)  

①9:50am ②10:50am 

・14people each time 

  ・Place: the Public Health Center  

     ・ Please bring : drink, towel, workout clothes and 

indoor shoes 

 ・Application :  by telephone from 4/15(Thu) 

    (Ether ① or ②) 

*People who participated on April can’t apply. 

     However, if it’s available one week before the 

start date, you can apply. 

 

Mental health counseling 

    ・5/22 (Saturday)  

①1:00pm ②2:45pm  

・Place: The Health Center 

    ・Limit : 2 people each time 

    ・Those eligible : People living or working in 

Kashiba, and can’t come on weekday 

   ・Fee : 2,000yen  

 ・Appointment : by telephone to 43-5586 

 

 

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 

  ウオーキング きょうしつ （いまいけしんすい こうえん） 

   ・５/１０（げつようび）、６/７（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 マスターしよう  

５/２１ （きんようび）・・・ごぜん１０：００〜１１：００ 

     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 

 ・ほけんセンターで 

 ・２０さい いじょうで １４めい 

 ・もってくるもの：タオル、のみもの 

・４/１５（もくようび）から でんわ で もうしこんで  

ください 

※４がつ に さんか していない ひとのみ 

 ただし １しゅうかんまえ に あき が あれば もう

しこみできます。 

けんこう たいそう きょうしつ  

  ・５/２４（げつようび） 

①ごぜん９：５０～  ②ごぜん１１：３０〜 

     ・かく じかん １４めい 

  ・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 

 ・たいそう が できる ふく と うんどうぐつ で  

きてください 

・４/１５（もくようび）から でんわ で もうしこんで  

ください  (Ether ① or ②) 

※４がつ に さんか していない ひとのみ 

 ただし １しゅうかんまえ に あき が あれば もう

しこみできます。 

こころ の そうだん 

   ・５/２３（どようび）  

①ごご１：００～（ふたり） 

  ②ごご２：４５～（ふたり） 

   ・ばしょ： ほけんセンター 

   ・たいしょう： かしばし に すんでいる もしくは はたら

いているかたで、 へいじつ に これない かた 

・りょうきん： ２０００えん 

・でんわ で もうしこんで ください  

                 ☎４５−５５８６ 
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Tooth brushing class 

    ・5/25 （Tuesday） at the Health Center 

     ①9：15am- 

②10:00am- 

③10:45am- 

    ・Contents: Toothbrushing lesson by dental 

hygienist and trial of fluoride treatment 

・Those eligible: Children aged between under 

2 years and 3 years and a half,  

and their parents (Limit 6pairs) 

・What to bring: Maternity handbook,  

writing materials 

・Application :  by telephone 

Dental check-up for pregnant women 

    ・5/26 (Wednesday) 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 

*Please get the check-up when your condition 

is stable 

・Application :  by telephone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

はみがき きょううしつ 

   ・５/２５（かようび） 

    ①ごぜん：９：１５  

②ごぜん１０：００ 

    ③ごぜん１０：４５ 

   ・ばしょ： ほけんセンター 

   ・ないよう： ブラッシング しどう と フッソ をぬる 

・２さい から ３さい６かげつ の こども と  

その ほごしゃ ６くみ 

 

・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 

 

にんぷ しか けんしん 

・５/２６（すいようび）  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 いじょう 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 
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Life & Environment 

Animal cremation charges will change from July 

1, 2021 

.By revision of the regulation of ordinance of the 

progress and cleaning of Kashiba city waste, it is 

necessary to charge for animal cremation other 

than dogs and cats. 

By the way,t he fee after change will be applied from 

July 1,2021. 

 “Fee after change”  3,000yen per a dog 

               2,000yen per an animal except dogs 

Information: Ｃｉｔｉｚｅｎ‘ｓ Health Division ☎44-3306 

 

 Efforts to reduce waste. 

Eemon Kurutto Corner Plus 

We are holding [Eemon kurruto Corner Plus] as a 

system to reduce things(tableware )that can still be 

used. 

Schedule: April 20 (Tue.)   It is displayed all day. 

※There are no full-time staff.  If you have any 

inquires, please come to the window of Civil Health 

Division 

※We don’t collect tableware at the moment.  

Information: Ｃｉｔｉｚｅｎ‘ｓ Health Division ☎44-3306 

 

 

On the use of a telephone request when discarding 

bulky garbage/incombustible garbage. 

-What is a phone request? 

It is a system that accepts collection of bulky / 

incombustible garbage by phone application and the 

city collects near home.  

｛About procedure｝: 

Call the telephone reception center (☎77-1199) 

Reception time: 9:00a.m.- 4:00p.m. 

(except Sat, Sun, National holiday, year-end, New 

year)  

Collection criteria:  once per household. 

Number of applications: no more than 6 bulky / 

incombustible garbage (bags and wrappings) 

※For details, please visit the calendar 7pages. 

           せいかつ・かんきょう 

れいわ 3 ねん 7 がつ 1 にち よりどうぶつ かそう 

りょうきんが かわります 

かしばし はいきぶつ の しょり および せいそうに かんす

る じょうれいの いちぶ かいせい により、いぬ、・ねこ いが

いのどうぶつ かそう についても りょうきんが ひつよう と 

なります。 

なお、れいわ３ねん７がつ 1 にち より もちこみ ぶんより へ

んこうご の りょうきん が てきよう となります。 

「へんこうごの りょうきん」 いぬ１ たい につき ３，０００えん 

 いぬ いがいの どうぶつ １ たい につき   ２，０００えん 

といあわせさき：しやくしょ  しみんえいせいか☎４４－３３０６ 

 

ごみ げんりょうの とりくみ 

ええもん クルっと コーナー ＋（プラス） 

まだ つかえるモノ （しょっきるい）を リユースする しくみ づ

くり として、「ええもん クルっとコーナー ＋」 を かいさい 

しています。 

にってい：４がつ２０にち（かようび） しゅうじつ てんじ してい

ます。 ※しょくいんは じょうちゅう して いません。 

といあわせが あるばあいは しみん えいせいか まどぐちに 

おこしください。 ※げんざい、しょっきるいの かいしゅうは お

こなって おりません。 

といあわせさき：しやくしょ  しみんえいせいか☎４４－３３０６ 

 

 

『そだいごゴミ・もえないごみ』を すてる ときの 

でんわ リクエスト ごりよう に ついて 

    ―でんわ リクエスト とは？― 

そだいゴミ・もえないゴミの しゅうしゅうを でんわ もうしこみ

に より うけつけ、しが じたく ちかくまで しゅうしゅう する 

せいど です。 

｛ てつづき について ｝ 

でんわリクエスト うけつけ センター（☎７７-１１９９）へでんわ 

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 は のぞく） 

しゅうしゅう きじゅん：1 せたい につき つき １かい 

もうしこみ こすう：そだいゴミ・もえないゴミ（ふくろもの、くくりも

の） の ごうけいで ６てん いない。 

※くわしくは ごみカレンダー７Ｐを さんしょう して ください。 
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-Precaution for using the request for 

 phone request.- 

Please apply a small amount of garbage as such as 

possible, and then grant some extent. 

Please note that if you apply for collecting bulky / 

incombustible garbage left mouth, you can not accept 

it when the collection date will be after wards 

Also, please use it for self-bring-in. 

Currently the number of applicants is very large, and 

acceptance and collection are tight.    

The collection date may be more than a month from 

the reception date, and will be inconvenient, but  

We will ask you for your understanding and 

cooperation. 

-the type of garbage that is easily make mistake 

for a telephone request.-  

Clothes, land cell, kerosene plastic tank, small plastic 

products →   put into a 45liter transparent or 

translucent bag.  

⇒ Please take it out on the day burnable garbage day 

Cans up to the size of cans → empty the contents. 

Spray cans and gas cylinder cans → use up, make a 

hole.  

⇒ Please take it out on the day of cans 

Laundry pole→Cut it into 1 meter pieces, make it as 

heavy as you can hold it with hand, and tie it with a 

string 

Costume case 、  Cutlery( scissors, kitchen knife, 

razor etc.) →wrap the blade with newspaper, towel, 

etc. and put it in a bag. 

Pans, clay pots, frying pans, kettles→ put into a bag. 

⇒ Please apply by telephone request as 

bulky/incombustible garbage. 

 ※If you put it in a bag, use a 45 liter transparent or 

translucent bag, tie up its mouth, and weigh it so 

that you can hold it with one hand. 

◆ Information 

About Self-bring-in：  

Citizen’s Health Division ☎44-3306 

About other garbage: 

    Collection Center     ☎77-4189 

―でんわ リクエスト ご りようじ の 

ちゅういじこうー 

・しょうりょうの ゴミの もうしこみは きょくりょく さけて いた

だき、あるていど まとめて から おもうしこみ ください。 

・しがい への ひっこしの さいに でた そだい・もえないゴミ 

 のしゅうしゅうを もうしこむ ばあいは、しゅうしゅうび が ひ

っこしご になると うけつけが できません。 

また、じこ はんにゅうも ごりよう ください。 

げんざい、もうしこみ けんすうが たいへん おおく なって

おり、うけつけ および しゅうしゅうが ひっぱく していま

す。 

しゅうしゅうび が うけつけから 1 かげつ いじょう さきに

なる ばあいもあり、、みなさま には ごりかい と ごきょう

りょくを おねがい します。 

 ―でんわリクエストの もうしこみで まちがえ  

やすい ゴミの しゅるいー 

いるい、ランドセル、とうゆポリタンク、こがたプラスチックせい

ひん→４５Ｌの とうめい または はんとうめいの ふくろに い

れる。 

⇒「もえる ゴミの ひに だして ください。」 

1 とかん までの おおきさの かん→なかみを からに する。 

スプレーかん、ガスボンベの かん→つかいきり、あなを あけ

る。  

⇒かんの ひに だしてください。 

ものほし ぼう →１ｍていどに せつだんし 、かたてで もて

る 

ていどの おもさにして ひもでくくる。 

いしょう ケース 

はものるい（はさみ、ほうちょう、カミソリなど）→はの ぶぶんを

しんぶんし、タオルなどで まいて、ふくろに いれる。。 

なべ、どなべ フライパン、やかん→ ふくろに いれる 

⇒そだいゴミ・もえないゴミ としてでんわ リクエストで もうし

こんで ください。 

※ふくろに いれる ばあいは４５Ｌの ふくろ（とうめい または 

はんとうめい のビニールぶくろ）で、くちを しばり、かたてで 

もてる ていどの おもさに 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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“Everyone’s Concert” 

Futakami Bunka Center holds “Everyone’s Concert” 

1-2 times a month, in which citizen’s perform their 

musical instruments. Why don’t you show the results 

of your daily practice? 

※Due to the new coronavirus prevention of infection 

outbreak, vocal music and chorus are not allowed. 

※For details such as the date and contents of 

performance, please contact the office of Futakami 

Bunka Center.  

  

Fureai Kitchen “Sora” 

“Fureai Kitchen Sora”  opened in last October. 

We are offering a special menu that can taste a 

gourmet of nationwide in the monthly regular. 

All of our staff are looking forward seeing you. 

 

⚫Business hours: 11:30a.m. – 3:30p.m. 

⚫Closed day: Sat .Sun. National Holidays. 

 

2021, 1st
  Special Exhibition. 

“Escape from the Plague!!  Play and come true!! 

God of Osaka Yamaguchi Shrine” 

We will exhibit the private statue of Osaka Yamaguchi  

Shrine (Ousaka) which was worshiped as a shrine for 

the escape of the plague in the Middle Ages.  

⚫Term: April 29 (Thur. Holiday) - May 30 (Sun) 

⚫Place: Special exhibition room in Nijousan Museum 

⚫Admission Fee:  

  Adult200,  Student (university -high school) 

150yen, Child (junior hi-school– elementary)  

100yen,  

Preschool child free  

 

Information: 

    Futakami  Bunka Center  ☎77-1000 

    Nijousan Museum       ☎77-1700 

 

 

 

 

  「みんなの コンサート」 

ふたかみ ぶんか センターでは、まいつき １～２かい、しみ

んの みなさんに しゅつえん して いただき がっきの えん

そうを ひろう する「みんなの コンサート」を じっししていま

す。みなさんの ひごろの れんしゅうを ひろう してみません

か？ 

※しんがたコロナウイルスかんせん かくだいぼうしのため、せ

いがく・コーラス などは ごえんりょ いただいて います。 

※こうえんび や ないよう など、くわしくは ふたかみ ぶん

かセンター じむきょくに ごれんらく ください。 

 

ふれあい キッチン 「そら」 

さくねん １０がつに ふたかみ ぶんかセンターに オープン 

した 「ふれあい キッチン SORA」。 つきがわりで にほん 

ぜんこくの ごとうちグルメが あじわえる とくべつ メニューを 

ていきょうして います。 スッタフ いちどう ごらいてんを お

まち しています。  

⚫えいぎょうじかん：ごぜん１１じ３０ぷん～ ごご３じ３０ぷん 

⚫きゅうぎょうび： にちようび、どようび、しゅくじつ 

 

れいわ３ねんど だい１かい きかくてん 

「えきびょう たいさん！ いのり かなえたまえ.         -

おおさか やまぐち じんじゃ の しんぞうぐん- 」 

ちゅうせい には えきびょう たいさを ねがう じんじゃとして 

しんこう されてきた、 おおさか やまぐち じんじゃ （おうさ

か）の ひこうかいの しんぞう などを てんじ します。 

⚫きっかん： ４がつ２９にち（もく・しゅく）～５がつ３０日（にち） 

⚫ばしょ： にじょうさん はくぶつかん きかく てんじ しつ 

⚫にゅうじょうりょう： 

おとな １２０えん 

がくせい （だい・こう） １５０えん 

こども（ちゅう.・しょう）  １２０えん 

みしゅうがく じ  むりょう 

 

といあわせさき： 

ふたかみぶんかセンター   ☎７７-１０００ 

にうじょうさん はくぶつかん。☎７７-１７００ 

Notice of Futakami Bunka Center 

ふたかみぶんかセンター の おしらせ 
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◆Rabies vaccination ◆きょうけんびょう　よぼう　ちゅうしゃ

◆Please be sure to take ◆かならず　うけて　ください

◆Price：3400yen ◆りょうきん：３４００えん

◆Application: by telephone：☎77-4189 ◆といあわせさき：☎７７－４１８９

Rabies prevention group injection schedule

きょうけんびょう　よぼう　ちゅうしゃ　にっていひょう

Date ・ にちじ Time ・ じかん Place ・ ばしょ

5/10  9:30a.m.-10:10a.m. Garbage center(Nishimami 2chome)

５がつ１０か ごぜん９じ３０ぷんー１０じ１０ぷん ごいどう　しゅうしゅうセンター(まみがおか ２ちょうめ)

10:30a.m.-11:20a.m. Kashiba Higashi Junior High School

(Monday) ごぜん１０じ３０ぷんー１１じ２０ぷん かしば　ひがし　ちゅうがっこう

げつようび 13:30p.m.-14:10p.m. Nishi Mami  Community Hall

ごご１じ３０ぷん－２じ１０ぷん にしまみ　じち　かいかん

14:30-15:20p.m. Gojido Public Hall

ごご２じ３０ぷんー３じ２０ぷん ごいどう　こうみんかん

5/11   9:30a.m.-10:20a.m. Kmada Public Hall

５がつ１1にち ごぜん９じ３０ぷんー１０じ２０ぷん かまだ　こうみんかん

  10:40a.m.-11:20a.m. Ryofukuji assembly hall

(Tuesday) ごぜん１０じ４０ぷんー１１じ２０ぷん りょうふくじ　しゅうかいしょ

かようび 13:30p.m.-14:00p.m. Kitsui Public Hall

ごご１じ３０ぷんー２じ きつい　こうみんかん

14:20p.m.-15:00p.m. Isokabe Public Hall

ごご２じ２０ぷんー３じ いそかべ　こうみんかん

15:20p.m.-15:50p.m. Hata Public Hall

ごご３じ２０ぷんー３じ５０ぷん はた　こうみんかん

5/12   9:30a.m.-10:10a.m. Hakuhodai Assembly Hall

５がつ１２にち ごぜん９じ３０ぷんー１０じ１０ぷん はくほうだい　しゅうかいしょ

  10:40a.m.-11:30a.m. Kashiba Kita Junior High School

(Wednesday) ごぜん１０じ４０ぷんー１１じ３０ぷん かしば　きた　ちゅうがっこう

すいようび 13:30p.m.-13:50p.m. Shimodera Public Hall

ごぜん１じ３０ぷんー１じ５０ぷん しもんでら　こうみんかん

14:10p.m.-14:30p.m. Hatanoura assembly hall

ごご２じ１０ぷんー２じ３０ぷん はたのうら　しゅうかいしょ

14:50p.m.-15:20p.m. Kaminaka minami assembly hall

ごご２じ５０ぷんー３じ２０ぷん かみなか　みなみ　しゅうかいしょ

5/13   9:30a.m.-10:20a.m. Shimondera Community Center

５がつ１３にち ごぜんじ３０ぷんー１０じ２０ぷん しもだ　ちく　こうみんかん

  10:40a.m.-11:20a.m. Kitaimaishi Public Hall

(Thursday) ごぜん１０じ４０ぷんー１１じ２０ぷん きたいまいち　こうみんかん

もくようび 13:30p.m.-13:50p.m. Anamushi west public hall

ごご１じ３０ぷんー１じ５０ぷん あなむし　にし　こうみんかん

14:10p.m.-14:30p.m. Anamushi Nijyo Public Hall

ごご２じ１０ぷんー２じ３０ぷん あなむし　にじょう　こうみんかん

14:50p.m.-15:30p.m. Takayamadai assembly hall

ごご２じ５０ぷんー３じ３０ぷん たかやまだい　しゅうかいしょ

5/14   9:30a.m.-10:10a.m. Sekiya Aobadai Kaikan

５がつ１４か ごぜん９じ３０ぷんー１０じ１０ぷん せきや　あおばだい　かいかん

10:30a.m.-11:10a.m. Sekiya Kintetu-jyutakuti assembly hall

(Friday) ごぜん１０じ３０ぷんー１１じ１０ぷん せきや　きんてつじゅうたくち　かいかん

きんようび 13:30p.m.-14:00p.m. Sekiya New Public Hall

ごご１じ３０ぷんー２じ せきや　しん　こうみんかん

14:30-15:20p.m. Osaka Public Hall

ごご２じ３０ぷんー３じ２０ぷん おおさか　こうみんかん  

 


