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ＫＡＳＨＩＢＡ ＣＩＴＹ ＭＯＮＴＨＬＹ 

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

 かしばし こんげつの おしらせ 

June ２０２1 

6がつ 

Translated by Global Kashiba 

グローバル かしば ほんやく 

 

Notice of new coronavirus vaccination  

              (as of May 31th)  

In Kashiba city, we have been promoting mass 

inoculation of elderly people (born before  April 1, 

1957) in order from the older ones. 

(Inoculation place : City sports Center or Health 

Center) < Number of inoculated people 2,767 (of which 

683 were second) > 

〇Reservation acceptance     Covid-19 vaccination 

call center (Acceptance   Weekdays from 9:00 am 

to5:00 pm, inside the Health Center)    

*Reservation acceptance is accepted only at the call 

center. 

〇Reservation method     Phone (Dedicated dial  

44-8970) , LINE (City official LINE account) or 

Counter (If you are hearing impaired, you can also 

use FAX (76-6775)) 

*Please be careful not to make a mistake in the 

telephone and fax number. 

〇Schedule     We will send the reservation 

information to the elderly people in order from the 

older ones and accept reservations (You cannot 

have a reservation until the reservation information 

is arrived). 

  The immediate schedule is as shown in the table on 

the right (The updated information will be 

announced on the city homepage and LINE.). 

 Age      Sending Time of   Reservation  

 Section   Reservation      Acceptance 

 しんがたコロナウイルス ワクチン せっしゅ の  

 おしらせ  (5 がつ 31 にち じてん) 

ほんし では ５がつ ２４にち いこう、 ねんれい の  

たかい かた から じゅんに、 こうれいしゃ （しょうわ ３２ね

ん ４がつ １にち いぜんに おうまれ） の かたの  

しゅうだん せっしゅ （せっしゅ かいじょう ： そうごう  

たいいくかん または ほけん センター） を すすめています。

＜せっしゅずみしゃすう２,７６７にん（うち 2 かいめ 683 にん）＞ 

〇よやく うけつけ  しんがた コロナ ウイルス ワクチン  

せっしゅ コールセンター （うけつけ へいじつ ごぜん ９

じから ごご５じ、 ほけん センター ない） 

＊よやく うけつけ は コールセンター での じっし 

 

〇よやく ほうほう  でんわ （せんよう ダイヤル  

４４―８９７０）、ＬＩＮＥ （し こうしき ＬＩＮＥ アカウント）  

または まどぐち （ちょうかく しょうがい の ある かた は 

ＦＡＸ （７６―６７７５）も ごりよう いただけます。 

＊でんわ ・ ＦＡＸ ばんごう は おまちがえ の ない よう 

  おねがいします。 

〇スケジュール  ねんれい の たかい かた から じゅんに 

  よやく あんない を そうふし、 よやく を うけつけます 

 （よやく あんない が とどく まで よやく は  

できません）。 

   とうめん の スケジュール は うひょう の とおり です 

（さいしん じょうほう は し ホームページ や ＬＩＮＥ で 

おしらせします）。 

 

ねんれい      よやく あんない     よやく うけつけ 

くぶん        そうふ じき        かいし にちじ 
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           Information      starting date  

and time 

 77 and     Sent          Now accepting 

over                     reservations 

74 ～76   June 1st      June 3rd am 9:00   

         (Tuesday)         (Thursday) 

73        June 3rd      June 7th am 9:00  

        (Thursday)          (Monday) 

72        June 3rd     June 8th am 9:00 

(Thursday)        (Tuesday)  

71     June 8th      June 11th am9:00 

        (Tuesday)        (Friday)   

70     June 11th     June 15th am9:00 

        (Friday)          (Tuesday) 

64～69 middle to end     middle to end  

of June (planned)  of June (planned) 

The age is shown as the age as of April 1, 3rd 

year of Reiwa. 

◆Information  

Covid-19 vaccination call center ☎ 44－8970 

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

(Excluding Saturday, Sunday and holidays) ] 

 

 

 

We will issue a subsidy for expenses related to 

m measures to prevent the spread of Covid-19 

infections.  

We will issue a subsidy for express related to 

equipment such as ventilation, equipment such as air 

purifiers, and consumable such as masks, which the 

companies in Kashiba city get newly to prevent the 

spread of Covid-19. 

◆Eligible     Expenses related to newly acquired 

equipment, furniture, etc. between April 1 (Thursday) 

and September 30 (Thursday). 

Kashiba city will issue a cooperation fee to 

restaurants in the city that helped shorten the 

business hours.  

 

 

７７ さい      そうふ ずみ     よやく  

うけつけ ちゅう 

７４～７６ さい   ６がつ １にち    ６がつ ３にち （もく） 

               （か）       ごぜん ９じ 

７３ さい      ６がつ ３にち    ６がつ ７にち （げつ） 

              （もく）          ごぜん ９じ 

７２ さい      ６がつ ３にち     ６がつ ７にち （げつ） 

                   (もく)          ごぜん ９じ   

７１ さい     ６がつ ８にち   ６がつ １１にち （きん） 

             （か）          ごぜん ９じ 

７０ さい     ６がつ １１にち   ６がつ １５にち （か） 

             （きん）         ごぜん ９じ 

６４～６９ さい  ６がつ ちゅうじゅん ６がつ ちゅうじゅん 

           ～げじゅん（よてい） ～げじゅん（よてい） 

ねんれい は れいわ ３ねん ４がつ １にち げんざい の 

ねんれい で ひょうき しています。 

◆といあわせさき  

しんがた コロナ ウイルス ワクチン せっしゅ  

コールセンター ☎ ４４－８９７０   

[ 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） ] 

 

 

しんがた コロナ ウイルス かんせんしょう  

まんえん ぼうし ちいさく に かかる けいひ に 

たいし、 ほじょきん を こうふ します。 

 しない じぎょうしゃ が まんえん ぼうし たいさく の ため

に あらたに しゅとくする かんき など の しょうもうひん に 

かかる けいひ に たいし ほじょきん を こうふ します。  

 

 

◆たいしょう  ４がつ １にち （もく） から ９がつ ３０にち 

（もく） の あいだ に あらたに しゅとく した せつび、 

びひん など に かかる けいひ。 

えいぎょう じかん たんしゅく に きょうりょく  

いただいた しない の いんしょくてん など に、

し より きょうりょくきん を こうふ します。 
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◆Eligible     Restaurants and etc. in the city whose 

business hours have been shortened from 5 am to 8 

pm between May 1 (Saturday) and 31 (Monday). 

◆Application deadline (It depends on the shortening 

period.) 

  June 11 (Fri.)   (the shortening period : 5/1～11) 

June 30 (Wed.)  (the shortening period : 5/12～31) 

*Please see the City homepage for details. 

◆Application / Contact Information 

City Hall Commerce and industry Promotion Division 

☎ 44－3312 

〒６３９－０２９２  Honmachi １３９７ 

 

Information on special benefits for 

child-rearing households (for single-parent 

household) 

As the effects of Covid-19 continue for a long time, 

we will provide “special benefits of Child -rearing 

households“ as financial support for child-rearing 

households. 

◆Benefit amount  Uniform 50,000 yen per 1 child 

◆Those who need an application 

Those who fall under any of the following among 

single-parent households 

① Those who are receiving a public pension, etc. and 

who are going to stop fully paid for the 

child-rearing allowance for April of 3rd year of 

Reiwa (those who did not apply for a child-rearing 

allowance due to receiving a public pension are 

also eligible (with income restrictions) 

② Those who received the same level of income as 

those who received child-rearing allowance, such 

as households suddenly changing due to the 

influence of Covid-19. 

*Please check the City homepage for how to apply. 

 

*Please contact us by phone for details. 

◆Application / Contact Information 

General Welfare Center  Child Welfare Section 

☎ 79-7522 

◆たいしょう    ５がつ １にち （ど） から ３１にち （げつ） 

の あいだに、 えいぎょう じかん を ごぜん ５じ から ご

ご ８じ までの あいだ に たんしゅく した しない の  

いんしょくてん など 

◆しんせい きげん （たんしゅく じかん に より  

ことなります） 

 ６がつ １１にち （きん） （たんしゅく きかん ５／１～１１） 

 ６がつ ３０にち （すい） （たんしゅく きかん ５／１２～３１） 

＊くわしく は し ホームページ を ごらん ください。 

◆しんせい ・ といあわせさき 

 しやくしょ しょうこう しんこう か ☎ ４４－３３１２ 

 〒６３９－０２９２  ほんまち １３９７ 

 

こそだて せたい せいかつ しえん とくべつ  

きゅうふ きん（ひとりおや せたい ぶん）の  

ごあんない 

 しんがた コロナ ウイルス かんせんしょう の えいきょう 

が ちょうきか する なか、 こそだて せたい に たいする 

けいざい てき しえん として、 「こそだて せたい せいかつ 

しえん とくべつ きゅうふ きん」 を しきゅう します。    

◆きゅうふ がく  じどう ひとり あたり いちりつ ５まんえん 

◆しんせい が ひつような かた  ひとりおや せたい の 

うち、 つぎの いずれかに がいとう する かた 

① こうてき ねんきん など を じゅきゅう しており、 れい

わ ３ねん ４がつ ぶん の じどう ふよう てあて の 

しきゅう が ぜんがく ていし される かた （こうてき 

ねんきん じゅきゅう により じどう ふよう てあて を 

しんせい しなかった かた も たいしょう と なる こと 

が あります （しょとく せいげん あり）） 

② しんがた コロナ ウイルス かんせんしょう の  

えいきょう を うけて かけい が きゅうへん する など、 

しゅうにゅう が じどう ふよう てあて を じゅきゅう  

している かた と おなじ すいじゅん と なっている 

かた 

*しんせい ほうほう は し ホームページ を ごかくにん 

 ください。 

*くわしく は でんわ で おといあわせ ください。 

◆しんせい ・ といあわせさき 

 そうごう ふくし センター じどう ふくし か 

 ☎ ７９－７５２２ 
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WANTED ART WORKS 

The 50ｔｈ Art Exhibition of Senior Citizens. 

 

Eligible: The amateurs born before April 1, 

1963 who live in Nara Pref. 

 

Item: Japanese painting, Western painting, calligraphy, 

Industrial art, handicraft and photography. 

 

Number: 1 person can display 2 pieceｓ. 

The work must be original and unpublished. 

 

Fee: \1,000 (excluding bank payment fee). 

 

Application ＆ Information:  

By June 30 (Wed.) SOUGOU HUKUSHI Center,  

Care Welfare Section (☎79-7521) 

 

 

 

 

 

 

 

Traditional Japanese music concert  

 

Date: 6/27 (Sunday) 12:30p.m.-4:00p.m. 

 

Place : Futakami Culture Centre 1F 

Detail : Traditional Japanese music concerts  

         by Koto and syakuhachi 

  Fee: free  

  Application & Information：  

Kasiba city SANKYOKU association 

(The person on duty---YANO) 

☎ 090-5151-8913 

 

 

 

 

 

 

さくひんぼしゅう 

だい５０かいならけんこうれいしゃびじゅつひん 

 

たいしょう：ならけんにすんでいる１９６３ねん４がつ１にち 

いぜんのうまれでアマチュアのかた。 

 

しゅもく：にほんが、ようが、しょ、こうげい、しゅげい、 

しゃしんの６しゅもく。 

 

てんすう：ひとり２てん（さくひんはしゅっぴんしゃが 

そうさくしたもので、みはっぴょうのものにかぎりま

す。） 

ひよう：１，０００えん(ふりこみてすうりょうをのぞく) 

 

もうしこみ＆といあわせさき： 

６がつ３０にち（すいようび）までに、そうごうふくし 

センターかいごふくしか（☎７９-７５２１） 

 

 

 

 

 

 

 

ほうがく えんそうかい 

 

にちじ： ６がつ２７にち （にちようび） ごご１２じ３０ぷん～４じ 

 

ばしょ： ふたかみ ぶんか センター1F 

ないよう： こと や しゃくはち に よる ほうがく えんそうか

い 

ひよう： むりょう 

もうしこみ・といあわせさき：  

      かしば し さんきょく きょうかい 

        (たんとう --- やの) 

        ☎ ０９０－５１５１－６９１３ 
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Consultation corner 

・  Legal advice 

     2 nd・4th (Wednesday) 1:30p.m.-17:00p.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 

✥Gattukou 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 

 

 

 

 

 

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～５じ 

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・・・ごぜん９じ～ごご５じ  

そうごう ふくしセンター           ☎ ７９－７５２２ 

・   ひとり おや かてい 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 

・  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 
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★ Baby Massage with oil 

 

 ・Date＆Time：7/16(Fri) 10:00a.m ～11:00a.m 

 ・Place：Hoken (Health) Center 2F・Kenko Zoushin 

Shitsu(Health promotion Room) 

 ・ Eligible: from 2 months to 6 months old babies and 

their guardians who live in Kashiba city. 

 ・ Numbers: 8 pairs 

 ※ in case of many applicants , it will be a lottery 

 ・Details::Having a good time with your babies by 

giving them a gentle oil massage 

 ・ Fee: Free 

 ・Application period: 6/14(Mon) ～ 7/5(Mon) 

 ・ How to apply:  Please enter necessary items on 

the e Koto Nara electric home page  

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

     and please apply. 

 ・ Contact: Sogo Fukushi (General Welfare) 

  Center,  Child Fukushi-ka,    Tel: 79-7522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notification From The Public Health Center  

✤Application：at Public Health Center ☎ 77-3965 

Map Walking 

   ・6/30 (Wednesday)  

   ・Meet at the public health center at 9:30am  

    ・Waking to the Takatsuka District Park with a 

stretch promotion leader 

   ・What to bring : Drink, towel, cap   

   ・Application: by telephone  

   ※If it rains, this class will be cancelled. 

 

 

★オイルをつかってベビーをマッサージ 

・ にちじ： ７/１６ (きんようび) １０じ～１１じ  

・ 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： ２ヶげつ から ６ヶげつ くらい までの  

           しない ざいじゅうの ベビーと ほごしゃ 

・ ていいん： ８くみ 

 ※もうしこみしゃが おおい ばあいは ちゅうせんと 

      なります。 

 ・ないよう：オイルで あかちゃんを やさしく マッサージして 

      あかちゃんとの じかん を たのしみます。 

 ・ ひよう： むりょう 

・ もうしこみきかん：６/１４(げつようび）～ ７/５（げつようび） 

 ・ もうしこみ ほうほう 

e こと なら でんし しんせい ホームページ 

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

ひつよう じこうを にゅうりょく し、もうしこみ 

    してください。   

 ・といあわせ さき： そうごう ふくし センター 

              じどう ふくしか ☎７９-７５２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

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 

   ・６/３０（すいようび） 

   ・そうごう ふくしセンター、ごぜん９：３０ しゅうごう 

 ・ないよう： たかつかちくこうえん ほうめん へ ウォー

キング 

   ・もつてくるもの：のみもの、タオル、ぼうし 

 ・もうしこみふよう 

※あめ の ばあい は ちゅうし します 
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Periodontal Checkup 

    ・7/6 (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. 

Tooth brushing class 

    ・7/12 （Monday） at the Health Center 

     ①9：15am 

②10:00am 

③10:45am 

    ・Contents: Toothbrushing lecture 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, bath towel 

・Application :  by telephone at any time 

 

Dental check-up for pregnant women 

    ・7/15 (Thursday) 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 at any time 

*Please get the check-up when your condition 

is stable 

 

Kashiba Health Promotion Class 

・7/16 (Friday)  10:00am-11:00am 

・Place : the Public Health Center 

    ・Limit : 14 people 

    ・Contents: Correct posture and walking” 

・What to bring: towel and water,  

Please wear comfortable clothes and shoes. 

 ・Application : by telephone from 6/15 (Tuesday) 

 

Let's  enjoy  stretching 

  ①7/2 (Friday) 10:00am-11:00am 

Aerobic stretching to the music in fast tempo. 

i 

 ししゅうびょう けんしん 

７/６ （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 

 

 はみがき きょううしつ 

   ・７/１２（げつようび） 

    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： しかえいせいし に よる  

ブラッシング しどう と フッソ たいけん 

・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 

・７/１５（もくようび）  ごご１：００〜３：３０ 

・ばしょ： ほけんセンター 

・たいしょう： 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 

 

かしば けんこうアップ きょうしつ 

・７/１６ （きんようび） ごぜん１０：００〜１１：００  

   ・ばしょ： ほけんセンター 

   ・ていいん： １４めい 

   ・ないよう： ただしい しせい と あるきかた 

 ・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：６/１５（かようび）から  

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  

①７/２（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 
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②7/8 (Thursday) 2:00pm-3:00pm 

Stretching sitting in a chair 

・ Place: the Public Health Center  

 ・Limit: 14 people per day 

   ・What to bring : water, towel 

    ・Application :  by telephone from 6/15(Tuesday) 

＊Those who participated on Jun can’t apply. 

  However, you can apply if it’s available one week 

before the start date. 

 

  

Health gymnastics class   

     ・7/26 (Monday)  

 ①9:50pm   

②10:50am 

・Limit: 14people each time 

   ・Place: the Public Health Center  

     ・ What to bring：Water and towel 

・Application: by telephone from 6/15 (Tuesday) 

(Ether ① or ②) 

  ＊Those who participated on Jun can’t apply. 

  However, you can apply if it’s available one week 

before the start date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②７/８（もくようび）  ごご２：００〜３：００ 

        いす に すわって ストレッチ 

 ・ばしょ： ほけんセンター 

・ていいん： いちにち１４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 

    ６/１５（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 

※６がつ に さんか した かた は もうしこめません 

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 

 ・７/２６ （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 

 ・もうしこみ：６/１５（かようび）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） 

※６がつ に さんか した かた は もうしこめません 

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。 
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Storytelling for children （from 3years)  

 

◆6/26 (Saturday)  

・3:00 p.m.-3:30 p.m.  

・The first 10 arrivals  

 

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

 

◆6/11 (Friday) , 6/25 (Friday), 7/9 (Friday) 

①10:30 a.m.-10:50 a.m.  

②11:00 a.m.-11:20 a.m.  

・The first 5 pairs  

※Reception is from 10:10 a.m. 

 

 

Small recitation for adults  

 

◆6/25 (Friday)  

・1:30 p.m.-2:10 p.m.  

・The first 9 arrivals 

 

 

 

Library information  

 

◆Opening hours  

・Tuesday～Thursday・Sunday・Holiday  

9:30 a.m.～5:00 p.m.  

・Friday and Saturday (excluding holidays)  

9:30 a.m.～7:00 p.m.  

※For lending and returning DVD, CD etc.  

to the library  

◆Closed days in June and July  

6/7 ・ 14 ・ 21 ・ 28   

7/1 ・ 5 ・ 12 ・ 19 ・ 26 

 

 

 

 

 

 

としょかん おはなし かい （３さい から）  

 

◆６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）  

 

◆６がつ１１にち （きんようび）、６月２５にち （きんようび）、 

 ７がつ９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 ちいさなろうどくかい  

 

◆６がつ２５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  

 

◆５がつ・６がつの きゅうかんび  

６/７ ・ １４ ・ ２１ ・ ２８  

7/1 ・ ５・ １２・ １９・ ２６ 
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June is Environment Month 

-Let’s get started, “an environmentally friendly 

life” -  （Information：Citizen’s Health Division      

☎ 44-3306） 

June is Environment Month and June 5th is 

Environment day. 

Why don’t you take opportunity of Environment Month 

to consider your life style and start “an 

environmentally friendly life ? 

What is the “environment friendly life” we can do? 

○Try to reduce the amount of garbage and properly 

separate garbage from your home. 

○Work on daily energy at home, such as turning off 

the power of unused lighting an electrical equipment 

diligently. 

○The septic tank should be cleaned at least once a 

year , legal in sections should be carried out once a 

year, and maintenance and inspections should be 

carried out regularly 

○Carry your own bag or bottle and try to reduce the 

generation of garbage. 

○When you go out ,try to use buses, and trams, and 

bicycles. 

○When driving a car, practice eco-driving. 

○Actively utilize products for reuse.  

 

  “About Eemon Kurruto Corner ＋” 

In this city, the reuse corner “Eemon Kurutto Corn.er 

plus” which collects tableware that can still be used 

from everyone and gives it to those who need it, is 

permanently installed on the 1F of the city hall. 

In addition, we are also holding a temporary expanded 

version of “Kurutto Eemon Corner ＋） and the next 

event is scheduled as follows. 

※Currently,Ｗｅ do not collect tableware. 

｛Ｎｅｘｔ scheduled date ｝： June 18th (Fri.) 

＊ To avoid congestion, we are exhibiting from 

9:00a.m. to 4:00p.m. 

 

 

 

６がつ は かんきょう げっかん 

- はんじめよう、”かんきょう に やさしい 

 せいかつ” ！- 

（といあわせさき：しみん えいせいか ☎ ４４－３３０６） 

６がつは かんきょう げっかん、６がつ５にち は かんきょう 

の ひです。 

かんきょう げっかん を きっかけ として、ライフスタイル 

を みつめ なおし、かんきょう に やさしい せいかつ を 

はじめて みませんか？ わたしたちに できるかんきょうに 

やさしい せいかつってなんだろう？ 

○ごみ の げんりょう を こころがけ、かてい から でた 

ゴミ は ただしく ぶんべつ する。 

○しよう していない しょうめいや でんき きき などの で

んげん は こまめに きるなど、かていで の にちじょう

てき な しょうエネルギー に とりくむ。 

○じょうかそう の せいそう は ねん１かい いじょう、ほう

いてい けんさ は ねん１かい かならず じっしし、 ほし

ゅてんけん を ていきてき に じっし する。 

 

○マイバッグ や マイボトル を もちあるき、ゴミ の 

 はっせい を よくせい する。 

○でかける さい は バス や でんしゃ、じてんしゃ など   

 の りよう を こころがける。 

○じどうしゃを うんてんするときは エコドライブをじっしする。  

○リユースひん を せっきょくてき に かつよう する。 

 

 ええもん クルッと コーナー について 

ほんし では 、まだつかえる 「しょっきるい」 を みなさまか

ら あつめ ひつようと するかたに さしあげる リユースコー

ナー 「ええもん クルッと コーナー」 を しやくしょ １かいに 

じょうせつ しています。 また、りんじ かくだいばん と なる 

「ええもん クルッと コーナー ＋（プラス）」も かいさい して

おり、じかい かいさい よていは つぎの とおりです。 

※げんざい、しょっきるいの かいしゅうは しておりません。 

＜じかい かいさい よていび＞： ６がつ１８にち（きんよう） 

＊こんざつ を さける ため、 ごぜん ９じ ころから ごご４

じ ころまで てんじ しています。 
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There are many “environmentally friendly lives” that 

you can get close to ！ 

Let’s think about the environment together and 

project the future of the earth! 

 

 

yes yes Let’ start an environmentally friendly life. 

 

Summer eco-style is being practiced ！ 

As one of the efforts to prevent global warming. 

The city is implementing summer eco-style such as 

thorough proper air conditioning and enforcement of 

light clothing until the end of October this year. 

We ask for the understanding and cooperation of 

citizens. 

  

We would like to ask you about collecting 

phone requests ！！ 

（Information：Citizen’s Health Division  

☎ 44-3306） 

What is phone request collection? 

This is a system that asks everyone to request the 

collection of bulky and incombustible garbage from the 

phone request reception center. 

The outline of system, precautions, and garbage that 

can be requested are described on page 7 of the 

garbage calendar. 

Garbage calendars are placed at the city hall Citizen’s 

Health Division window and General Welfare Center, 

and are posted on the city’s office website. 

About glass product: 

Glass products are one of the items that you should 

handle with care in the requested garbage. 

 

・Put in a plastic bag up to 45liters/ 

  ⇒request is possible. Wrap it in newspaper, put it in 

a bag and put a piece of ｐaper stating “with glass” on 

the bag.  

 

 

 

みじかに できる 「かんきょうに やさしい せいかつ」 は、 

たくさん あるね ！ みんなで 「かんきょう」 について か

んがえ 、ちきゅうの みらいを まもって いこう！ 

 

 

うん、うん！ 

かんきょうに やさしい せいかつを はじめて みよう 

 

なつ の エコスタイル じっし ちゅう ！ 

ほんしでは、ちきゅう おんだんかぼうし の とりくみ の ひ

とつとして、ことしも １０がつ まつまで 、てきせい れいぼう 

の てってい と けいそう の れいこう など、なつ の エコ

スタイルを じっし しています。 しみん の 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。 

 

 

でんわ リクエスト しゅうしゅう にかんする 

おねがいです！！ 

（といあわせさき：しみん えいせい か 

 ☎４４－３３０６） 

でんわ リクエスト しゅうしゅう とは ？ 

みなさま にでんわ リクエスト うけつけ センターへ そだ

い・もえない ゴミ の しゅうしゅう を リクエスト して いただ

く せいど です。 

せいど のがいよう・ちゅういてん、リクエスト かのうな ゴミ

に ついては ゴミカレンダー ７ページ に きさい が ありま

す。 

ゴミカレンダー は しやくしょ しみん えいせいか まどぐち 

および そうごうふくし センター などに はいちしており、しの 

こうしき ホームページ じょうに けいさい しています。 

ガラス せいひん に ついて 

ガラス せいひん は リクエスト かのう な ゴミ の なかで 

とりあつかい に ごちゅうい いただき たい ひんもく の 

ひとつ です。 

・４５Ｌまで ポリぶくろ に はいる 

⇒リクエスト かのう。しんぶんし などに つつんで ふくろに 

いれ、その ふくろに 「ガラス あり」 と めいき した かみ

を はって ください。 
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・Don’t fit in bags up to 45liters 

 ⇒request is possible（but less than 1m） 

Please stick the gum tape without any gaps. 

・Glassware of 1m or more and furniture in which  it is 

fitted. 

 ⇒request is impossible, Please contact the City Hall 

Citizen’s Health Division. 

For those who are planning to move out of the city.  

If you request the collection of bulky, incombustible 

garbage that came out ｗhen preparing to move out 

of city, you will not be able to collect it if the collecting 

date is after the move, so please request as soon as 

possible. 

Ｃｕｒｒｅｎｔｌｙ、the number of applications is very large, 

and the collection date may be one month or more 

ahead of the reception date. 

We apologize for any inconvenience, and thank you for 

your understanding and cooperation. 

  

Information: Telephone Request Reception Center 

                 ☎ 77-1199 

 

6/30(Wed.)is the day for collecting harmful 

garbage. 

Harmful garbage is dry batteries (excluding button 

batteries), fluorescent lights, and light bulbs. 

There cannot be put out on the day of burnable 

garbage, and cannot be requested or self-carried. Also 

please be careful not to forget to put it out as the 

collection date is only 5th Wednesday.  Please bring 

the button battery to the collection cooperation store 

of the electronics retail store or The Citizen’s 

Hygiene Division of city hall. 

 

Put the “fluorescent light/bulb” and “dry cell” in 

separate transparent or translucent plastic bags, 

and do not attach the gum tape directly to the 

fluorescent light. 

 

Information::Collection Center  ☎77-4189   

  

    ・４５Ｌ の ポリぶくろ に はいらない。 

    ⇒ リクエスト かのう。（ただし １ｍみまん）。 ガム 

テープを すきまなく はって ください。 

    ・１ｍ いじょうの ガラス せいひん および それが は

められ ている かぐ. 

    ⇒リクエスト ふかのう。 しやくしょ しみん えいせいか 

まで ごそうだん ください。  

しがい へ ひっこし を よてい されている かたへ 

しがいへ ひっこし じゅんび のさい でた そだい・

もえないゴミ の しゅうしゅうを リクエスト される 

ばあい、しゅうしゅうび が ひっこしの あとに なっ

て しまうと しゅうしゅうが できません ので 、おは

やめに リクエスト 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、しゅうしゅうび が うけつけび から 1

かげつ いじょう さきになる ばあい が あります。 

みなさま には ごふべんを  おかけします が ご

りかい と ごきょうりょく を おねがい します。 

 

といあわせさき： でんわリクエスト うけつけセンター 

              ☎７７- １１９９ 

 

６がつ３０にち（すいようび） は ゆうがいゴミ    

の しゅうしゅび です。  

ゆうがい ゴミ とは かんでんち（ ぼたん でんち 

を のぞく）・けいこうとう ・でんきゅう の ことです。

これらは もえるゴミのひ には だせず、リクエスト・

じこはんゆう もごりよう いただけ ません。また、し

ゅうしゅうびが だい５ すいようび のみで あるため、

だしわすれの ないように ごちゅうい ください。ボタ

ンでんちに つきましては かでん りょうはんてん 

の かいしゅう きょうりょくてん または しやくしょ し

みん えいせいか まで おもち ください。 

 

「けいこうとう・でんきゅう」と「かんでんち」 は、べつ

べつの とうめい か はんとうめい の ポリぶくろ 

に いれ、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。 

 

といあわせさき：しゅうしゅうセンター ☎７７－４１８９ 
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34 ｔｈ Kashiba Rakugo Telling 

“Futakamitei” 

◆Performer: Teppei Shouｆukutei and others 

◆Date & time: July ４ｔｈ(Sunday)  2:00ｐ.ｍ.～ 

 ※Doors open 30minutes before performance 

◆Place: Futakami Bunka Center 2F 

 special venue  

◆Fee: In advance 1,000yen（both advance and on the 

                        day ticket) 

◆Quota :first 50 people(preschools are not allowed) 

◆How to apply:  How to apply: Please apply at the 

counter of Futakami Bunka Center or by phone. 

 

 

Kashiba City Nijouzan Museum Citizen’s 

         History coarse 2021 

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

・Lecturer: Board of education lifelong learning  

department staff, Museum director, Mr.Yosinobu 

Tsukaguti (Chairman of the Kashiba City Cultural  

Properties Protection council) 

・Fee::200yen each time.(material fee) 

・How to apply: Please apply at the counter of 

the museum, or please specify your address, name, 

telephone number, the time what you want, and 

coarse name, apply by Fax(77-1601) or e-mail 

( infomuseum@kashiba-mirai.com). 

(Telephone application is not possible) 

*Please see the homepage for details.  

 (http://kashiba-mirai.com) 

・Application/contact information： 

        Nijousan Museum  

       ☎77-1700 

     ☎77-1601 

 

✉infomuseum@kashiba-mirai.com 

 

 

 

 

 

だい 34 かい かしば らくご 

 「ふたかみてい」 

◆しゅつえん： しょうふくてい てっぺい ほか 

◆にちじ：７がつ４にち（にちようび） ごご２じ～ 

 ※かいじょう ３０ぷん まえ） 

◆ばしょ：ふたかみぶんかセンター ２かい 

         とくせつ かいじょう 

◆りょうきん：まえうり 1,０００円(まえうり けん とうじつけん 

                      とも） 

◆ていいん：せんちゃく５０めい （みしゅうがくじ ふか） 

もうしこみ ほうほう： ふたかみぶんかセンター まどぐち 

または でんわで おもうしこみ ください。 

 

 

かしばし にじょうさん はくぶつかん しみんの  

れきしこうざ ２０２１ 

・ばしょ： ふたかみ ぶんかセンター 

・こうし： しょうがい がくしゅうか しょくいん、 にじょうさん 

      はくぶつかん かんちょう、 

   つかぐち よしのぶ しかしばし ぶんかざい ほご 

しんぎかい かいちょう）（だい 1～３、５，７かい） 

・りょうきん：かくかい ２００えん（しりょうだい） 

・もうしこみ ほうほう： はくぶつかん まどぐち または 

 じゅうしょ・しめい・でんわばんごう・さんか きぼうの かい 

・こうざめい を めいきし、ファックス（７７－１６０１）、または 

メールで おもうしこみ ください。 

（infomuseum@kashiba-mirai.com） 

（でんわ での もうしこみは できません） 

＊くわしくは ホームページを ごらん ください。 

(http://kashiba-mirai.com) 

もうしこみ・といあわせさき： 

      にじょうさん はくぶつかん 

     ☎７７-１７００ 

     ☎７７-１６０１     

 

✉infomuseum@kashiba-mirai.com 

Notice of Futakami Bunka Center 

ふたかみぶんかセンターから の おしらせ 

 

mailto:infomuseum@kashiba-mirai.com
http://kashiba-mirai.com/
http://kashiba-mirai.com/
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Time 

かい 

Schedule 

  にってい 

      Contents/Theme 

        ないよう・テーマ 

  1 

 

June 18（Fr.i） 

６/１８ （きん） 

A simple question to Kojiki 

こじき への そぼくな とい 

 ２ July 23(（Fri.） 

  ７/２３（きん） 

Kojiki & the legend of the Development  history o the Yamato kingdom 

こじき と ヤマト おうけん はったつし の でんせつ 

  ３ August20((Fri.) 

  ８/２０(きん) 

What is Teiki/kyuji ? 

「ていき」「きゅうじ」 とは なにか？ 

  ４ September24(Fri．) 

  ９/２４（きん） 

Ancient burial tomb 

こだい の まいそうはか 

５ October22（Fri.） 

１０/２２（きん） 

Emperor Tenmu and Kojiki 

てんむ てんのう と こじき 

  ６ November26(Fri.) 

  １１/２６（きん）      

Field Study．Japanese Heritage The road over Tastuta. 

げんち がくしゅう。にほん いさん。 たつた ごえ。 

  ７ December3（Fri.） 

  １２/３（きん） 

“Kojiki” and “Nihonsｈoki” 

「こじき」 と 「にほんしょき」 

  ８ January21（Fri） 

   １/２１(きん) 

Kongo sand mining and industrial development 

 こんごうしゃ のはっくつと さんぎょうの はってん 

  ９ February18(Fri) 

 ２/１８(きん)  

Footprints of the migrants who supported the royal family. 

おうけ を ささえた とらいじん の そくせき 

  １０  March 18(Fri.) 

  ３/１８（きん） 

Prehistoric and ancient salt making 

せんし・こだい の しおづくり 

 


