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９がつ 

Translated by Global Kashiba 

グローバル かしば ほんやく

 

30th anniversary of municipal organization  

 Kashiba Walk 2021 Held !  

～Enjoy the rural scenery spreading at the the foot of 

Mt. Nijo and aim for the Donzurubou !～ 

 We hold an annual walk event “Kashiba walk” 

to visit sightseeing spots in Kashiba City in 

autumn ! This year, we will walk around the 

southwestern area of Kashiba City, aiming for 

“Donzurubou” while visiting the photo spots where 

you can take beautiful scenery with Mt. Nijo in the 

background. Let’s go around Kashiba City in autumn, 

which is rich in nature, while taking pictures. 

*We will not hold a product exhibition at the goal point 

to prevent the spread of the Covid-19 infection. 

 

 October 17th (Sunday)   *No cancellations for rain, 

only cancellations for storms 

No reservation required ! 

Free of charge for participation ! 

◆Reception hours  AM 9:00 ～9:30 (depart at any 

time after reception) 

◆Reception place  South Rotary of JR Goido  

Station  

*If you fill out the application form in advance  

and bring it with you on the day, you can start 

smoothly. 

 You can download the application form from 

the city’s homepage (QR code at the bottom 

right). 

 

 しせい ３０ しゅうねん きねん  

 かしば ウォーク ２０２１ かいさい !  

～にじょうざん の ふもとに ひろがる でんえん ふうけい 

を たのしみ、 どんづるぼう を めざそう！～ 

まいとし こうれい、 あき の かしばし かんこう スポット 

を めぐる ウォーク イベント 「かしば ウォーク」 を  

かいさい します！ ことし は、 にじょうざん を バック に 

きれいな けしき が とれる しゃしん スポット を めぐり  

つつ 『どんづるぼう』 を めざし、 かしばし なんせいぶ  

エリア を ぐるりと あるき ます。 しゃしん を とり ながら、 

しぜん ゆたかな あき の かしばし を めぐりましょう！ 

 

＊しんがた ころな ウイルス かんせんしょう かくだい  

ぼうし の ため、 ゴール ちてん での ぶっさんてん は  

かいさい しません。 

 １０ がつ １７ にち （にち）   ＊うてん けっこう ・  

こうてん ちゅうし 

 よやく ふよう！   

さんかひ むりょう！ 

◆うけつけ じかん   ごぜん ９ じ ～ ９ じ ３０ ぷん 

                （うけつけ ご ずいじ しゅっぱつ） 

◆うけつけ ばしょ    ＪＲごいどう えき みなみ がわ  

                ロータリー 

＊じぜん に さんか もうしこみしょ に ひつよう じこう を  

ご きにゅう の うえ、 とうじつ ごじさん いただく と  

スムーズ に しゅっぱつ できます。 

 さんか もうしこみしょ は、 し ホームページ （みぎした  

QR コード） から ダウンロード できます。 
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Chimata Pond 

It is the place where you can see the characteristic 

shape of Mt. Nijo. The view of Mt. Nijo is reflected 

upside down in Chimata Pond is wonderful. 

【Course (about 13km)】 

Start : JR Goido station ⇨ Jyunisha  

 Shrine ⇨ Chimata Pond ⇨ Koshioreda traditional 

place ⇨ Senshou temple ⇨ Donzurugou ⇨ Goal : 

Kintetsu Nijo Station 

 (Last time for goal reception : pm 2:00) 

Koshioreoda traditional place 

At the foot of Mt. Nijo, which is said to have 

been popular for sumo wrestling since ancient times, 

there is a park where sumo wrestler statue and mini 

Dohyo (ring) has been prepared as a spot related to 

sumo wrestling, and you can take pictures with the 

wrestler statue. 

Donzurubou 

 It is called by this name because of the illusion that 

a crane hangs out when we see from a distance. It has 

become what it is today by the volcanic activity of Mt. 

Nijo millions of years ago. 

*At each spot, the explanations will be provided by the 

volunteer guide of Nijozan Museum. 

< eligible participant > 

 Those who follow the traffic rules, walk the 

prescribed course, and properly follow the holding 

guidelines, rules and manners to prevent accidents 

Participants will receive a Cassie purse (ｆluffy towel 

cloth) as a souvenir！！ 

～ a favor to ask ～  

(1) Please wear mask, face guard or etc. during this  

event.  

(2) On the day of the event, please perform your own 

temperature test and refrain from participating if 

you have a fever or cold symptoms. 

(3) In the case of elementary school students and 

younger, please participate with their parents. 

☆In case of cancellation due to the influence of 

Covid-19 infection, we will inform you on the city 

homepage. 

ちまた いけ 

 にじょうざん の とくちょうてきな かたち が きれい に  

みえる ばしょ です。 ちまた いけ に にじょうざん が  

さかさ に うつりこむ けしき は すばらしい です。 

【コース（やく １３ｋｍ）】 

スタート ： ＪＲごいどう えき ⇨ じゅうにしゃ  

じんじゃ ⇨ ちまた いけ ⇨ こしおれだ  

でんしょうち ⇨ せんしょう じ ⇨ 

どんずるぼう ⇨ ゴール ： きんてつ にじょう えき 

（ゴール うけつけ さいしゅう じかん ： ごご ２ じ） 

こしおれだ でんしょうち 

 ふるく から すもう が さかんで あった と つたえられる 

にじょう さんろく に すもう ゆかり の スポット として、 

りきしぞう や ミニ どひょう が せいび された こうえん が 

あり、 りきしぞう と しゃしん さつえい が できます。 

 

どんずるぼう 

とおく から みると つる が たむろ している ような  

きかん の ため、 この めいしょう で よばれて います。 

せん すう ひゃく まん ねん まえ の にじょうざん の  

かざん かつどう に より、 いま の すがた に  

なりました。  

＊かく スポット にて、 にじょうざん はくぶつかん ボラン 

ティア ガイド による かいせつ を よてい して います。 

<さんか たいしょうしゃ> 

 じこ ぼうし の ため、 こうつう ルール を まもり、  

さだめられた コース を あるき、 かいさい ようこう、 きそく 

および マナー を きちんと まもれる かた 

さんかしゃ には きねんひん として カッシー きんちゃく を  

プレゼント！！ （ふわふわ タオル きじ） 

～ おねがい ～ 

（１）  イベント ちゅう は マスク ・ フェイスガード など を 

ごちゃくよう ください。 

（２）  とうじつ、 かくじ けんおん を おこない、 はつねつ ・ 

かぜ の しょうじょう の ある かた は さんか を  

おひかえ ください。 

（３）  しょうがくせい いか の かた は、 ほごしゃ どうはん 

で さんかして ください。 

☆しんがた コロナウイルス かんせんしょう に より ちゅうし  

する ばあい は、 し ホームページ で おしらせ します。 
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Click here for details and application form！  

◆Information   

City Hall Commerce and Industry Promotion Division 

☎ 44-3312 

 

Notice of Covid-19 vaccination  

         (as of Aug. 30th) 

◇Mass inoculation in this city 

①(elderly) people born or before April 1, 1957 

②people born after April 1, 1957 and people with 

underlying disease (include those with a physical  

disability notebook) and workers of the elderly 

facilities.  

③ people other than ① or ② 

 We divided it into ①～③ groups above, and now we 

are proceeding with vaccination for ③ people as 

following schedule. (Reservations for people of ① 

and ② are being accepted regardless of age). 

Age classification / Delivery time of reservation 

information / Starting date of reservation reception 

64 ～ 26 years old (S32.4.2 ～ H8.4.1 birth) / Sent / 

Accepting reservation 

25 ～ 20 years old (H8.4.2 ～ H14.4.1 birth ) / 

Scheduled for Wednesday, September 1 / Scheduled 

for Thursday, September 2 

19 ～ 16 years old (H14.4.2 ～ H18.4.1 birth ) / 

Scheduled for Monday, September 6 / Scheduled for  

Tuesday, September 7 

15 ～ 12 years old (H18.4.2 ～ H21.9.1 birth ) / 

Announcement of mass inoculation will be scheduled 

for mid-September / Scheduled of acceptance from 

the next day the information is sent    

◇Individual inoculation at a medical institution in the 

city We also carry out the individual inoculations at 

medical institutions (If you have a vaccination ticket, 

you can make a reservation regardless of age). 

Schedules, reservation reception methods, reception 

hours, etc. are differed depending on each medical 

institution, so please check the city homepage (QR 

code on the right) for details. 

～Did you forget to get your second vaccination?～ 

  しょうさい や もうしこみしょ は こちらから！  

◆といあわせさき 

しやくしょ しょうこう しんこう か  ☎ ４４－３３１２ 

                  

 

  しんがたコロナウイルス ワクチン せっしゅ の おしらせ  

  (８ がつ ３０ にち じてん) 

◇ほんし に おける しゅうだん せっしゅ 

 ①しょうわ ３２ ねん ４ がつ １ にち いぜん に 

  おうまれ （こうれいしゃ） の かた 

②しょうわ ３２ ねん ４ がつ ２ にち いこう に 

 おうまれで、 きそ しっかん の ある かた （しんたい しょ

うがいしゃ てちょう を おもち のかた ふくむ） お よび こ

うれいしゃ しせつ など じゅうじしゃ の かた 

③①、② いがい の かた 

 じょうき ①～③ の グループ に わけ、げんざい 

 は③ の かた の せっしゅ を、 いか スケジュール の 

とおり すすめて います （①および ② の かた は、 ねん

れい を とわず よやく うけつけ ちゅう です）。 

ねんれい くぶん / よやく あんない そうふ じき / よやく 

うけつけ かいし び６４ ～ ２６ さい （Ｓ３２．４．２～Ｈ８．４．

１ うまれ） / そうふ ずみ / よやく うけつけ ちゅう  

２５ ～ ２０ さい （Ｈ８．４．２～Ｈ１４．４．１ うまれ） 

/ ９ がつ １ にち （すい） よてい / ９ がつ ２にち （も

く） よてい /  

１９ ～ １６ さい （Ｈ１４．４．２～Ｈ１８．４．１ うまれ） 

/ ９ がつ ６ にち （げつ） よてい / ９ がつ ７ にち 

（か） よてい 

１５ ～ １２ さい （Ｈ１８．４．２～Ｈ２１．９．１ うまれ） 

/ しゅうだん せっしゅ の あんない は ９ がつ ちゅうじゅ

ん よてい / あんない そうふ び の  

よくじつ より うけつけ よてい 

◇しない いりょう きかん に おける こべつ せっしゅ 

 いりょう きかん での こべつ せっしゅ も じっし して い

ます （せっしゅ けん を おもち の かた は、 ねんれい 

を とわず よやく が できます）。 

いりょう きかん ごとに スケジュール や よやく の うけつ

け ほうほう ・ うけつけ じかん など がことなり ます ので、 

くわしく は し ホームページ（うき QR コード） にて ごかくに

ん ください。  ～２かいめの ワクチン せっしゅを うけわす

れて いませんか 
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Number of inoculations of the vaccine (made by 

Pfizer) which are used at mass inoculations in this 

city is two times (every 3 weeks).  

People who have passed 3 weeks since the first   

inoculation out of those who have not made a  

reservation for the second inoculation or have 

cancelled the reservation by the reason of work, poor 

physical condition and etc. should take the second 

inoculation (*), so please don’t forget.  

*It’s advisable to inoculate until passed 6 weeks after 

the first inoculation. 

 

 

 

 

 

★ Baby Massage with oil 

 ・Date＆Time： 10/7(Thu) 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 

 ・Detaiils:Having a good time with your babies by    

giving them a gentle oil massage 

 ・ Fee: Free 

 ・Application period: 9/15(Wed) ～ 9/28(Tue) 

 ・ 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 

 

 

 

 

 

 

 

ほんし の しゅうだん せっしゅ で しよう している  

ワクチン （ファイザーしゃ せい） の せっしゅ かいすう は、 

２ かい （３ しゅう かんかく） です。 

しごと や たいちょう ふりょう など の りゆう に より 

２ かい め の せっしゅ よやく が とれていない、 または 

よやく を キャンセル された かた のうち、 １ かいめ の 

せっしゅ ご ３ しゅうかん を けいか している かた は、 

２ かいめ の せっしゅ （＊） を おわすれ なき ように お

ねがいします。 

＊１ かいめ の せっしゅ ご、 ６ しゅう を けいか する 

までの あいだ に せっしゅ する こと が のぞましい と 

されて います。 

 

 

 

 

オイルをつかってベビーをマッサージ 

・ にちじ： １０/７ (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 べびーと 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：9/15(すいようび）～ 9/28(かようび） 

 ・ 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 センターー 

                          じどう ふくしか 

                            ☎７９-７５２２ 
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1th 「Futakami Cultural Festival」 

 

▼Date and time： 

  ・Part 1  9/25(Saturday) 1:00pm.-16:00p.m. 

  ・Part 2  9/26(Sunday) 10:00am.-noon 

  ・Part 3  9/26(Sunday) 1:00pm.-1600p.m. 

  ▼Place: Futakami Bunka Center 1F Civic hall 

▼Limit： first 150 people 

▼Contents：Stage presentations by individuals and  

  Groups（Musical instrument performance・  

  Dance・Chorus・Shigin,・Folk song・Kayo・ 

  Fula dance・Sign language play) 

▼Fee：Free 

▼Information：Kashiba shi Bunka Kyokai  

       Jimukyokucho  ☎ ０９０－３８４８－５３０８ 

 

 

Let's Think About Dog Ownership 

Pets can be a source of trouble if they are kept in the 

wrong way. To prevent your dog from getting into an 

unfortunate position, we ask that owners keep their 

pets in a responsible manner. 

Request to owners 

★Don't let your dog run free! 

 When a dog is unleashed, it may cause fear in 

others or cause accidents even if the owner thinks 

it is safe. Put a leash on your dog, including when 

you walk it. 

★Make sure you clean up your feces! 

Please be sure to take all feces home with you 

when walking. Please do not abandon the bag in 

which you collected the feces. If your dog soils 

public places or other people's property with feces, 

be sure to clean up after it. 

★Make the necessary notifications and procedures, 

such as registering your dog! 

 The Rabies Prevention Law stipulates the 

necessary procedures for registering dogs. Report 

and complete the necessary procedures as needed. 

★Try not to annoy others with your dogs barking! 

Dogs may bark in alarm or anxiety. They may also 

become anxious and continue barking when they 

cannot see their owners. Be aware of what happens 

when you are away from home. 

だい 1 かい 「ふたかみ ぶんか さい」 

 

▼にちじ： 

  ・だい１ぶ  ９/２５（どようび） ごご１じ～ごご４じ 

  ・だい２ぶ  ９/２６（にちようび） ごぜん１０じ～しょうご 

  ・だい３ぶ  ９/２６（にちようび） ごご１じ～ごご４じ 

▼ばしょ：ふたかみ ぶんかセンター１かい しみんホール 

▼ていいん：せんちゃく １５０めい 

▼ないよう：こじん グループ に よる ぶたい はっぴょう 

     （がっきえんそう・ぶよう・がっしょう・しぎん・みんよう  

       かよう・フラダンス・しゅわげき） 

▼ひよう：むりょう 

 

▼といあわせさき：かしばし ぶんか きょうかい  

           じむきょくちょう  ☎ ０９０－３８４８－５３０８ 

 

 

かんがえよう！いぬのかいかた 

ペットは かいかたを あやまれば きんじょトラブル のもと 

と なる ばあい が あります。 あいけん が ふこうな たち

ば に おちいらないように、 かいぬし が せきにん を もっ      

て しいく していただくよう おねがいします。 

かいぬし の かたへ の おねがい 

★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、 ひきづな を つける など しましょう。 

★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

かえり ましょう。 ふん を かいしゅうした ふくろ も ほう

ち しないで ください。 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。 

★いぬ の とうろく 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 とうろく

など ひつよう な てつづき が さだめられて います。 

ひつように おうじて とどけで や てつづき 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 あるようです。 る

す に している ときの ようすも き を つけましょう 
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★Be sure to have your dog vaccinated against rabies 

every year! 

  According to the Rabies Prevention Law, all dogs 

over 91 days of age must receive a rabies shot 

every year. Be sure to have your dog receive a 

rabies shot. 

Have your dog receive a rabies shot by  

December 31, 2021. 

We apologize for the inconvenience caused to the 

citizens whose dogs were scheduled to receive rabies 

shots this year as well, as the rabies shots in May 

were cancelled due to the prevention of the new 

coronavirus infection. In accordance with the Rabies 

Prevention Law, rabies shots must be given between 

April 1 and June 30 every year, or within 30 days from 

the date of ownership of a dog 91 days old or older 

that has not yet received a shot. However, in light of 

the outbreak of the new coronavirus, the Ministry of 

Health, Labor and Welfare issued a notice this year 

stating that "if a dog is vaccinated by December 31, it 

is assumed to have been vaccinated during this period. 

If you have not had your pets vaccinated yet, please 

have your pets vaccinated at your veterinary clinic by 

December 31, in accordance with your veterinary 

clinic's measures to prevent infection by the new 

coronavirus. 

Question When do I need to notify the authorities if I 

have a dog? 

 

Answer In accordance with the Rabies Prevention 

Law, notification is required in the following cases, so 

please go to the Citizen's Health Section (1st floor of 

City Hall) to complete the procedures. 

■When you start owning a dog (91 days old or more) 

■When the owner's name or address changes 

■When the dog dies 

■When the dog's owner changes 

out of the city, please notify the municipality to which 

you move. 

Information:  

City Hall Citizen's Health Division (☎44-3306) 

★きょうけんびょう の よぼうせっしゅ 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 には、 まいとし、 きょうけんびょう 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 よぼうせっしゅ を うけさせましょう。 

れいわ ３ねんど きょうけんびょう よぼうせっしゅ は１２がつ

３１にち までに うけさせましょう。 

こんねんど も しんがたコロナウィルス かんせんしょうぼう

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、よぼうせっしゅ 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 もとづき まいとし ４がつ １に

ち（ついたち） から ６がつ３０にち までの あいだ、 または 

まだ ちゅうしゃ を うけていない せいご９１にち いじょう の 

いぬ を しょゆう した ひ から ３０にち いないに 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 かんせ

んしょうの はっせいを ふまえ、 こんねんども こうせいろうど

うしょう より "１２がつ ３１にち までに よぼうせっしゅ を 

うけさせた とき は、 とうがいきかんに よぼうせっしゅ を 

うけさせた ものとする" むねの つうちが はっしゅつ されま

した。まだ、 よぼうせっしゅを 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 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 よぼうせっしゅを 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 とどけで が ひつよう に なりますので、 しみんえい

せいか（しやくしょ１かい）で おてつづき 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） 

■かいぬし の しめい・じゅうしょ が かわったとき 

■いぬ が しぼう したとき 

■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 ばあい は、 てんしゅつさき じちたい へ とどけで 

してください。） 

といあわせさきしやくしょ しみんえいせいか (☎044-3306) 

 



- 7 - 

 

 

 

Storytelling for children （from 3years)  

 

◆9/25 (Saturday)  

・3:00 p.m.-3:30 p.m.  

・The first 10 arrivals  

 

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

 

◆9/24 (Friday) , 10/8 (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. 

 

 

Poetry recitation for adults  

 

◆9/24 (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 September and October 

9/6 ・ 13 ・ 21 ・ 27   

10/4 ・ 7 ・ 11 ・ 18 ・ 25  

 

 

 

 

 

としょかん おはなし かい （３さい から）  

 

◆９がつ２５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２４にち （きんようび）, １０がつ８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  

 

◆９がつ２４にち （きんようび）  

・ごご１じ３０ぷん～ごご２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  

 

◆７がつ・８がつの きゅうかんび  

９/６ ・ １３ ・ ２１ ・ ２７  

１０/４ ・ ７ ・ １１ ・ １８ ・ ２５ 
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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 

・     Volunteer activity advice 

     Monday to Friday ・・・9:00a.m.-16:00p.m.  

      Sougou Fukushi Center 

     ✥Application: by telephone  ☎ 76-7179 

 

 

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 

・  ボランティア かつどう そうだん  

   げつようび～きんようび ごぜん９じ～ごご４じ 

   ✥そうごう ふくしセンター    ☎７６－７１７９  
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Notification From The Public Health Center  

 

✤Application：at Public Health Center ☎ 77-3965 

 

Let's  enjoy  stretching 

  ①10/1 (Friday) 10:00am 

Aerobic stretches to the music in fast tempo  

②10/13 (Wednesday) 2:00pm 

Stretches sitting on a chair 

・ Place: the Public Health Center  

 ・Limit: 14 people per day 

   ・What to bring : water, towel 

    ・Application :  by telephone from 9/15(Wednesday) 

＊Those who are going to participant on September 

can’t apply. 

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

before the start date. 

 

 

Health gymnastics class   

     ・Date and Time: 

10/18 (Monday)  

 ①9:20am   

②10:20am 

・Limit: 14people each time 

   ・Place: the Public Health Center  

     ・ What to bring：Water and towel 

・Application: by telephone from 9/15 

(Wednesday)  (Ether ① or ②) 

  ＊Those who are going to participate on 

September can’t apply. 

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

before the start date. 

 

Walking Class 

   ・10/4(Monday), 11/1(Monday)  

    ・Meet at the rest area of Imaike Shinsui Park on 

1:30pm 

    ・Application not required 

    ・What to Bring: : water, towel, 

    ・Please participate with comfortable clothes and 

shoes. 

    (If it rains, it will be held at the 2nd floor of The 

Kashiba City General Gymnasium. 

Please bring indoor shoes.) 

 

 

 

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 

 

ストレッチをたのしもう  

①１０/１（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 

   ②１０/１３（すいようび）  ごご２：００ 

        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 

          ９/１５（すいようび）から 

・たいそう が できる ふく と くつ で きてください 

※９がつ に さんか する 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 

 ・にちじ： １０/１８ （げつようび）  

①ごぜん９：２０〜  

②ごぜん１０：２０〜 

    ・ていいん：１４めい（かく じかん） 

 ・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：９/１５（すいようび）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） 

※９がつ に さんか する 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。 

 

 

 

ウオーキング きょうしつ 

   ・１０/４（げつようび）、１１/１（げつようび） 

   ・いまいけしんすい こうえん きゅうけいじょ 

ごご１：３０ しゅうごう 

   ・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。 

 ※あめ の ばあいは そうごう たいいくかん ２かい 

で します。  

しつないよう の くつ を もってきて ください。 

・もうしこみふよう 
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Born Density Measurement 

    ・Measure bone density in the heel 

・10/7 (Thursday) 9:00pm  

   ・Place: The Health Center  

・Those eligible: people who are 20 years old and 

above  

・Limit: 20 people  

    ・Application: by phone at anytime 

 

Mental health counseling 

    ・10/17 (Sunday)  

①9:00am ②10:45am  

・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  

       (Free for holders of a disability certificate or 

family on welfare) 

 ・Appointment : by telephone to 43-5586 

 

 

Periodontal Checkup 

    ・10/28 (Thursday) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こつみつど そくてい 

   ・かかと で こつみつど を はかります 

・１０/７（もくようび）  ごぜん９：００ 

   ・ばしょ： ほけんセンター    

   ・２０さい いじょう の かた ２０めい まで 

   ・でんわ で もうしこんでください 

 

 

 

こころ の そうだん 

   ・１０/１７（にちようび）  

①ごぜん９：００～ 

  ②ごぜん１０：４５～ 

   ・ばしょ： ほけんセンター 

   ・ていいん：ふたり（かく じかん） 

   ・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 

（しょうがいしゃ てちょう を もっているかた、 

せいかつほご を うけている かたは むりょう） 

・でんわ で もうしこんで ください  ☎︎４５−５５８６ 

 

ししゅうびょう けんしん 

１０/２８ （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： 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 
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Information on Tie Chi experience course 

It is one of the Chinese mental arts that has been 

handed down from the Ming dynasty in China, and it is 

widely popular as a health method because its relaxed 

and relaxed movements are suitable for training the 

elderly and the frail. 

This time, we would like to ask professor Fujimoto, 

who has been teaching from many years, 

to hold a “for first time users” course. 

★Time & date: Oct.9th (Sat.) 10:00a.m.～11:30a.m. 

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

★Quota: 35peple 

★Fee: Free (numbered ticket required) 

★What to bring: exercise clothes (no shoes required), 

drinks, towels  

★How to apply : Please apply at the counter of 

Futakami Bunka Center . 

※After application ,the numbered ticket will be given) 

 

“The Kids Doctor Certification Card” is now 

available! 

Ｉｆ you challenge the “Futakami Exploration Quiz 

Team” at the Ｎijousan Museum and collect 5 stamps 

for the acceptance certificate , you will 

 receive a “Kids Doctor Certification Card” as a  

present 

If you are certified as “Dr. Kids”, your own quiz may 

be displayed in the museum. 

Play and learn at the museum and become a “Kids  

Doctor” !! 

★Those eligible: elementary and junior high school 

students. 

Information/Application 

Futakami Bunka Center ☎77-1000 

Nijousan Museum      ☎77-1700 

 

 

 

 

 

 

たいきょくけん たいけんこうざ の ごあんない 

ちゅうごく・みんちょう（１７せいき） より つたわる ちゅうごく 

ぶじゅつ の一つで, のびやか で ゆったり した どうさ が、

ねんぱいしゃ や きょじゃくな かたの たんれんに てきして 

いるとして ひろく けんこうほう として にんきが あります。 

こんかい、ながねんに わたり、しどう して いただいて い

る ふじもと せんせい に「はじめての かた たいしょう」 

の こうざを ひらいて いただきます。 

 

★にちじ：１０がつ９にち（どよう） ごぜん９じ～１１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 

★ていいん：３５にん 

★ひよう：むりょう（よう せいりけん） 

★もちもの： うんどう できる ふくそう（くつは ふよう）、  の

みもの、タオル 

★もうしこみ ほうほう：ふたかみ ぶんかセンター まどぐち 

にて おもうしこみ ください。 

※もうしこみ ご せいりけん を おわたし します。 

 

「キッズ はかせ カード」 が できました！ 

 

にじょうさん はくぶつかん に ある 「ふたかみ たんけんた

い クイズ」 に チャレンジ して、ごうかく にんていしょ に 

スタンプを ５つ あつめる と 「キッズ はかせ にんてい 

カード」 を プレゼント します。 

 

キッズはかせ に にんてい されると じぶんで つくった ク

イズが はくぶつかん に かざられる かも 

はくぶつかん で あそんで・まなんで、キッズ はかせに 

なろう！ 

★たいしょう： しょうがくせい・ちゅうがくせい 

 

といあわせ・もうしこみ 

ふたかみぶんかセンター ☎77-1000 

にじょうさん はくぶつかん☎77-1700 

 

 

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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Special Project for the 30th Anniversary of enforcement of Kashiba City. 

かしばし しせい しこう ３０ しゅうねん とくべつ じぎょう 

Ｋａｈｉｂａ Ｃｉｔｙ Ｋａｍｉｇａｔａ Ｒａｋｕｇｏ-ｋａｉ 

かしばし かみがた らくご かい 

 

 Date & Time: October 17th(Sun.) morning program, afternoon program, night program 

   にちじ：１０がつ１７にち（にちよう） ごぜんの ぶ・ ごごの ぶ・ よるの ぶ 

 Place: Futakami Bunka Center 

   ばしょ：ふたかみ ぶんか センター 

Time 

じかん 

Performer 

（しゅつえん） 

Quota 

ていいん 

Start Application 

もうしこみ かいし 

In Advance 

まえうり 

On the day 

 とうじつ 

Morning 

（あさのぶ） 

10：00～11：

00 

2stage 2 せ き ） 

Shouhukutei 

Rokou＆ Syogo 

しょうふくてい 

ろこう, しょうご 

 50 

people 

５０めい 

 Sept 11th （Sat.） 

９がつ１１にち（にちよう） 

Counter: 9:00a.m.～ 

まどぐち 

Phone 9:00a.ｍ.～ 

でんわ 

 

1，000yen 

１０００えん 

Elementary 

school 

Student: 500yen 

しょうがくせい： 

     ５００えん 

Same as the 

left 

ひだりに おなじ 

Afternoon 

ひるの ぶ 

13：00～15：

30 

6 Stage 

（６せき） 

Katsura Yonedanji 

Katura Bunka Etc. 

かつら よねだんじ 

かつら ぶんろく ほ

か 

150 

People 

１５０めい 

Sept.9ｔｈ（Thur.） 

９ が つ ９ か （ も く よ う ）

Counter: 9:00a.m.～ 

まどぐち 

Phone 13:00ｐ.ｍ.～ 

でんわ 

 

3，000yen 

３０００えん 

(reserved seat) 

（していせき） 

3,500yen 

３５００えん 

Night  

よるの ぶ 

17:00～20:00 

 

6 stage 

(６せき) 

Turubei ＆Teppei 

Shofukutei 

しょうふくてい 

つるべい、てっぺい 

ほか 

 

150 

People 

１５０めい 

Sept.10ｔｈ（Fri.） 

９がつ１０か（きんよう） 

Counter: 9:00a.m.～ 

まどぐち 

Phone 13:00ｐ.ｍ.～ 

でんわ 

 

3，000yen 

３０００えん 

(reserved seat) 

（していせき） 

3,500yen 

3500 えん 

※The morning program is a parent-child rakugo event , and there is time for children to know what it is like to play 

music and sound effects. 

 あさの ぶは おやこ らくご-かい として、でばやし、こうかおん は どういうものか を こどもたちに しって もらう じかんが 

あります。 

※Preschoolers are not allowed in the afternoon and night program. 

 ひるのぶ，よるのぶ は みしゅうがくじ は ふかです。 
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※If tickets are in advance , the tickets will not be sold on the day, up to 2 tickets can be sold 

 per person. 

 まえうりで かんばい のばあい、とうじつけん の はんばい は ありません。 おひとり さま 

２まい までの はんばい と します。 

※Seats should be sold at regular intervals to prevent new coronavirus infections. 

しんがた コロナウイルスかんせんしょう たいさく のため、ざせきは いっていの かんかくを あけて はんばいします。 

※New coronavirus infection may be canceled due-to epidemic situation.  

しんがた コロナウイルスかんせんしょう りゅうこうじょうきょう により ちゅうしと なる かのうせいが あります。 

★Application/Information : Futakami Bunka Center  1-17-17 Fujiyama ☎ 77-1000 

 もうしこみ・おといあわせ：ふたかみ ぶんか センター ふじやま１-１７-１７    でんわ７７-１０００ 
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FUTAKAMI BUNKA CENTER 

Cultural School  

Following classes start for the second semester.  

Application is not on a first-come and first-served 

basis but by lottery. 

Please bring the fee to the Futakami Bunka Center 

reception office at the date and time of the lottery for 

the class you would like to attend. 

For further information:  Futakami Bunka Center 

(Ｔｅｌ 77-1000） 

 

ふたかみ ぶんか センター カルチャースク

ール せいと ぼしゅう 

かきの こうき カルチャースクール せいと を ぼしゅ

う します。  

ぼしゅう は ちゅうせん します。 

きぼう する きょうしつの ちゅうせんにちじ に じゅ

こうりょう を じさん し、ふたかみ ぶんか センター 

まどぐち に おこしください。 

ふたかみ ぶんか センター 

 (Tel ７７-１０００) 

Class Name 

きょうしつめい 

Start date 

かいしび 

（Number of 

times） 

（かいすう） 

Day/time 

にちじ 

Limit 

ていいん 

Place 

ばしょ 

Fee 

ひよう 

Instructor 

こうし 

What to Bring 

もちもの 

●Ｆｕｌａ Ｄａｎｃｅ フラダンス / うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery  ９/27 （Ｍｏｎ.） 13：00. 

Ｆｕｌａ Ｄａｎｃ 

lesson 

フラダンス 

10/1１ times 

(18times) 

(18 かい) 

Mondays 

げつようび 

13:30-14:45 

 

9people 

９めい 

Citizen 

Hall  

しみ んホ

ール 

\12，600 

 

Ms. Kondo 

こんどう  

せんせい 

ｗａｔｅｒ, 

 Clothes that 

are easy to 

move. 

のみもの、うごき

やすい ふくそう 

 

●English Conversation えいかいわ / うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery  10/１ （Fri. ）12：00 

※For intermediate night course,ちゅうきゅうしゃ（よる）  ９/３０ (Thu.) 1２:00 

Beginners 

Course 

ビギナー 

 

10/8 

(18times) 

(１８かい) 

Fridays  

きんようび 

14:45-16:15 

 

12people 

１２めい 

 

 

Meeting 

room 

かいぎし

つ 

￥14,000 

 

Ms.Timons 

ティモンズ  

せんせい 

Textbook fee 

テキストだい 

Elementary 

Course 

しょしんしゃ 

 

10/8 

(18 times) 

(18 かい) 

Fridays 

きんようび 

10:30-12:00 

 7people 

７めい 

Meeting 

room 

かい ぎ し

つ 

￥14,000 Ms. Timons 

テ ィ モ ン ズ 

せんせい 

Textbook fee 

テキストだい 

Intermediates 

Course 

(daytime） 

ちゅうきゅう（ﾋﾙ） 

10/7 

(18times） 

（18 かい） 

Fridays 

きんようび 

13:00-14:30 

 7people 

   7 めい 

Meeting 

room 

かい ぎ し

つ 

￥14,000 Ms.Timons 

テ ィ モ ン ズ 

せんせい 

Textbook fee 

テキストだい 
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Intermediate

s Course 

（Evening） 

ちゅうきゅう（ﾖﾙ） 

10/7 

(18times） 

（18 かい） 

Thursdays 

もくようび 

19:00-20:30 

13 people 

   １３めい 

Meeting 

room 

かい ぎ し

つ 

￥14,000 Mr. Steven 

スティーブン

せんせい 

Ｔｅｘｔｂｏｏｋ fee 

テキストだい 

●Classic Ballet Class(3years old preschooler or older) クラシック バレエ きょうしつ（3 さいいじょうの みしゅうがくじ） 

うけつけ・ちゅうせん にちじ Application and Lottery 9/30 13:00 

Pre-class 

プレクラス 

10/7 

（22times） 

（22 かい） 

Thursdays 

もくようび 

16:00-17:00 

10 people 

    10 めい 

 

Citizen 

Hall  

しみんホー

ル 

\24,000 Ms. Maeda 

まえだ 

せんせい 

Leotado,  Ballet 

Shoes、Tights レ

オタード、バレシュ

ーズ、タイツ 

●Parent & child classroom that Mom enjoys ・ママが たのしむ おやこ きょうしつ/ 

うけつけ・ちゅうせん にちじ Application and Lottery 10/5（Tue）.12:00 

Class of 

enjoying 

おたのしみ 

きょうしつ 

10/12 

（10times) 

(10 かい) 

 

2nd/4th 

Tuesday 

かようび

9:30-10:30 

 

6 pairs 

6 くみ 

   

Japanese 

style 

room 

わしつ 

 

￥8，000 

per child 

/addition 

needs 

\2000 

ひとりあた

り、ついか

は￥2，000 

Ms. Inoue 

いのうえ 

せんせい 

 

Water, 

towel 

のみもの、 

タオル 

 

●Stretch Exercise ストレッチたいそう / うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery 9/29（Wed.） 12:00 

Wednesday 

Course 

すいようび 

コース 

10/6 

(20 times) 

(20 かい) 

Wednesdays

すいようび 

10:00-11:20 

 

6 people 

  6 めい 

Citizen 

Hall  

しみん 

ホール 

\14，000 Ms. 

Yamazaki 

やまざき 

せんせい 

Indoor shoes,  

towel, Yoga 
mattress 
exercise outfit 
うわばき.タオル 

ﾏｯﾄﾚｽ .うんどう

の できる  ふく

そうで 

⚫Qigong exercise きこうきょうしつ/ うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery  10/7（Thu.）12:00 

Qigong  

きこう 

10/14 

(12timestimes

) 

(12 かい) 

2nd//4th 

Thursday 

だい 2／だい 4

もくようび 

14:30-15:30 

9 people 

9 めい 

 

Citizen 

Hall  

しみん 

ホール 

\8，400 Ms. Ohki 

おおき  

せんせい 

Indoor shoes, 
towel, 
exercise outfit 
うわばき タオル 

うんどうの でき

る ふくそうで 
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●Yoga ヨガ / うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery  9/29（Wed.）13:00 

Afternoon 

Class 

ごごの クラス 

10/6 

(20times) 

(20 かい) 

Wednesdays

すいようび 

13:00-14:20 

14people 

14 めい 

 

 

Citizen 

Hall  

しみん 

ホール 

\14,000 Madam Fuki 

マダム・ 

フキ 

せんせい 

Yoga 

mattress., 

towel, 

exercise outfit 

 
ヨガマット．タオ

ル  たいそうの 

できるふくそうで 

Leisurely 

Course 

ゆったりクラス 

Wednesday

s すいようび 

14:45-15:45 

 8people 

      8 めい 

\12,000 

Evening 

Class 

よるの クラス 

Wednesday

s 

すいようび 

19:00-20:20 

14 people  

１４めい 

\14,000 

 

Easy Power 

Yoga 

やさしい 

パワーヨガ 

10/13 

（12times) 

(12 かい) 

2nd/4th 

Wednesday 

すいようび 

16:30-17:30 

22 people 

２２めい 

 ￥9，600 

●Violin Lesson ばいおりん きょしつ/ うけつけ・ちゅうせん にちじ Application and Lottery  9/24（Fri.）12:00 

Violin Lesson 

ばいおりん 

きょうしつ 

10/1 

（20times) 

(20 かい) 

Fridays 

きんようび 

①12：55-13：20 

②13：20-13：45 

③13：45-14：10 

1 person at each 

time 

かくじかんたい 

1 めい 

 

  Ms. 

Sabatoi 

さばと 

せんせい 

 

     

●Brain Training by Dalcroze Eurhythmics のうトレ リトミック /  Application and Lottery  9/11（Sat）. 13:00 

※Ｗｅ ｗｉｌｌ ｒｅｔｕｒｎ ｔｏ ｔｈｅ ｆａｃｅ ｌｅｓｓｏｎ ｔｈｉｓ ｔｉｍｅ こんかいより たいめん レッスンに もどります 

Dalcroze 

Eurhythmics 

1-2 Years 

Old 

リトミック 

1-2 さい 

10/9 

(10times) 

（10 かい） 

2nd and 4th  

Saturdays 

だい２・だい４ 

どようび 

9:30-10:10 

10 people 

    1０めい 

 

Japanese 

style 

room 

わしつ 

\10,000 

(Include 

insurance 

\500) 

(ほけんりょ

う ふくむ) 

Ms.Okamoto 

Ms.Nakatuji 

 

おかもと 

せんせい 

なかつじ 

せんせい 

Water, 

Clothes that are 

easy to move 

のみもの、うごき

やすい ふくそう 

   

Dalcroze 

Eurhythmics 

3-4  Years 

Old 

リトミック 

3-4 さい 

2nd and 4th  

Saturdays 

だい２・だい４ 

どようび 

10:20-11:00 

11people 

11 めい 

  



- 17 - 

 

Dalcroze 

Eurhythmics 

(Keyboard 

harmonica) 

Over4Years 

Old 

リトミック 

（ピアニカ） 

４さい いじょう 

 2nd and 4th  

Saturdays 

だい２・だい４ 

どようび 

１１:１０-１２:００ 

2people 

２めい 

 \15,000 

(Include 

insurance 

\500) 

(ほけんりょ

う ふくむ) 

 Water, 

Clothes that are 

easy to move 

Keyboard 

のみもの、うごきや

すい ふくそう 

けんばんハーモニ

カ 

         

⚫Ｏｋａｒｉｎａ  Class/うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery  9/27（Mon.）12:00 

Personal 

lesson 

こじん 

レッスン 

10/11 

(18times) 

（18 かい） 

Ｍｏｎｄａｙｓ 

げつようび 

16:00-16:30 

 

1 person at each 

time 

かくじかんたい 

1 めい 

 

Ｓｍａｌｌ 

ｈall 

しょう 

ホール 

\19,800 

 

Ms. 

Yamada 

やまだ 

せんせい 

 

 

Ｏｋａｒｉｎａ 

 

 

 

※If you are interested in Spanish Lesson (Saturday morning) or Chinese lesson (Saturday afternoon), 

  Please contact the secretariat. Trial Lessons are available.  

スペインご（どよう ごぜん）、ちゅうごくご（どよう ごご） を べんきょう したい かたは じむきょくに きいてください。  

たいけんできます。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


