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ＫＡＳＨＩＢＡ ＣＩＴＹ ＭＯＮＴＨＬＹ 

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

かしばし こんげつの おしらせ 

December2021 

12がつ 

Translated by Global Kashiba 

グローバル かしば ほんやく

Notice of additional Covid-19 vaccination 

(third time) inoculation  

            (as of November 29th)  

It has been reported that the preventive effect on 

onset, infection and aggravation obtained by 

vaccination gradually decreases with the passage of 

time. 

Since the booster vaccination has the effect of 

enhancing various reduced effects, we will implement 

the booster vaccination as follows to prevent the 

spread of infection and the aggravation of the disease. 

 Target person   Persons over 18 years old who 

have passed 8 months or more in principle from the 

day when the second vaccination was completed.  

*We will send the inoculation tickets and 

pre-examination slips (integrated) for booster 

vaccinations to eligible people in sequence. 

 Inoculation period  from December 1st to 

September 30th 4th year of Reiwa (planned)  

 Inoculation place   Mass inoculation (the Public 

Health Center) or Individual inoculation (the medical 

institution) 

 Vaccine to use     m-RNA vaccine (made by 

Pfizer) 

*Moderna vaccine will be used as soon as the approval 

of the pharmaceutical industry is obtained. 

 Side reaction      It has been reported that the 

side reaction in the booster vaccination is similar to 

that of the first time (1st ・.2nd) vaccination, and 

there is no difference between the alternate  

 しんがた コロナ ウイルス ワクチン ついか  

（３かいめ） せっしゅ の おしらせ   

(１１ がつ ２９ にち じてん) 

ワクチン せっしゅ に より えられる はっしょう ・  

かんせん ・ じゅうしょうか よぼう こうか は じかん の  

けいか に ともない、 じょじょに ていか して いく こと が 

ほうこく されて います。 

ついか せっしゅ には ていか した かくしゅ こうか を 

たかめる こうか が あること から、 かんせん かくだい  

および じゅうしょうか ぼうし の ため、 いか の とおり  

ついか せっしゅ を じっし します。  

 たいしょうしゃ   ２かいめ の せっしゅ を おえた ひ 

から、 げんそく ８かげつ いじょう けいか した、 １８さい 

いじょう の かた 

＊たいしょう と なる かた には、 じゅんじ、 ついか  

せっしゅ よう の せっしゅけん と よしんひょう （いったいが

た） を そうふ します。  

 せっしゅ きかん   １２ がつ １ にち から れいわ  

４ねん ９ がつ ３０ にち まで （よてい） 

   せっしゅ かいじょう   しゅうだん せっしゅ  

（ほけん センター） または こべつ せっしゅ 

（いりょう きかん） 

  しよう ワクチン    m-RNA ワクチン （ファイザー しゃ

せい） 

＊モデルナ しゃ せい は やくじ しょうにん が おり  

しだい、 しよう よてい です。 

  ふくはんのう      ついか せっしゅ に おける  

ふくはんのう は しょかい （１・２ かいめ） せっしゅ と どう

ていど で あり、 こうご せっしゅ （１・２ かいめ） と  

ちがう しゅるい の ワクチン を せっしゅ する こと） と 
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inoculation (the vaccination inoculation of a different 

type of vaccine from the 1st ・.2nd). 

For details, please check the Ministry of Health, Labor 

and Welfare's Covid-19 vaccine Q & A site (QR code). 

 

 Notes           If you do not receive your 

vaccination ticket within 8 months after the second 

vaccination, please contact the call center below. 

*For details on booster vaccination, please see the 

city homepage (QR code). 

n parallel with the booster vaccination, we are also 

accepting reservations for the first time (1st ・ 2nd) 

vaccinations. 

◇Reservation (Mass vaccination) ・ Information 

   Covid-19 vaccination call center  

☎ 44－8970   FAX 76-6775 

[ Reception time : AM 9:00 ～ 17:00  

(Excluding Saturday, Sunday and holidays) ] 

 

30th anniversary of the enforcement of  

 the city system  

～Let's connect the attractions of  

 Kashiba to the future ～  

Mass recruitment for the posted photos of 

Commemorative digital photo book  !!  

◆Theme  “What has continued in Kashiba City, what 

you want to keep in the future” 

◆Recruitment contents  Photos taken in the city 

(landscapes ・ things ・ people etc.  *Shooting 

time does not matter) 

◆Application deadline  Friday, January 14, 4th year 

of Reiwa 

◆Application method   

①Mail ✉ 

 Please send the application photo and necessary 

information (see city homepage). 

②Instagram  

 Please enter the hashtag “#Colorful Kashiba” and 

post them. 

* When you are applying, please be sure to check the 

application rules etc. from the city homepage. 

どうしゅ せっしゅ で さ が ない こと が ほうこく されて 

います。 

くわしくは、 こうせい ろうどう しょう しんがた コロナ  

ワクチン Ｑ＆Ａ サイト （QR コード） を ごかくにん  

ください。 

 

 ちゅうい じこう     ２かい せっしゅ ご ８かげつ を 

けいか しても せっしゅけん が とどかない かた は、  

かき コールセンター まで おといあわせ ください。 

＊ついか せっしゅ に ついて、 くわしく は し  

ホームページ （QR コード） を ごらん ください。 

 ＊ついか せっしゅ と へいこう し、 ひきつづき、 しょか

い （１・２ かいめ） せっしゅ の よやく も うけつ 

けて います。 

◇よやく （しゅうだん せっしゅ） ・ 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  ＦＡＸ ７６－６７７５ 

[ うけつけ じかん ： ごぜん ９ じ ～ １７ じ 

      （ど ・ にち ・ しゅくじつ のぞく） ] 

 しせい しこう ３０しゅうねん きねん  

 

 ～かしば の みりょく を みらい へ  

 つなごう～  

 きねん デジタル フォト ブック けいさい  

 しゃしん を だいぼしゅう！！ 

◆テーマ  「かしば し で つづいて きた もの、 みらい 

に のこして いきたい もの」 

◆ぼしゅう ないよう  しない で さつえい された しゃしん 

（ふうけい ・モノ ・ じんぶつ など ＊さつえい じき は 

ふもん） 

◆おうぼ きげん  れいわ ４ねん １がつ １４にち （きん） 

  

◆おうぼ ほうほう 

 ①メール✉ 

  おうぼ しゃしん と ひつよう じこう  

（し ホームページ さんしょう） を そうふ してください。 

 ②インスタグラム 

  ハッシュタグ 「#カラフル かしば」 を きさい し、 とうこう  

してください。  

＊おうぼ の さい は、 し ホームページ より おうぼ  

きやく など を かならず ごかくにん ください。 
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URL:http://www.city.kashiba.lg.jp/0000014367.html 

◆Application ・ Information 

 Kashiba Municipal System Enforcement 30th 

Anniversary Business Executive Committee 

Secretariat (within Planning and Policy Section) 

 ☎ 44－3325 ✉kashiba30@city.kashiba.lg.jp 

 

 Thee announcement version of the January  

 issue will be suspended.  

 Information on January will be posted in the  

”Public Relations Kashiba” issued on December21th. 

 

Holiday night clinic / Emergency telephone 

consultation 

 

☞Katsuragi district holiday Clinic: ☎ 22-700３ 

  (Internal・Pediatrics・Dentist) 

 ◆Place: Yamatotakada-shi Hoken-Center 1F 

       (1-45, Nishimachi, Yamatotakada-shi) 

 ◆Reception days: Sundays/Holidays/12/29～1/3  

 ◆Reception hours: 8:30～11:30, 13:00～15:30,  

           17:30～20:30 

  ※Dental service closes at 15:30 

 ◆What to Bring:  Health Insurance Certificate,   

                Medical Certificate, Fee 

☞Kashharasi Holiday and night time emergency   

    Clinic （Pediatrics） ☎ 0744-22-9683 

 ◆Place: Kashihara-shi Hoken Fukushi Center 

              (9-1 Unebi-cho Kashihara-shi) 

 ◆Reception days and hours: Everyday Child    

                          (11:30pm-5:30am) 

 ◆Medical subjects: Pediatrics 

 ◆What to Bring: Health Insurance Certificate, 

Medical Certificate, Fee 

「Emergency telephone consultation」 

☞Child emergency telephone consultation 

Tel (via touchtone/cell phone): #8000 

Tel: ☎ 0742-20-8119 

For children aged less than 15 years old 

Available hours: 

Weekday: 18:00p.m.～8:00a.m. 

URL:http://www.city.kashiba.lg.jp/0000014367.html 

◆おうぼ ・ といあわせ さき 

 かしばし しせい しこう ３０しゅうねん じぎょう  

じっこう いいんかい じむきょく （きかく せいさく  

か ない） 

☎ ４４－３３２５ 

✉ 

 １がつ ごう の おしらせ ばん は きゅうかん します  

 １がつ の おしらせ じょうほう は、１２がつ ２１ にち  

 の 「こうほう かしば」 に けいさい します。  

 

 

きゅうじつ やかん しんりょうしょ・きゅうきゅう  

                    でんわ そうだん 

「きゅうじつ やかん しんりょうしょ」 

☞かつらぎちく きゅうじつ しんりょうしょ ☎ ２２-７００３ 

     （ないか・しょうにか・しか） 

 ◆ばしょ：やまとたかだし ほけんセンター１Ｆ 

                  (やまとたかだし にしまち １-４５) 

 ◆しんりょうび：にちよう・しゅくじつ・１２/２９～１/３ 

 ◆うけつけじかん：８:３０～１１:３０, １３:００～１５:３０,  

                           １７:３０～２０:３０ 

  ※はいしゃ しんりょう うけつけ は １５じ３０ぷんまで 

 ◆もちもの： ほけんしょう、 いりょうしょう、 しんさつりょう 

 

☞かしはらし きゅうじつ やかん おうきゅう しんりょうしょ 

           （しょうにか）  ☎ ０７４４－２２－９６８３ 

 ◆ばしょ：かしはらし ほけん ふくし センター 

              （かしはらし うねびちょう ９－１） 

 ◆うけつけにちじ： まいにち（ごご１１：３０－ごぜん５：３０） 

 ◆しんりょうかもく： しょうにか 

 ◆もちもの： ほけんしょう、 いりょうしょう、 しんさつりょう 

 

 

「きゅうきゅう でんわ そうだん」 

☞こども きゅうきゅう でんわ そうだん 

ぷっしゅかいせん・けいたいでんわ から ： #８０００ 

でんわ・IP でんわ： ☎ ０７４２-２０-８１１９ 

たいしょう ： １５さい みまんの こども 

そうだんにちじ ：  

げつよう～きんよう：ごご６じ～よくあさ８じ 

 

kashiba30@city.kashiba.lg.jp 

http://www.city.kashiba.lg.jp/0000014367.html
http://www.city.kashiba.lg.jp/0000014367.html
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Saturday: 13:00p.m.～8:00a.m. 

Sunday/holidays/Dec 29～Jan 3: 

 8:00am～8:00pm 

●Nara Emergency Medical Consultant(24hrs):  

Tel (via touchtone/cell phone):  #7119 

Tel: ☎0744-20-0119 

Others 

● Nara Medial Website: http://www.qq.pref.nara.jp/ 

 

 

 

31th Coming of Age Day Ceremony in Kashiba 

 

Kashiba City will hold the Coming of Age Day 

Ceremony 

Date ： Jan. 10, 2022(Mon., National Holiday) 

Place ： Kashiba Gymnasium  

Eligibility ：Those who were born between April 2,  

          2001～ April 1, 2002 

Junior High School Area & Time Higashi 

    Part1⇒Kashiba ・Kashiba Higashi 

           10:00a.m.～10:30a.m.    

    Part2⇒Kashiba Nishi ・Kashiba Kita 

           12:30p.m.～1:00p.m.  

※Reception starts 45 minutes before the ceremony 

☆Sign Language service is available. 

・If it is canceled, we will inform you on web site. 

・Please use the public transportation as much as 

possible 

※To avoid congestion at reception desk, you will be 

required to bring a reception slip . 

Reception slip can be downloaded from the website of 

Kashiba City. Be sure to write your name and phone 

number on the slip. 

Information：Shogai Gakushu Center (☎44－3339) 

 

 

 

 

 

 

どよう：ごご１３じ～よくあさ８じ 

 にちよう・しゅくじつ・１２/２９～１/３： 

 ごぜん８じ～よくあさ８じ 

☞ならけん きゅうきゅう あんしんセンター： 

ぷっしゅかいせん・けいたいでんわ から： #７１１９ 

でんわ・IP でんわ： ☎ ０７４４-２０-０１１９ 

そのた 

●なら いりょう じょうほう ネット http://www.qq.pref.nara.jp/ 

 

 

 

だい３1 かい せいじんしき 

 

かしばし せいじんしきを おこないます。 

 

ひにち： れいわ４ねん１がつ１0 にち（げつよう・しゅくじつ） 

ばしょ： そうごう たいいくかん 

たいしょう： へいせい１３ねん４がつ２にち～へいせい１４ねん 

４がつ１たち にうまれた かた。 

たいしょう ちゅうがっこう & じかん 

 だい１ぶ⇒かしば・かしば ひがし ちゅうがっこう こうく 

         ごぜん１０じ～ごぜん１０じ３０ぷん 

 だい２ぶ⇒かしば にし・かしば きた ちゅうがっこう こうく 

         ごご１２じ３０ぷん～ごご１じ 

※どちらも うけつけは ４５ふん まえから はじまります 

☆しゅわ つうやく あります 

・ちゅうし のときは ホームページ で おしらせします 

・できるだけ バス や でんしゃ で きてください 

 

※ こんざつ を さけるため うけつけひょう に なまえ と 

でんわばんごう を かいて もってきてください。 

うけつけひょう は ホームページ から ダウンロードできます  

 

 

といあわせさき：しょうがい がくしゅうか  （☎４４－３３３９） 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qq.pref.nara.jp/
http://www.qq.pref.nara.jp/
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★ Year-end & New Year Guide 

 Schedule for Garbage Pickup 

●Combustible Garbage   

A large amount of garbage is produced at every end 

of the year. We have a schedule as below. 

Please reassure the date and district of garbage 

pickup in “Garbage Calendar” and avoid misdate or 

delay so that we can collect them without any trouble. 

▶Information ・ Waste Collection Center  

☎77-4189 

 12/28(Tue.) 12/30(Thu.) 

 

School 

area 

Mitsuwa Shimoda 

Nijou Goidou 

Sekiya Mamigaokanishi 

Shuzumi Mamigaokahigasi 

Asahigaoka Kamada 

 

●Bulky / Incombustible Garbage   

For the collection of telephone requests in 

December, we will inform you of the collection date 

in order of application reception. However if the 

number of items to be collected within the year is 

filled, we will inform you of the collection date in 

January. 

 ☆Please note that if the collection date is after 

the month following the application month, the 

collection month will be treated as the application 

month and you will not be able to apply again in that 

month. The telephone request reception center will 

accept applications until December 28th （Tue.）at 

the end of year and from January 4th (Tue.)at the 

beginning of the year. 

◆Telephone Request Accept center ☎77－1199 

Ｈｕｒｍｆｕｌ 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. 

   

 

 

★ ねんまつ ねんし ガイド 

ごみ の しゅうしゅう にってい 

●もえるゴミ 

 ねんまつは ゴミの おおい じきと なります。したの ひょう

のとおり の しゅうしゅうびと なっています。  

スムーズな しゅうしゅうが おこなえるよう、しゅうしゅうび

の まちがいや だしおくれの ないよう ゴミ カレンダーを 

ごかくにん ください。 

▶といあわせさき しゅうしゅうセンター   

  ☎77－4189 

 12/28(かよう) 12/30(もくよう) 

 

しょう 

がっ 

こうく 

みつわ しもだ 

にじょう ごいどう 

せきや まみがおかにおし 

しずみ まみがおかひがし 

あさひがおか かまだ 

 

●そだいゴミ・もえないゴミ 

１２がつの でんわ リクエスト しゅうしゅうは 、もうしこ

み うけつけ じゅんに しゅうしゅう の あんない を 

しますが、ねんないの しゅうしゅう よていけんすう が 

うまった ばあい は 、じゅんじ １がつの しゅうしゅう

びを あんない します。 

☆しゅうしゅうが もうしこみげつの よくげつ いこう 

になる ばあい 、しゅうしゅうした つきを もうしこみ 

つき として とりあつかう ため 、とうがいつき に 

さいどの もうしこみは できません ので ごちゅうい  

ください。 

でんわ リクエスト うけつけ センターは、ねんまつ は 

１２がつ ２８にち (かようび) まで、ねんし は １がつ

４っか（かようび） から うけつけ します。 

◆でんわリクエスト うけつけセンター ☎７７－１１９９   

 

  ゆうがいゴミ    

・ゆうがい ゴミ とは かんでんち （ぼたん でんち 

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。 
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Ｆｏｒ ｄｒｙ ｂａｔｔｅｒｉｅｓ， ａ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ｂｏｘ ｉｓ 

ｌｏｃａｔｅｄ ｏｎ ｔｈｅ 1ｓｔ floor of the city hall. 

・After December 29ｔｈ(Fri.), there will be no 

collection until March 30th,2022Wed.). Please  

be careful not to forget to put it out. 

・Please bring the button battery to the  

collection cooperation store of the electronics 

retail store or The Citizen’s Hygiene Division of 

city hall. 

※Please put “fluorescent lamp/bulb” and “dry 

cell” separately in separate plastic bags 

(semi-transparent or transparent). 

※Don’t put gum tape on the surface of 

fluorescent lamps. 

Information ・Waste Collection Center 

 ☎77-4189 

 

●Own Carriage of Trash and Waste 

When a large amount of garbage is generated , 

you can carry it by yourself into the incineration 

plant (Mino-en, 615 Ninji) 

How to register 

Make an application to Citizen’s Health Division 

beforehand.  ・Make sure to bring your personal 

seal and a number of your car which you use to 

carry garbage in.  

Available date and time  

   From Monday to Friday  13:30～16:30 

（except year-end and New Year holidays） 

※The delivery date will be decided at the time of 

application. You can also bring it in on the day 

of application) 

※You can bring it in until December 28th(Tue.) 

at the end of the year and from January 4th(Tue.) 

At the beginning of the year.  

▶Information City Hall Health and Division 

 ☎44-3306 

 

 

 

 

かんでんちは，しやくしょ 1 かいに かいしゅう 

ボックスを せっち しています。 

・１２がつ２９にち（もくよう） から れいわ４ねん３

がつ３０にち（すいようび） までしゅうしゅうは あ

りません。 

    ・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 わけて いれてください。 

※けいこうとうの ひょうめんには 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 

 

⚫ゴミの じこはんにゅう 

ごみが たりょうに でｗる ばあい などは、みのえん

（にんじ６１５）へ ちょくせつ はんにゅう が かのうで

す。 

はんにゅう てつづき 

   いんかんと はんにゅうじの くるまの ナンバーを メモし

て、 じぜんに しみんえいせいか （しやくしょ１かい）で 

しんせいしてください。  

 

はんにゅう かのう にちじ 

  げつ～きんようびの ごご１じ３０ぷん～ごご４じ３０ぷん 

   （しゅくじつ、 ねんまつ ねんし は のぞく） 

    ※はんにゅうび は しんせいじに きめて いただき ま

す。 （しんせい とうじつ の はんゆう も かのうで

す。 

  ※ねんまつは１２がつ２８にち（かようび）まで、ねんしは１が

つ４っか（かようび） から はんにゅう いただけ ます。 

 ▶といあわせさき しやくしょ しみん えいせいか 

     ☎４４－３３０６ 
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Winter Preparation 

○Let’s prepare the water pipe for winter.！ 

If the cold days continue, the water in the water pipe 

may not come out, or the water pipe may crack due to 

expansion due to freezing and water may leak. 

Please prepare for cold weather and check the cold 

weather equipment as soon as possible. 

○For families who are absent for a long time in winter, 

and for those who own vacant houses in the city. 

If you have a household that uses water infrequently 

and is often absent, or if you own vacant house  in 

the city, the water pipe may freeze and leak while you 

are way. We recommend that you submit a water     

supply discontinuation notice or close the faucet while 

it is not in use. 

○If the water pipe on the premises leaks, close the 

water stopcock in the meter box and then request 

repairs from the nearest city-designated water supply 

equipment construction company. 

※For details, please see the Water and Sewerage 

Department website (OR code ) 

Information: Construction Division Water and 

Sewerage Department ☎76-2301 

 

★ Baby Massage with oil 

 ・Date＆Time： 1/25(Tue) 10:00a.m ～11:00a.m 

・Place:  Hoken（Health） Center 2F 

 ・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 

 ・Application period: 12/28(Tue) ～ 1/11(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 

ふゆ じたく 

○すいどうかん の ふゆじたく を しましょう！ 

さむいひが つづくと すいどうかんの みずが でなく なった

り、とうけつ による ぼうちょうの ため すいどうかんに きれ

つが しょうじて ろうすい したり することが あります。 

ぼうかん じゅんび や ぼうかん せつび の てんけん は 

はやめ に おねがい します。 

○ふゆば、 ちょうき ふざい に される ごかてい、しない に 

あきやを  しょゆう されている みなさまへ 

すいどうの しよう ひんどが すくなく、るすに される きかい

が おおい ごかていや、 しないに あきやを しょゆう され

て いるかたは、 ふざいの あいだに すいどうかん が  

とうけつし，ろうすい する ばあい が あります。きゅうすい 

そうち ちゅうし とどけ を ていしゅつ して いただくか、 し

よう されない あいだ、しすいせん を しめて いただく こと

を おすすめ します。 

○しきちない の すいどうかん が ろうすい した ときは，メ

ーターボックス ないの しすいせん を しめて から、もより

の し していの きゅうすい そうち ぎょうしゃ へ しゅうり 

を いらい して ください。 ※くわしくは、じょう げすいどうぶ 

ホームページを ごらん  ください。（QR コード） 

といあわせさき： じょう げすいどうぶ こうむか 

                   ☎７６-２３０１ 

 

★オイルをつかってベビーをマッサージ 

・ にちじ： 1/25(かようび) ごぜん 10 じ～ごぜん 11 じ  

・ ばしょ ： ほけん センター ２ かい 

・ 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。 

 ・ もうしこみきかん：12/28(かようび）～1/11(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 ください。   

 ・といあわせ： そうごう ふくしセンタ- じどう ふくしか                      

                            ☎７９-７５２２ 
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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. 

 

★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. 

 

 

 

 

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。 

 

★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。 
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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 

■When the dog's location changes (If you move out of 

the city, please notify the municipality to which you 

move. 

Information:  

City Hall Citizen's Health Division  

(☎0745-44-3306) 

 

 

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、 １

２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 (☎0745-44-3306) 
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Is it getting too loud? Life Noise 

 

What is the noise of daily life? 

 Have you ever felt that there was too much noise in 

your life, or that you needed to be quiet?  

 Noise generated by ordinary household activities, 

such as the sound of pianos and outdoor air 

conditioners, the barking of pets, and the idling of cars, 

is called "household noise. 

 Noise is something that we all make in our daily lives, 

and the noise we make can cause problems for those 

around us. 

  According to a survey by the Ministry of the 

Environment, the following breakdown is known to 

have occurred. 

 

 

♦Electrical equipment 23 percent 

♦Musical instruments and audio equipment 9 percent 

♦Human voices, footsteps, water and drainage noise 

13 percent 

♦Pets 11 percent 

♦Idling/running cars (including some businesses) 

22 percent 

 

In order to avoid noise problems, it is necessary to 

improve your morals and manners. By paying a little 

attention to your surroundings, you can create a 

friendly sound environment! Why don't you start living 

a more people-friendly life? 

 

5 Considerations for Eliminating Noise 

★Consider the time of day. 

★Take measures to prevent sound leakage 

★Try to reduce noise. 

★Choose equipment with low noise. 

★Keep in touch with your neighbors. 

Information:  

City Hall Citizen's Health Division  

(☎0745-44-3306) 

 

うるさくなっていませんか？ せいかつそうおん 

 

せつかつそうおん って なんだろう？ 

   みなさん は、 せいかつしていて、 「さわがしい」 「しず

かにしてほしい」 と おもった こと は ありませんか？ い

っぱんかていの ピアノ や しつがいき の おと、 ぺっと 

の なきごえ、 じどうしゃ の アイドリング など、 いっぱ

ん の せいかつ こうどう に したがって はっせい する

もの を 「せいかつそうおん」 と いいます。せいかつそう

おん は、 だれもが せいかつ している あいだ に はっ

せい させる かのうせい が あり、 じぶん の だした お

と が、 まわり の ひと に めいわく を かけて しまう 

こと が あります。 

 かんきょうしょう の ちょうさ に よると、 つぎ の ような 

うちわけ で はっせい している こと が わかっていま

す。 

 

  ♦でんききき ２３パーセント 

  ♦がっき・おんきょうきき ９パーセント 

  ♦ひとのこえ・あしおと・きゅうはいすいおん １３パーセント 

  ♦ペット １１パーセント 

  ♦アイドリング・からぶかし（いちぶじぎょう も ふくむ） 

２２パーセント 

 

せいかつそうおん もんだい を しょうじさせない ためには、 

ひごろから まわり への はいりょ やモラル、 マナー の こ

うじょう を はかる こと が ひつよう です。ちょっとした きく

ばり で あなた の まわり に やさしい おと かんきょう 

を つくりだす こと が できます！ 

 みなさん も ひと に やさしい くらし  

を はじめて みませんか？ 

そうおん を なくす ５つ の きくばり 

★じかんたい に はいりょ しましょう。 

★おと が もれない くふう を しましょう。 

★おと を ちいさく する くふう を しましょう。 

★おと の ちいさい きき を えらびましょう。 

★ごきんじょとの おつきあい を たいせつ に しましょう 

 といあわせさき 

しやくしょ しみんえいせいか  

(☎0745-44-3306) 
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Consultation corner 

・  Legal advice 

     2 nd・4th (Thursday) 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    ☎44－3312 

・    General advice (Closed in Nov. and Jan.) 
 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 

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

      City Hall ,The first 6 arrivals 

      ✥Application: by telephone  ☎ 22-5288 

そうだん コーナー 

・ ほうりつ そうだん  

だい２・４（もくようび）・・・ごご１じ３０ぷん～ごご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☎ ４４－３３１２ 

・    しんぱいごと そうだん（１１がつ・１がつ は やすみ） 

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  

・  ぜい そうだん 

まいつき だい３ もくようび ごご１じ～４じ 

   せんちゃく、６めい 

   ✥しやくしょ かいぎしつ とう ☎２２－５２８８ 
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Notification From the Public Health Center  

✤Application：at Public Health Center ☎ 77-3965 

 
Tooth brushing class 

   ・Date and Time: 

1/20 （Thursday） at the Health Center 

     ①9：15am 

②10:00am 

③10:45am 

   ・Place: The Public Health Center 

・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 

    ・Date and Time: 

1/18 (Tuesday) 1:00pm-3:30pm 

    ・Place: The Public Health Center 

    ・Those eligible: Over 5 months pregnant women  

・Contents: Dental checkup, dentistry 

consultation, tooth brushing instruction 

・What to bring: Maternity handbook, bath towel 

     ・Application : by telephone at any time 

*Please get the check-up when your condition 

is stable 

 

Health gymnastics class   

     ・Date and Time: 

1/24 (Friday)  

 ①9:20am   

②10:20am 

・Limit: 14people each time 

   ・Place: the Public Health Center  

     ・ What to bring：Water and towel 

・Application: by telephone from 12/15 

(Wednesday)  (Ether ① or ②) 

  ＊Those who are going to participate on December 

can’t apply. 

   

 

 

 

 

 

ほけんセンターからの おしらせ 

✤もうしこみ：ほけんセンター  ☎ 77-3965 

 

はみがき きょうしつ 

   ・にちじ： 

１/２０（もくようび） 

      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 

 

・たいしょう：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、 

バスタオル 

・でんわ で もうしこんで ください 

 

にんぷ しか けんしん 

・にちじ： 

１/１８（かようび）  ごご１：００〜３：３０ 

・ばしょ： ほけんセンター 

・たいしょう： にんしん ５かげつ の かた 

・ないよう：はの けんしん、はのそうだん, 

はみがき しどう 

・もちもの： ぼしてちょう、バスタオル 

・でんわ で よやく してください 

※にんしんちゅう の かたは たいちょうの あんていしてい

るとき うけてください 

 

 

けんこう たいそう きょうしつ 

 ・にちじ： １/２４ （きんようび）  

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：１２/１５（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） 

※１２がつ に さんか する かた は もうしこめません 
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Blood Donation 

   ・Date and Time: 

1/21(Friday) 1 

①10:00am-12:00am,  

②1:00pm-4:00pm 

 ・Place: City Hall 

 ・Application: at the venue on the day 

    ・Those eligible: people aged 16 to 69 

    ・What to Bring: Blood donor card,  

     form of identification (such as driver’s license) 

    ・If you are over 65, you must have donated 

between the ages of 60-64 

 

Let's  enjoy  stretching 

  ・Date and Time: 

1/21 (Friday) 10:00am-11:00am 

Aerobic stretches to the music in fast tempo  

・ Place: the Public Health Center  

 ・Limit: 14 people each day 

   ・What to bring : water, towel 

    ・Application :  by telephone from 

12/15(Wednesday) 

＊Those who are going to participate on December 

can’t apply. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けんけつ  

    ・にちじ： 

１/２１（きんようび）  

①ごぜん１０：３０～１２：００ 

②ごご１：００〜４：００ 

    ・ばしょ： しやくしょ 

    ・もうしこみ： とうじつ かいじょう で うけつけ 

    ・もちもの： けんけつカード、  

ほんにんかくにん ができるもの（めんきょしょう） 

    ・６５さい いじょうの かたは ６０さい～６４さい の 

あいだ に けんけつ の けいけん が ひつよう 

です 

 

ストレッチをたのしもう  

・にちじ： 

１/２１（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 

 ・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 

・たいそう が できる ふく と くつ で きてください 

・もうしこみ： でんわ で もうしこんで ください 

          １２/１５（すいようび）から 

※１２がつ に さんか する かたは もうしこみ できません。 
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Lecture by Machiko Satonaka 

 

The truth of siblings Okuni no Himemiko and 

 Otsu no Miko 

▲Date & Time: January 23, 2022 (Sun.) 

14：00～15:30 

▲Place: Futakami Bunka Center 1F Citizen Hall. 

▲Quota: First arrivals 150people 

▲Fee: 500yen (Free for elementary school students 

and younger and those eligible for the 2022 coming of 

age ceremony) 

▲How to Apply: 

 Apply at the Nijousan Museum counter, or by Fax 

/email (infomuseum@kashiba-mirai.com) 

※ In case of Fax or email, please specify your 

name ,age ,address and telephone number(those 

eligible for the 2022 coming-of-age ceremony) 

  

2021  3rd  Exhibition 

Asuka Royal Mausoleum and Hiranotsuka Anayama 

Tomb -informing the burial person of Hiranotsuka 

Anayama tomb-  

▲Term: December 18th  (Sat) ～February 13((Sun.) 

      2022.  

▲Place: Nijopusan Museum Special Exhibition room 

▲Fee: Adult 200yen, Students(College/High school) 

150yen, Children (Junior high-school/Elementary 

school) 100yen,  Preschool children for free. 

 

～Notice from Futakami Bunka Center ～ 

While the relaxation restrictions are being relaxed, we  

Hope to hold a “ Minna no Concert” in the lobby about 

once a month. 

If you would like to appear, please contact us.  

 

 Futakami Bunka Center ☎77-1000 

 Nijoisan Museum     ☎77-1700 

 

 

 

 

さとなか まちこ こうえんかい  

 

「おおくの ひめみこ と おおつの みこ ひうんの してい 

(あね と おとうと) の  しんじつ 

▲にちじ：れいわ ４ねん１がつ２３にち （にちようび） 

１４：００～１５：３０ 

▲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 

▲ひよう：５００えん 

（ しょうがくせい いか および れいわ４ねん かしばし 

せいじんしき の たいしょうしゃ は むりょう）  

▲もうしこみ ほうほう 

にじょうさん はくぶつかんの カウンター・Fax（７７-１６０１） 

・メール（infomuseum@kashiba-mirai.com) で もうしこみ 

※Fax または メールの ばあいは、しめい、ねんれい、じゅう

しょ、でんわばんごう（ せいじんしきの たいしょうしゃ は（そ

のむね）を めいき. 

 

れいわ ３ねんど だい３かい きかくてん  

『あすかの おうりょうと ひらのつか あなやま こふん 

-ひらのつか あなやま こふんの ひそうしゃを 

すいり する-』 

▲きかん： れいわ３ねん１２がつ１８にち（どようび） 

     ～れいわ４ねん２がつ１３にち（にちようび） 

▲ばしょ：にじょさん はくぶつかん とくべつ てんじしつ 

▲にゅうかん りょう： おとな２００えん、がくせい（だいがくせ

い・こうこうせい）１５０えん、しょうにん（ちゅう・しょうがくせい） 

１００えん みしゅうがくじ むりょう 

 

～ふたかみ ぶんかセンター よりの おしらせ～ 

こうどう せいげん が かんわ される なか、とうセンター

では ロビーにて「みんな の コンサート」を つき１かい てい

ど かいさい できればと かんがえて います。 

しゅつえん きぼうしゃ のかた は とうセンター まで 

ごれんらく ください。 

ふたかみぶんかセンター ☎７７－１０００ 

にじうさん 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 

 

 

 

mailto:infomuseum@kashiba-mirai.com
mailto:infomuseum@kashiba-mirai.com
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Citizen’s Library Information 

     ★This month’s pickup 

Kashiba Digital Library that you can borrow and read 

anytime, anywhere. 

This month, we will introduce two books “the Kashiba 

Digital Library” 

 

○ “ ２ ０ ０  selections of wooden station building 

travelogues “ 

  Author name: Yukiyasu Sugisaki 

  The publisher: Temjin  

○“Children Dining room Paper Balloons ” 

   Author name: Asuka Saito 

   The publisher: Kokudosya 

 

Event  

※The event is the library audiovisual room. 

※We accept from 15 minutes before each event. 

  If there are no participants 10 minutes after the 

start, it may be canceled. 

※Iｆ you have reached the capacity at the time of 

reception you will not be able to participate in that 

time.  

 

 

 

しみん としょかん じょうほう 

★こんげつ の ピックアップ 

いつでも、 どこでも、すきな ときに かりて よめる 「かしば

でんし としょかん」。 

こんげつは 、「かしば でんし としょかん」の なかから、でん

し しょせき ２さつを しょうかい します。 

 

○『もくぞう えきしゃ きこう ２００せん』 

 

 ちょしゃ： すぎさき ゆきやす 

しゅっぱんしゃ： てむじん 

○『こども しょくどう かみふうせん』 

  ちょしゃ： さいとう あすか 

  しゅっぱんしゃ： こくどしゃ 

 

イベント 

※ばしょは、としょかん しちょうかく しつ です。 

※かく ぎょうじ １５ふん まえから うけつけ します。 かいし

１０ぷんご に さんかしゃが うない ばあいは、 ちゅうし 

となる ばあいが あります。 

※うけつけ じてんで ていいんに たっして いた ばあい、 

 そのかい には さんか できません。 

 

 

Event 

イベント 

Schedule  

にってい 

 Time 

じかん               

Eligible 

たいしょう 

Capacity(first aｒrival 

ていいん（せんちゃく） 

reading for 

parents & child 

えほんタイム                   

12/24（Fri.） 

1/4（Fri.） 

  (きんようび) 

 

1time 10：30-10：50 

1 かいめ 

2time 11：15-11：35 

2 かいめ 

parents  & children 

from 0-2 years old 

０さい ～２さいじ の 

おやこ 

 

each time 

    5 pairs 

かくかい ５くみ 

story-telling 

for children 

おはなしかい 

12/25（Sat.） 

 （どようび）    

 15：00-15：30  3years old and 

over 

  ３さいいじょう 

 10 people 

 10 めい 

poetry 

recitation for 

adult.-おとなの 

ためのろうどくかい 

12/24（Fri.） 

（きんようび） 

  13：00-14：10  ordinary people  9 people 

 9 めい 

 


