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Covid-19 vaccination Information  

※We are accepting appointments vaccinations 

.Please check the city homepage for the latest 

information. 

◇Reservation (Mass vaccination) ・ Information 

 Covid-19 vaccination call center [ Reception time :  

AM 9:00 ～ 17:00 (Excluding Saturday, Sunday and  

holidays) ] 

☎ 44－8970   FAX 76-6775  Ousaka 1-506-1 

(inside the Public Health Center) ※When you call, 

please make sure that you do not make a mistake. 

 

Countermeasures for COVID -19 infection 

From March 13th , wearing a mask will be based on 

individual judgment. 

Regarding the wearing of a mask as a counter-

measure against the Covid-19 infectious disease, 

it has been generally recommended not to wear them 

outdoors and to wear to wear the indoors. 

However, after March 13th, individual choices will be 

respected, and wearing will be based on individual 

judgment. 

For details, please see the Health ,Labor  

and Welfare website. 

 

We ask for your consideration so that we do not 

force people to put on and take off their masks 

against their will, and that each person’s independent 

judgment is respected. 

 しんがた コロナ ウイルス ワクチン じょうほう  

※せっしゅの よやく を うけつけ て います。  

さいしん じょうほう は し ホームページ にて ごかくにん 

ください。 

◇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 [ 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） ] 

☎ ４４－８９７０  ＦＡＸ ７６－６７７５  おうさか 

１－５０６－１ （ほけん センター ない） ※でんわ の  

さい は、おかけ まちがい の ないよう おねがいします。 

 

しんがた コロナウイルス かんせんしょう たいさく 

3 がつ 13 にち から マスク ちゃくよう は こじん の  

 はんだん が きほん となります。 

しんがた コロナウイルス かんせんしょう たいさく として

の マスク ちゃくよう については、これまで おくがい では 

げんそく ふよう、おくない では げんそく ちゃくよう が すい

しょう されて いました。 

しかし、3 がつ 13 にち いこうは こじん の しゅたいてき 

な せんたく を そんちょう し、 ちゃくよう は こじん の は

んだん が きほん と なります。 

くわしくは こうせい ろうどうしょう ホームペ－ジ をごらん 

ください。 

ほんにん の いし に はんして マスク の ちゃくだつ を 

しいる ことが ないよう、また、ひとりひとり の しゅたいてき 

な はんだん が そんちょう される よう、 みなさま の ご

はいりょ を よろしく おねがい します。  
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Examples of institutions where wearing a mask 

is effective 

 

○Wear a mask to prevent spreading the infection 

to those around you.  

＊When visiting medical situations or 

 facilities for elderly, etc. 

＊When visiting a crowded train or bus,  

such as during rush hour. 

○Wearing mask is an effective way to protect 

yourself from infection. 

＊When people at high risk of severe illness go 

to crowded places during the spread infection. 

[Elderly people , pregnant women, people with 

underlying diseases such as chronic liver cancer 

and cardiovascular disease] 

 

 

 

 

 

 

●Even after reviewing the concept of wearing  a 

masｋ、 please continue to thoroughly 

implement basic infection  control measures 

such as hand washing, disinfection, and 

ventilation. 

 ●In the future, if the infection spreads 

significantly, we may ask you to take stronger 

infection control measures, such as temporarily 

calling for wearing an appropriate mask 

accounting to the situation. 

● Businesses may require users and employees to  

Wear mask due to infection control or business 

reasons. 

Information: City Hall Crisis Management Division 

                        ☎44-3305 

   

 

 

 

マスク ちゃくよう が こうかてき な ばめん 

の れい 

 

○しゅうい の かたに かんせん を ひろげ ない ため

に マスク を ちゃくよう しましょう。 

＊じゅしん じ や いりょうきかん・こうれいしゃ 

 しせつ など を ほうもん する とき. 

＊ちゅうきん ラッシュ じ など こんざつ した 

でんしゃ・ バスに じょうしゃ する とき. 

○ご じしん を かんせん から まもる ために マスク 

の  ちゃくよう が こうかてき です。 

＊じゅうしょう か リスク の たかい かた が かんせん 

かくだい じ に こんざつ した ばしょ に ゆく とき 

｛こうれい の かた、にんぷ の かた、 まんせい かんぞ

うびょう がん しん けっかん しっかん など きそ  

しっかん のある かた｝ 

 

 

 

 

 

 

●マスク ちゃくよう の かんがえ かた の みなおし ご 

で あっても 、ひきつづき てあらい や しょうどく、かん

き など の きほんてきな かんせん たいさく の てっ

てい を おねがい します. 

●こんご、かんせん が おおきく かくだい した ばあい 

などには、 いちじてきに ばめん に おうじた てきせ

つな マスク の ちゃくよう を ひろく よびかける など、

より つよい かんせん たいさく を おねがい する こ

とが あります. 

●じぎょうしゃ が かんせん たいさくじょう または じぎょ

うじょう の つごう により、 りようしゃ や じゅううぎょ

ういん などに マスク の ちゃくよう を もとめる こと

があります.   

といあわせさき： しやきうしょ きき かんりか 

                         ☎44-3305 
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We have set up donation boxes for Turkey and 

Syria earthquake relief funds. 

Contact: City Hall Crisis management Division  

☎44-3305 

In order to support humanitarian crisis response and 

relief/reconstruction activities due to the earthquake 

damage in the southeastern part of Turkey and near 

the Syrian border, we have set up a donation box for 

the Turkey-Syria earthquake relief fund. The 

collected donations will be used to support Turkey 

and Syria through the Japanese Red Cross Society. 

We appreciate your warm support. 

♦Installation period: Until Wednesday, May 31 

♦Installation location: City hall main government 

building, Comprehensive Welfare Center, Futakami 

Cultural Center, general gymnasium 

※It is also possible to donate directly to the 

Japanese Red Cross Society by bank transfer such 

as Nanto Bank or Japan Post Bank. For more 

details, please see city homepage. 

※Concerning the “Ukraine Humanitarian Crisis Relief 

Fund”, donation boxes are still being set up at the 

above locations. 

 

 

About the holding of  Eemon Kurutto＋(Plus) 

Corner 

We have a permanent “Eemon Kurutto 

Corner” on the 1st floor of the city hall where 

we collect tableware that can still be used 

from everyone and give it to those who need it. 

In addition, a temporary expanded version of 

“Eemon Kurutto  Corner Plus” will be held as follows. 

＊Ｃｕｒｒｅｎｔｌｙ， ｗｅ ｄｏ ｎｏｔ ｃｏｌｌｅｃｔ ｔａｂｌｅｗａｒｅ. 

＊Ｄｕｅ ｔｏ ｖａｒｉｏｕｓ ｃｉｃｕｍｓｔａｎｃｅｓ ｓｕｃｈ ａｓ 

 ｓｔｏｒｍｙ ｗｅａｔｈｅｒ ａｎｄ ｄｉｓａｓｔｅｒｓ，ｉｔ ｍａｙ ｂｅ  

ｃａｎｃｅｌｅｄ ｓｕｄｄｎｌｙ. 

◆Ｄａｔｅ & Ｔｉｍｅ March 20 （Ｍｏｎｄａｙ） 

         ９:００－about 16：00 

◆Place: City hall south side parking lot. 

◆Information：Citizen Health Division☎44-3306 

トルコ・シリア じしん きゅうえんきん の ぼきんばこ 

を せっち しています。 

といあわせ： しやくしょ きき かんりか  

☎44-3305 

トルコ なんとう ぶ および シリア こっきょう ふきん の じ

しん ひがい に よる じんどう きき たいおう および きゅ

うえん・ふっこう かつどう を しえん する ため、 トルコ・シ

リア じしん きゅうえんきん の ぼきんばこ を せっち して

います。 なお、 あつまった ぼきん は、 にほんせきじゅうじ

しゃ を つうじ、 トルコ・シリア の しえん に やくだてて い

ただきます。 みなさま の あたたかい ごしえん を よろしく 

おねがいします。 

♦せっちきかん： 5 がつ 31 にち すいようび まで 

♦せっちばしょ： しやくしょ ほんちょうしゃ、 そうごうふくしセン

ター、 ふたかみぶんかセンター、 そうごうたいいくかん 

 

※なんとぎんこう や ゆうちょ ぎんこう など の こうざ ふり

こみ に より、 にほんせきじゅうじしゃ へ ちょくせつ ぼ

きん する こと も かのう です。 くわしく は し ホーム

ページ を ごらん ください。 

※「ウクライナ じんどう きき きゅうえんきん」 に ついて も 

ひきつづき、 じょうき ばしょ に ぼきんばこ を せっち 

しています。 

 

 

ええもんクルッとコーナー ＋(プラス) の かいさい  

について 

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 「ええもんクルッとコーナ-」

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」を つぎのとおり かいさい しています。 

＊げんざい、しょっき るい の かいしゅう は しておりません. 

 

＊こうてん や さいがい などの しょ じじょう により、きゅう

きょ ちゅうし となる ばあいが あります。 

 

◆にちじ： ３ がつ ２０にち（げつようび） 

       ９:００～１６:００ころまで 

◆ばしょ： しやくしょ みなみがわ ちゅうしゃじょう 

◆といあわせさき： しみん えいせいか ☎44-3306 
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２０２３ Kashiba City Sports Boy Scoutｓ 

Recruitment ！ 

The Kashiba Sports Boy Scouts are active with the 

aim of promoting healthy development through sports. 

 Would you like to start playing sports together? 

We are also looking for instructors.  

Those eligible: Elementary school students living in 

the city. 

Activity base Elementary school in each precinct. 

Sport event: rubber-ball baseball, soccer, volleyball, 

mini-basketball. 

Instructor: authorized sports instructor registered 

with the Japan Sports Scouts 

              (Former Authorization Member, Former 

               Authorization Training Member)   

Application/Inquiry: after checking the detail on the 

website, apply by phone.  

                 Kashiba City Junior Sports Club 

Headquarters  Secretariat 

☎44-3305 

★ Baby Massage with oil 

 

●Date＆Time： 4/21(Fri) 10:00a.m ～11:30a.m 

●Place：Sogo Fukushi （General Welfare）Center2F  

●Eligible：from 2 months to 6 months old babiesand 

their guardians who live in Kashiba city. 

●Numbers： 10 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. 

          ※You can also try baby slings for free. 

● Fee：Free 

●How to apply：Please enter necessary items on 

the e Koto Nara electric home page until 

3/31(Fri) 

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

please apply. 

●Information： Sogo Fukushi (GeneralWelfare) 

Center, Jido Fukushi-ka（Child Welfare Division）       

                   ☎ 79-7522 

 

れいわ ５ねんど かしばし スポーツ しょうねんだん 

だんいん ぼしゅう！ 

かしばし スポーツ しょうねんだん は 、スポーツ を つうじ 

て せいしょうねん の けんぜん いくせい を めざし、 かつ

どう して います。ぜひ いっしょ に スポーツ を はじめて 

みませんか？ しどうしゃ も ぼしゅうちゅう です。 

たいしょう：しない ざいじゅう の しょうがくせい 

 

かつどうきょてん：かく こうく の しょうがっこう 

スポーツしゅもく： なんしき やきゅう、 サッカー、バレーボー

ル、ミニバスケットボール 

しどういん：にほん スポーツ しょうねんだん に とうろく さ

れて いる こうにん スポーツ しどういん 

            （きゅう にんていいん・ きゅう にんてい 

いくせいいん） 

もうしこみ/といあわせさき： し ホームページ にてしょうさ 

を かくにん のうえ、でんわ で もうしこみ 

 かしばし スポーツ しょうねんだん じむきょく

☎44-3305 

  

★オイルをつかってベビーをマッサージ 

 

●にちじ： ４/２1(きんようび) １０じ～１１じ３０ぷん 

●ばしょ ：そうごう ふくし 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：１０くみ 

 ※もうしこみしゃが おおい とき 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。 

     スリング（だっこひも） の たいけん も できます。 

●ひよう： むりょう 

●もうしこみ ほうほう ともうしこみきかん 

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、３/３１（きんようび） 

    までに もうしこみ してください。   

●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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Consultation corner 

・  Legal advice 

     2 nd・4th (Wednesday) 13:30p.m.-17:00p.m. 

  City Hall ・・・The first 8 arrivals 

  ✥ Application: by telephone  ☎ 44-3333 

・  Administration advice  

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

    Sougou Fukushi Center  ☎ 76-7107 

・    Human rights advice   

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

  Sougou Fukushi Center ☎44-3314 

・   Child care advice 

 Monday to Friday・・・9:00a.m.-17:00p.m. 

 Sougou Fukushi Center      ☎ 79-7522 

・   One-parent family advice 

 Monday to Friday・・・9:00a.m.-17:15p.m. 

 Sougou Fukushi Center      ☎ 79-7522 

・   Child abuse advice   

   Monday to Friday ・・・8:30a.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 

   ✥Sougou Fukushi Center ☎ 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(Closed in Thursday) 

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

      Sougou Fukushi Center 

     ✥Application: by telephone  ☎ 76-7179 

・      Tax advice 

      3rd (Thursday) ・・・13:00p.m.-16:00p.m.  

      City Hall ,The first 6 arrivals 

   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～ごご５じ 

しやくしょ かいぎしつ とう・・・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 

そうごう ふくし センター   ☎ 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 

そうごう ふくし センター        ☎ ４４－３３１４ 

・ こそだて 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 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 

・  じどう ぎゃくたい そうだん 

げつよう～きんよう・・ごぜん８じ３０ぷん～ごご５じ１５ふん      

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 

✥そうごう ふくし センター     ☎ 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 （もくようび は やすみ） 

   げつようび～どようび 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 
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    ✥Application: by telephone  ☎ 22-5288 

 

 

 

 

 

 

 

Notification From the Public Health Center  

✤Application：Public Health Center ☎ 77-3965 

 

Tooth brushing class 

    ・Date and Time :   

①4/24 (Mon) 9:15am, 10:00am, 10:45am    

Children 18 months old or younger 

and their parents 

(15pairs) 

②5/24 (Wed) 1:00pm, 1:30pm, 2:00pm, 2:30pm  

       Children between 2 years old and 3 and 

a half years old, and their parents 

(20 pairs)  

   ・Place : the Public Health Center 

    ・Contents:  

①Toothbrushing lecture  

②Toothbrushing lecture by dental 

hygienist and trial of fluoride treatment 

(Those who are not undergoing dental 

treatment and getting a fluoride coating 

for the first time) 

・What to bring:  

①Maternity handbook, writing materials,  

②Maternity handbook, bath towel 

・Application :  by telephone or at the 

reception desk   

*First come, first served 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✥しやくしょ かいぎしつ とう ☎２２－５２８８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：  

    ①４/２４（げつようび） 

ごぜん：９：１５〜、ごぜん１０：００〜  

       ごぜん１０：４５〜 

１８かげつ いか の こども と ほごしゃ 

       １５くみ まで 

②５/２４（すいようび） 

ごご１：００〜、 ごご１：３０、 

ごご２：００〜、 ごご２：３０〜  

   ２さい から ３さい ６かげつ の こども と  

ほごしゃ ２０くみ まで 

・ばしょ： ほけんセンター 

  ・ないよう：  

①むしば よぼう と ブラッシング のはなし 

②③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 

（は の ちりょうちゅう ではないかた、フッソを 

 はしめて ぬる かた） 

・もちもの：  

①ぼしてちょう、ひっきようぐ、 

②③ぼしてちょう、バスタオル 

・でんわ か まどぐち で もうしこんで ください 

＊せんちゃく じゅん 
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Let's  enjoy  stretching 

 ・Date and Time : 4/14 (Friday) 10:00am 

Aerobic stretches to the music  

in fast tempo  

・ Place: the Public Health Center  

・Limit: 14 people 

   ・What to bring :  

water, towel 

 ・Application :  by telephone or at the reception 

desk from 3/15(Wed) 

* First come, first served 

＊Those who participated on March can’t apply. 

 

 

 

Walking Class  

  ・Date and Time : 4/3 (Mon), 5/1(Mon)  

    ・Meet at the rest area of Imaike Shinsui Park  

at 1:30pm 

    ・Application : Not required 

    ・What to Bring: Water, Towel, 

    ・Please participate with comfortable clothes  

and shoes. 

    (If it rains, please bring indoor shoes) 

 

 

 

Health gymnastics class   

     ・Date and Time: 

4/17 (Mon) 10:00am-11:30am 

・Place: 2F of Sougou Fukushi Center 

   ・ What to bring：Water and towel 

However, you can apply if it’s available one 

week before the start date. 

・Application: Not required 

Please wear comfortable clothes and shoes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ストレッチをたのしもう  

・にちじ ： ４/１４（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 

 ・ばしょ： ほけんセンター 

・ていいん： 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： ３/１５（すいようび）から  

でんわ か まどぐち で もうしこんで ください 

＊せんちゃく じゅん 

＊３がつ に さんか した かた はもうしこめません 

もうしこめません 

 

 

ウオーキング きょうしつ （いまいけしんすい こうえん） 

   ・にちじ ：４/３（げつようび）、５/１（げつようび） 

   ・ばしょ ：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 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 

 

 

けんこう たいそう きょうしつ 

 ・にちじ：  

４/１７ （げつようび）  

ごぜん１０：００〜１１：３０ 

 ・ばしょ： そうごう ふくしセンター ２F 

  ・もつてくるもの：のみもの、タオル 

 ・もうしこみ：ふよう 

        （ちょくせつ きて ください） 

    うごきやすい ふく と くつ で きてください 
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FUTAKAMI BUNKA CENTER 

Culture School Student Recruitment 

 

Following classes start for the first 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） 

＊Please take a temperature measurement, ,and 

disinfect your hands 

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 ぜんき 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 と 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。 

といあわせ ふたかみ ぶんか センター  

(Tel ７７-１０００) 

＊じゅこう の さいは たいおん そくてい、てゆび し

ょうどく を おねがい します。 

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  3/27 （Ｍｏｎ..） 12：00. 

Free trial session /むりょうたいけんかい 3/13(Mon.) 13:30～14:45 (reservation: required/ よやくが ひつよう)     

Ｆｕｌａ Ｄａｎｃe 

lesson 

フラダンス 

4/10 

(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 

\14，500 

 

Ms. Kondou 

こんどう  

せんせい 

drink,  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  ３/３1 （Fri. ）１２：００ 

●For intermediate night course,ちゅうきゅうしゃ（よる）  ３/３０ (Thu.) １１:００ 

＊Free trail & tours are available on 3/17(Fri.)   at each time of course (reservation required)  

＊ むりょうたいけん・けんがく は ３/１７(きん)・ コースの かく じかんたい に さんか できます。（よう よぴゃく） 

Beginners 

Course 

ビギナーズ 

コース 

4/7 

(18times) 

(１８かい) 

Fridays  

きんようび 

14:45-16:15 

 

8people 

８めい 

 

 

Meeting 

room 

かいぎしつ 

￥14,000 

 

Ms.Jennifer 

ジェニファー  

せんせい 

Textbook fee 

テキストだい 

Beginners 

Course 

しょきゅうしゃ 

 

4/7 

(18 times) 

(18 かい) 

Fridays 

きんようび 

10:30-12:00 

10people 

１０めい 

Meeting 

room 

かいぎしつ 

￥14,000 Ms..Jennifer 

ジェニファー 

せんせい 

Textbook fee 

テキストだい 
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Intermediates 

Course 

(daytime） 

ちゅうきゅう（ﾋﾙ） 

4/7 

(18times） 

（18 かい） 

Fridays 

きんようび 

13:00-14:30 

9people 

９めい 

Meeting 

room 

かいぎしつ 

￥14,000 Mr. Jennifer 

ジェニファー

せんせい 

Textbook fee 

テキストだい 

Intermediates 

Course 

（Evening） 

ちゅうきゅう（ヨﾙ） 

4/6 

(18times） 

（18 かい） 

Thursdays 

もくようび 

19:00-20:30 

11people 

11 めい 

Meeting 

room 

かいぎしつ 

￥14,000 Mr. Steven 

スティーブン

せんせい 

Ｔ ｅ ｘ ｔ ｂ ｏ ｏ ｋ 

fee 

テキストだい 

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 4/4（Tue）.12:00  ＊￥2000 for each additional child こども ひとり ついかにつき 2000 えん ひつよう 

＊Free trial session /むりょう たいけんかい 3/14(Tue.) 9:30～10:30 (reservation: required/ よやくが ひつよう) 

0year old to4 

years old class 

0 さい -4 さい じ 

クラス 

 

4/11 

(10times） 

（10 かい） 

2nd/4th 

Tuesdayｓ 

かようび

9:30-10:30 

 

7pairs 

7 くみ 

Japanese 

style room 

わしつ 

 

\8,000 

 

Ms.Inoue 

いのうえ 

せんせい 

Water, 

towel 

のみもの、 

タオル 

 

●Japanese Calligraphy しょどうきょうしつ / うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery  3/31（ Fri.）11:00  

14：00 course 

14：00 コース 

 

4/7 

(20 times) 

(20 かい) 

Fridays 

きんようび 

14:00-15:15 

Fridays 

きんようび 

14:00-15:15 

 

Some people 

じゃっかん 

 めい 

Meeting 

room 

かいぎしつ 

￥14,000 

 

Mｒ.Fujita 

ふじた 

せんせい 

Calligraphy 

tools.  

semi-paper, 

newspaper, 

,etc. し ょ ど う 

どうぐ、はんし、

しんぶんし、な

ど 

 

15：30course 

15：30 コース 

 

●Stretch  gymnastics class ストレチたいそう  きょうしつ /うけつけ・ちゅうせん  にちじ  Application and Lottery 

3/30(Thur..）.12:00 

＊Free trial session/むりょう たいけんかい 3/16(Thur.)16:10-17:10 (reservation: required/よやくがひつよう) 

Thursday 

Class 

もくようび 

コース 

 

4/6 

（20times） 

（20 かい） 

Thursdays 

もくようび 

14:20-15:40 

25people 

25 めい 

 

Citizen Hall  

しみん 

ホール 

\14,500 Ms. 

Yamasaki 

やまさき 

せんせい 

Indoor shoes, 
exercise 
clothes, towel,  

うわばき  タオ

ル  うんどうの 

できる ふくそう 

Spanish Class スペインご きょうしつ/ うけつけ・ちゅうせん にちじ Application and Lottery  4/1（Sat.）11:00 

（Minimum number of participants 5people  さいしょう さいこう にんずう 5 めい） 

Beginners 

Course（New） 

ビギナーズ 

コース（しん） 

4/8 

（18times) 

(18 かい) 

 

Saturday 

どようび

9:20-10:20 

 

25people 

25 めい 

Meeting 

room 

かいぎしつ 

 

\12,600 Mr.Saｒtini 

サルティニ 

せんせい 

 

Text book fee 

 

 

 



- 10 - 

 

 

Intermediates 

Course 

ちゅうきゅう 

 

4/8 

（18times) 

(18 かい) 

 

Saturdayｓ 

どようび

10:30-12:0 

 

 

11people 

11 めい  

 

Meeting 

room 

かいぎしつ 

 

\14,000 

 

Mr.Saｒtini 

サルティニ 

せんせい 

 

 

Text book fee 

 

●Yoga ヨガ / うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery  4/5（Wed.）12:00 

Free trial session /むりょうたいけんかい 3/22(Wed.) 13:30～14:45 (reservation: required/ よやくが ひつよう)   

Afternoon 

Class 

ごごの クラス 

 

4/12 

(20times) 

(20 かい) 

Wednesdayｓ 

まいすいよう 

13:00-14:20 

 

６people 

６めい 

Citizen Hall  

しみん 

ホール 

\14，500  

Madam Fuki 

マダム・ 

フキ 

せんせい 

 
Yoga matt, 
towel, drinkｓ 
exercise outfit 
ﾖｶﾞﾏｯﾄ、 ﾀｵﾙ、
のみもの、うんど

うの できる ふく

そう Leisurely 

Course 

ゆったりクラス 

Wednesdays 

まいすいよう 

14:45-15:45 

5people 

5 めい 

\12，500 

        

Evening 

course 

やかん 

コース 

Wednesdays

まいすいよう 

19:00-20:20 

3 people 

3 めい 

 

 \14，500   

Easy Power 

YogaＡ 

やさしい 

パワーヨガＡ 

Wednesdays 

まいすいよう 

16:30-17:30 

25 people 

25 めい 

 

\16，500 

Easy Power 

Yoga Ｂ 

やさしい 

パワーヨガ B 

4/12 

(12times) 

(12 かい 

Wednesdays  

（2times/M） 

すいようび 

（つき 2 かい） 

16:30-17:30 

19people 
19めい 

 \10，100   

●Chinese class /うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery  4/1（Sat.）12:00  

＊Free trail & tours are available 3/18(Sat..). むりょうたいけん・けんがく は 3/18（どよう）(reservation: required/よう よやく） 

（The pronunciation course is a supplementary course to reach the beginner level as soon as possible. If you are a beginner, please 

participate in both beginner and intermediate classes. はつおんの こうざは しょきゅう レベルに すこしでも はやく とうたつ する 

ための ほこう です。はじめての かたは しょきゅう ちゅうきゅうの りょうほうに さんか ねがい ます。） 

Beginner 

(new) 

しょきゅう（しん） 

4/8 

(18times) 

（18 かい） 

 

 

 

 

 

Saturdays 

（まいどようび 

13:30-15:00 

 

each10people 

かく 10 めい 

 

 

 

 

 

 

Meeting 

room 

かいぎしつ 

 

 

 

 

 

\14，000 

 

 

 

 

 

 

 

Mr.Sugimoto 

すぎもと 

せんせい 

 

 

 

 

 

Text book fee 

 

テキスト だい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermediate 

ちゅうきゅう 

 

 

Saturdays 

（まいどようび 

13:30-15:00 
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Introduction. 

Pronunciation 

にゅうもん・ 

はつおん 

 

(９times) 

（９かい） 

 

Saturdays 

（まいどよう 

13:00-13:25 

 

 

 

10people 

10 めい 

 

Meeting 

room 

かいぎしつ 

 

 

\3，000 

 

 

Mr.Sugimoto 

すぎもと 

せんせい 

 

 

 

Text book fee 

 

テキスト だい 

 

●Ｄａｌｃｒｏｚｅ  Ｅｕｒｔｈｍｉｃｓリトミックきょうしつ/うけつけ・ちゅうせん  にちじ  Application and Lottery 

4/8(Sat.)13:00 

 

Dalcroze 

Eurhythmics 

1-2 Years 

Old リトミック 

１-２さい 

4/15 

(10times) 

（10 かい） 

1ｓｔ and 3ｒｄ  

Saturdays 

だい 1・だい 3 

どようび 

9:30-10:10 

11 people 

11 めい 

 

Japanese 

ｓtyle room 

わしつ 

\12,000 

 

Ms.Okamoto 

Ms.Nakatuji 
 

おかもと 

せんせい 

なかつじ 

せんせい 

Drink, Clothes 

that are easy 

to move、bell 

,＆castanets 

のみもの、うご

きやすい  ふく

そう、すず、カス

タネット 
alcroze 

Eurhythmics 

3-4Years Old 

リトミック 

3-4 さい 

1ｓｔ and 3ｒｄ  

Saturdays 

だい 1・だい 3 

どようび 

10:20-11:00 

some people 

じゃっかん 

めい 

 

●Easy Piano Class for Middle age ちゅうねん らくらくピアノ/うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery ３/28（Wed.） 

１２：００ 

Tuesday 

Course 

かようコース 

4/4 

10times 

10 かい 

 

1ｓｔ/3ｒｄ 

Tuesdays 

だい１/だい３ 

かようび 

A11:05-11:35 

B11:40-12:10 

Each time 

zone 

1 めい 

Small 

hall 

しょう 

ホール 

\25,000 

 

Ms.Nakatui 

なかつじ 

せんせい 

 

Sheet music 

fee 

がくふだい 

Saturday 

Course 

どようコース 

4/15 

10times 

10 かい 

 

1ｓｔ/3ｒｄ 

Saturdays 

だい１/だい３ 

どようび 

A13:00-13:30 

B14:30-15:00 

C15:10-15:40 

Ms.Okamoto 

おかもと 

せんせい 

●Violin  Class バイオリン/うけつけ・ちゅうせんにちじ Application and Lottery：3/31（Ｆｒｉ．きんよう）13：00 

         

Personal 

lesson 

こじん 

レッスン 

4/7 

20times 

20 かい 

Fridays 

まいしゅう 

きんようび 

A10.25-10:50 

B10:50-11:15 

C13:20-13:45 

D13:45-14:10 

E15:50-16:15 

Each time 

zone 

1 めい 

Small 

hall 

しょう 

ホール 

\24,000 

 

Ms.Sabato 

 

さばと 

せんせい 

Sheet music 

fee 

がくふだい 
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Notice from Futakami Bunka Center 

ふたかみ ぶんか センター からの おしらせ 

2022 Culture School Results Announcement 

れいわ ４ねんど カルチャースクール せいかはっぴょう 

 

 

 

 

 

 

               “ Exhibition” 

Please see the results of calligraphy and oil  

painting  Classes. 

It is a contest of strength and grace. 

Date& Time: 

Calligraphy: March 10(Fri)- 12(Sun.) 

           12:00- 16:00  

Oil painting: March 17(Fri.)- 19(Sun.) 

           13:00- 16:00 

Place: Futakiami Bunka Center 1F 

 Citizen Gallery 

Fee: Free. 

 

             “ Recital” 

We will announce the practice results of each class. 

Please take a look at the brave figure of the result at the 

citizen hall. 

Date & time: March 25(Sat.) 

Fula Dance Class:        12:00- 12:30 

Ocarina Class           13:15- 13:45 

Ukulele Class            14:00- 14:45 

Place: Futakami Bunka Center 1F 

                        Citizen Hall 

Fee: Free (numbered tickets required) 

Application: apply at the counter of Futakami Bunka Center 

           or by phone. 

Information: Futakami Bunka Center ☎77-1000 

        Nijousan Museum     ☎77-1700  

 

 

 

           ＜さくひんてん＞ 

しょどう および あぶらえ きょうしつ の 1 ねんかん の 

せいか を ごかんしょう ください。 

ちからづよさ と ゆうびさ の きょうえん です。 

にちじ：  

しょどう 3がつ 10にち（きんようび）～12にち（にちようび） 

12：00 ～16：00 

あぶらえ 3がつ 17にち（きんようび）～19にち（にちようび） 

          13：00～16：00 

ばしょ： ふたかみ ぶんかセンター 1 かい 

                      しみん ギャラリー 

ひよう：むりょ 

 

         ＜ はっぴょうかい＞ 

かく きょうしつ の せいかを はっぴょう します。 

しみん ホール での ゆうし を ごらん ください。 

 

にちじ：3 がつ 25 にち 

 フラダンス きょうしつ   12：00～12：30 

オカリナ きょうしつ    13：15～13：45 

ウクレレ きょうしつ   14：00～14：45 

ばしょ： ふたかみ ぶんかセンター1 かい 

                      しみん ホール 

ひよう：むりょう（よう せいりけん） 

もうしこみ： ふたかみぶんかセンター まどぐち または 

        でんわ にて おもうしこみ ください。 

といあわせ まどぐち: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 

 


