
検診のお知らせ

電話.0568-76-1173　FAX.0568-72-2340
http://www.city.komaki.aichi.jp/contents/90000092.html

小牧市役所　市民産業部　生活交流課
〒485-8650 愛知県小牧市堀の内三丁目1番地

編集
発行

※掲載内容の詳細については、各担当窓口までご確認ください

環境のためにリサイクルペーパーを使用しています。
環境のためにインキには
大豆油インキを使用しています。

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

●資源・ごみ～小型家電

●You Tubeで  ごみの出し方

●20歳から  国民年金

●市役所庁舎 変更の ご案内

●税金の 支払い 期限

●不活化ポリオワクチン 接種

●味岡児童館の リニューアル

●外国人相談の お知らせ

●確定申告の お知らせ

●最低賃金の 改定

●KIA イギリス 理解講座

●ちびっこ 探検学校 ヨロン島

●小牧山城 築城 450年

●母子 健診等  カレンダー

●成人がん 検診
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2月12日（火）
2月19日（火）
2月26日（火）
3月  5日（火）

2月  1日（金）
2月  8日（金）
2月15日（金）

2月  6日（水）
2月13日（水）
2月27日（水）

2月6日（水）

2月24日（日）

2月  7日（木）
2月21日（木）

2月22日（金）

2月27日（水）

成人検診成人検診 ※平成１９年度以降は、２年に１回の受診を生まれ年（和暦）の偶数、奇数で受診推奨をしています。ご理解とご協力をお願いします。

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

４０歳以上の小牧市に住民登録のある方
●定員／４0人　●料金／９３0円　●申込み／保健センター

３0歳以上の小牧市に住民登録のある方
●定員／７５人　●料金／８３0円　●申込み／保健センター

４０歳以上の小牧市に住民登録のある方
●料金／５２0円　●申込み／保健センター

２０歳以上の小牧市に住民登録のある方

●申込み／保健センター
（無料クーポン券が届いた方は直接医療機関）

3月11日（月）
3月22日（金）

2月20日（水）

※胃がん検診実施日時に採便容器を回収します。

9:0０～15:30

9:3０～15:30

13:3０～15:30

14:００～15:30

3月 4日（月） ９:0０～１１:00

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

西部児童館
小牧南児童館
味岡児童館
篠岡児童館

保健センター

市内産婦人科

東部市民センター

東部市民センター

保健センター

保健センター

保健センター

乳がん検診
（マンモグラフィ）

子宮がん施設検診
（内診、視診、細胞診）

骨粗しょう症検診

胸部Ｘ腺

子宮がん検診
（内診、視診、細胞診）

2月 4日（月）

2月28日（木）

６５歳以上の小牧市に住民登録のある方　
●定員／１００人　●料金／無料　●申込み／不要

9:3０～11:00 第１老人センター3月18日（月）

受診期間　
～2013年３月３１日（日）

４０歳以上の小牧市に住民登録のある方
①40歳以上の偶数年生まれの方　②奇数年生まれの方で平成２3年度未受診の方

③昭和４7年生まれで40歳になった方　●定員／85人　●料金／1,200円　
●申込み／保健センター

①20歳以上の偶数年生まれの方　
②奇数年生まれの方で平成２3年度未受診の方

無料クーポン券が届いた方は申込みできます

無料クーポン券が届いた方は申込みできます

※親子(母子）健康手帳を忘れずにお持ちください。
※対象の方には事前にお手紙をお送りいたしますので、受付時間の詳細はそちらでご確認ください。

行 事 名

４か月児健診・BCG接種・
母親歯科健診

1歳6か月児健診

2歳3か月児歯科健診

3歳児健診

離乳食教室
（初期ごっくん教室）

離乳食教室
（後期かみかみ教室）

にこにこむし歯予防教室

13:05～13:55

13:05～14:15

9:00～10:10

13:05～14:15

10:00～11:00

10:00～11:00

保健センター 10:00～12:00

10:00～11:00

2011年8月1日～11日生まれ
2011年8月12日～22日生まれ
2011年8月23日～31日生まれ

2010年11月1日～15日生まれ
2010年11月16日～30日生まれ

2010年2月1日～7日生まれ
2010年2月8日～15日生まれ
2010年2月16日～28日生まれ

４か月以降の親子（２7組）
●料金／無料　●申込み／保健センター

９か月以降の親子（２1組）
●料金／無料　●申込み／保健センター

市内在住の妊婦とその夫（妊婦のみの参加も可）30組
●内容／赤ちゃんとのくらしについて、お父さんの役割について、妊娠中の食事について、お口の健康について、
　小牧の子育て情報　●持ち物／親子（母子）健康手帳　●申込み／保健センター

歯の生え始めたお子さん20人
●料金／無料　●申込み／保健センター

場　所 時　間 対象・内容・申込みなど

2012年10月1日～6日生まれ
2012年10月7日～16日生まれ
2012年10月17日～24日生まれ
2012年10月25日～31日生まれ

母子健診等カレンダー母子健診等カレンダー

育児相談・
妊婦・産婦健康相談

2月8日（金）
2月15日（金）
2月19日（火）
2月26日（火）

10:00～11:15

9:00～12:002月13日（水）、19日（火）
13:00～16:00

●料金／無料　●申込み／保健センター
2月4日（月）

●内容／育児についての不安や心配ごとの相談、身体計測、
　血圧測定、尿検査（希望者のみ）　●料金／無料

保健連絡員と保健連絡員OBが生後２～３か月頃の赤ちゃんのご自宅に出産祝い品を持って訪問します。（事前に電話でご都合を伺います）赤ちゃん訪問

母乳相談

パパママ教室

期　日

行 事 名 場　所時　間 対象・内容・申込みなど期　日

頸部がん検診1，2５0円、
頸部・体部がん検診２，３５０円
体部がん検診は医師が
必要と認めた方のみ

料金／750円

（ ）

（ ）直接第１老人センター
へ来てください。
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外国人の人口：7,312人 / 小牧の人口：153,328人（2013年1月1日現在）
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出し方
だ

対象とならないもの
たいしょう

電気、電池で  動く  すべての  もの

廃棄物対策課ごみ減量推進係　TEL0568-76-1187問合先 小牧山城450年 プロジェクト 推進室　TEL0568-76-1689問合先

エコリン

資源用  収集袋（緑色）に
入れて、 「金属類」 収集日に
出して  ください。

資源・ごみの 分け方 と

出し方 に ついて

YouTubeで 資源・ごみの

出し方 の 動画

小型家電とは…

小型家電は

「金属類」で

出してくださ
い

3月6日（水）までに財団法人国際青少年研修協会へ

135,000円 （※中部国際空港より  参加の  場合）

日本人小学生200名  在日外国人小学生100名

小学2年生～ 6年生  ※外国人小学生も含む

鹿児島県大島郡与論町
2013年3月26日（火）～ 4月1日（月）6泊7日

小牧平成夏まつり　27日（土）、28日（日）

歴史館企画展 ジュニア企画展

～織田信長ってどんな人～　～8月  7月

市民四季の森バラ・アジサイまつり

～花と緑で 夢・チャレンジ～　1日（土）～ 16日（日）
6月

市民講座 ～風雲児信長と小牧山城～（全5回）　～6月

歴史館企画展 ～信長に関わった女性たち～　～6月
5月

こども遊びウィーク ～信長さんにつづけ～ ～ 5月

小牧山さくらまつり ～華やかに花舞う小牧山城～

1日（月）～10日（水）
4月

講演会「三英傑（信長・秀吉・家康）の甲冑

～小牧山の歴史から～」　26日（土）

歴史館企画展「墨書石垣石材と佐久間氏」

～450年の時を経て～　18日（金）～2月20日（水）

初日の出を拝む集い ～夢・チャレンジのスタート～

1日（火）

1月

小牧
東京福岡

沖縄本島

ちびっこ 探険学校 ヨロン島ちびっこ 探険学校 ヨロン島第37回

参加者 募集沖縄に  近い  南の島、 与論（ヨロン）島の  自然の  中で、

イカダ作りや  洞窟探検など、 全国から  参加する  仲間と  

一緒に  泊まったり  外で  活動を  してみませんか。 在日外国人小学生と  活動・生活を  一緒に

することで  言葉や  習慣を  越えて  友情を  深め、 国際感覚を  身に  付ける  第一歩と  します。

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

場　所 ばしょ

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

締切り しめきり

問合先・申込先
といあわせさき もうしこみさき

ざいだんほうじん こくさいせいしょうねん けんしゅうきょうかい とうきょうと  みなとく  みた

財団法人国際青少年研修協会        東京都港区三田5-7-8-921
TEL03-6459-4661　Fax03-6459-4633　 E-mail: info@kskk.or.jp

与論島

2013年は、 日本の  歴史で  有名な  織田信長が、 

小牧山に  城を築いて  450年に  なります。

2013年は、 これを  記念して  色々な  イベントが  行われます。 

みなさんも  ぜひ  おいで下さい。 

織田信長公市民劇「戦国音楽絵巻（小牧山城夢語）」

～信長より刻を超え～
12月

文化財愛護のつどい 小牧のまちを知ろう

～我がまちに残る歴史と文化～ 

教育展

小牧駅周辺イルミネーション ～きらめく 信長夢街道～

～12月  
11月

小牧市民まつり ～夢・チャレンジ 450th Anniversary～

19日（土）、20日（日）
10月

歴史館企画展 小牧山城の石垣 ～日本最古級の石垣～

～10月

○信長・夢フォーラム 信長のまちづくり

　～新しい時代の扉～　22日（日）

○小牧山ランドマークフェスタ2013　 21日（土）

○小牧山薪能 ～悠久の刻をつなぐ～　21日（土）

○小牧山お月見まつり ～信長もめでた中秋の名月～

　21日（土）

こまき信長まつり　21日（土）、22日（日）、23日（祝）

9月

※上記事業は、変更に

　なる場合があります。

マウス

ミキサー

ミシン

ラジオ

ラジカセ

リモコン

ワープロ

アイロン

オーブントースター

オーブンレンジ

懐中電灯

加湿器

ガスオーブンレンジ

カセットコンロ（電池式）

カメラ

換気扇

空気清浄機

携帯型音楽プレーヤー

ゲーム機

コーヒーメーカー

CDラジカセ（コンポ）

炊飯器

ステレオ

ストーブ

石油ファンヒーター

扇風機

掃除機

体重計

デジタルカメラ

電磁調理器

電気かみそり

電気コード

電気スタンド

電気ストーブ

電気ポット

電子レンジ

電動歯ブラシ

電卓

電話機

トースター

ドライヤー

ビデオカメラ

ビデオデッキ

ファクシミリ

ふとん乾燥機

プリンター

ホットプレート

●繊維、木などの　複合物（電気カーペットなど）

●パソコン　●粗大ごみ　●携帯電話

●家電リサイクル法定品（テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫、衣類乾燥機）

小牧市HPで、 資源・ごみの  分け方と  出し方  や  3R （リデュース ・ 

リユース ・ リサイクル） に  ついての 「エコリンの  ごみ  分別教室」

（DVD）を、ポルトガル語 ・ スペイン語 ・ 英語 ・ 中国語 ・ 日本語で

見ることが  できます。

※出し方に  ついては、 廃棄物対策課まで  お問い合わせ  ください。
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問合先 名古屋北労働基準監督署　TEL052-961-8653

小牧市国際交流協会（KIA)事務局　小牧市公民館4階
TEL0568-76-0905　FAX0568-71-8396   E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp問合先・申込先

といあわせさき もうしこみさき
こまきし こくさい こうりゅう きょうかい こまきし  こうみんかん かいじむきょく

国民年金は  老後や  病気などに  なった  ときの  生活保障  として、  すべての  国民に  共通の  基礎年金を  

支給する  制度です。  そのため、日本国内に  住所がある  20歳以上  60歳未満の  人は、 職業等に  関係なく  

みんなが  国民年金（基礎年金）に  加入しなければ  なりません。 20歳の  誕生月に  名古屋北年金事務所から  

届出書が  送られますので、  必ず  手続きを  してください。  保険料が  払えないときは、  30歳未満の  人や  

学生の  人には、 それぞれ  納付特例制度が  ありますので  お問い合わせ  ください。

旧本庁舎での  市役所  業務が  終了します

1月4日(金)  から  東庁舎 1・2階で  市役所業務が  始まりました。

東庁舎の  改修工事に伴い、 旧本庁舎から  都市建設部  および  上下水道部  受付が  東庁舎 1、2 階へ、

情報システム課が  本庁舎  5階へ  それぞれ  移動し、 業務を  行います。 この移動で、 旧本庁舎での

市役所  業務は  すべて  終了し、 今後は  本庁舎  および  東庁舎で  業務を  行いますので  ご注意  ください。

20歳から  みんなが  加入  国民年金

1. 老後を  支えます。  老齢基礎年金
2. 病気や  けがで  障害の  状態に  なったときに  支えます。  障害基礎年金
3. 加入者が  亡くなったとき、子のある  配偶者、子を  支えます。  遺族基礎年金

国民年金（基礎年金）3つの  メリット

支払いが

遅れると…

県の特定（産業別）最低賃金  改正
県内の  特定産業に  適用される  7業種の  特定（産業別）最低賃金に  ついて、 平成24年 12月 16日から  

改正された  金額が  発効しました。 このため、 既に  10月 1日に  改正されている 「愛知県最低賃金」と  

併せ、 愛知県の  最低賃金（時間額）は  次の  とおりと  なります。

特定（産業別）最低賃金は次のとおりとなります。

※詳しくは、愛知労働局ホームページ（http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）をご覧ください。

最低賃金名 時間額 発効日

最低賃金名 時間額 発効日

愛知県最低賃金 758円 平成24年10月1日

鉄鋼業  最低賃金 874円

はん用  機器  製造業  最低賃金 849円

電気  機器  製造業  最低賃金 815円

輸送用  機器  製造業  最低賃金 854円 平成24年12月16日

精密  機器  製造業  最低賃金 804円

各種  商品  小売業  最低賃金 792円

自動車（新車）小売業  最低賃金 836円

自動車  部分品・附属品  小売業  最低賃金 800円 平成19年12月16日

2013年 2月 6日（水）～  2月 27日（水）9：00～17：00の間

※日、月、祝日、12:00～13:00はお休み　※FAX、 E-mailの  場合は  名前・年  または

学年・住所・電話番号・会員か  会員でないかを  書いて  お申込下さい。

15人くらい

小牧市に  住んでいる、 仕事を  している、 学校で  勉強を  している

または  KIA会員で  小学校 5年生から  18歳までの  方

英語の  クイズで  もう一度  楽しもう。

KIA

ベン　アリソン氏
（Mr.Ben Allison）

講師

みんなの  ロンドンオリンピック!!
イギリス理解講座ジュニア企画

2013年3月10日（日）　14：00～16：00

市公民館4階  視聴覚室

無 料

日　時 にちじ

場　所 ばしょ 定　員 ていいん

申込期間 もうしこみ
きかん

対　象 ばしょ

収税課　TEL0568-72-2101（代表） 内線２７６～２７９　TEL0568-76-1117／0568-76-1118（直通）問合先
といあわせさき

●固定資産税・都市計画税（第4期） ●国民健康保険税（第9期）

●後期高齢者医療保険料（第7期）●介護保険料（第8期）

次の 税金の 支払い期限は2月28日（木） です

バーコード付きの  納付書は  コンビニエンスストアでも  税金の  

支払いが  できます。  ※ただし、 納付書の  期限までです。

平日の 昼間は 

忙しくて、 

税金の 支払いが

できない人は…

支払いを  忘れない  ように  するには、  口座振替が  便利です。 税金を  口座振替で  

支払う  人は、  支払い  期限の  前日までに  口座の  残高を  確認してください。

支払いが  遅れますと  市役所  から  督促状（はがき）を  送ります。 分割で  納付している人にも  督促状を

送りますが、  分割の  納付書で  支払いを  続けてください。 また、職員が  電話で  納付の  案内を  することが

あります。 支払いが  遅れる  理由は、様々な  事情が  あるかも  しれませんが、 収税課へ  相談や  連絡が  

なければ  その  理由も  分かりません。 遅れている  事情が  あれば  お伝えください。

本庁舎  ２階で、 税金の  支払相談、 支払窓口を  開いて  います｡

とき ： 2月10日（日） ・ 2月24日（日）  　８:３０～17：１５

小牧駅  出張所で、 毎日  税金の  支払窓口を  開いて  います。 

都合の  良いときに  利用して  ください。 ８:３０～17：１５

支払いは
早めに！

名古屋北年金事務所　TEL052-912-1214　保険年金課  TEL0568-76-1124問合先
といあわせさき
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NEW!

市民会館北

小牧商工会議所東

新町三丁目東

米野小学校南

ラピオ

小牧市役所

小牧山

東名高速道路小牧IC

市民会館北

小牧1東 小牧3西

新町三丁目東

小牧3東

小牧3北

バス停：市民会館前

4141

155155

村中 自才前 東田中

小牧原

弥生町

二重堀東間々本町

▲

小牧原駅

至味美
至春日井

至大草
ラピオ

銀行 銀行

コンビニ

コンビニ

小牧小学校

至桃花台

市民会館
公民館

至名古屋

至犬山
至一宮

至一宮
ホームセンター

小牧駅

小牧駅

スーパー

小牧税務署　小牧市中央1-424　TEL0568-72-2111
問合先

味岡児童館が  移転し  
1月15日(火)に  オープンしました

不活化ポリオワクチンの  開始時期に  定期予防接種と  なっていなかった  追加接種も  定期予防接種として  

できるように  なりました。 送られた  予診票に 「追加接種に  ついては  有料」 と  書いて  ありましたが、  

対象年齢の  方は  無料で  接種できます。  3回目の  接種からは  6ヶ月以上の  間隔が  必要です。

不活化ポリオワクチンの  追加接種が  はじまりました

児童館の  愛称は 
「ぱるもあじおか」

延床面積 本体棟978.86m²、 屋外テラス棟47m²、鉄骨造2階建

 遊戯室、子育て支援室、パパママサロン、

 地域交流サロン、音楽室、学習室ほか

住　　所 大字岩崎557-1 

連 絡 先  TEL.0568-75-4999 

開館時間 9:30～17:30　※中学生は19:00、高校生は21:00まで

休 館 日 年末年始(12月28日～1月4日) 

小牧市公民館（小牧市市民会館南）　小牧市小牧二丁目107番地
2月14日（木）～4月1日（月）
（土・日曜日、 祝日は  ありません。  ただし、2月24日（日）と  3月3日（日）だけ  あります。）

＊所得税 ・ 贈与税の  申告と  納税の  期限は、 3月15日（金）、 個人事業者の  消費税 ・

   地方消費税の  申告と  納税の  期限は、 4月1日（月）です。

＊この  期間は、 税務署・市役所で  申告書の  作成の  指導、相談は  行っておりません。

午前9時～午後5時

（会場の  状況により、 早めに  おわる場合が  ありますので、 午後4時  までに  来てください。）

巡回バス （小牧・味岡循環 （右  または  左まわり） コース） → 「市民会館前」下車

名鉄 → 小牧駅  下車  徒歩  約15分

年末調整を  していない  給与所得が  ある人

2ヶ所以上の  給与を  あわせて  申告する  人の  場合

小牧市役所  本庁舎2階  生活交流課内 ９：００～１７：００（12：００～１３：００除く）

外国人相談窓口のお知らせ

月～金ポルトガル語 月・火・木スペイン語・英語

生活交流課　TEL.0568-７６-１１73問合先

そのほか、保険年金課と　子育て支援課に　ポルトガル語（9:00～17:00）、 
福祉課に　ポルトガル語（9:30～16:30）、市民課に　中国語
（9:00～16:30）が　話すことができる　職員がいます。

といあわせさき せいかつこうりゅうか

小牧市保健センター　TEL.0568-75-6471問合先
といあわせさき こまきしほけん

子育て支援課　TEL.0568-76-1129問合先
といあわせさき こそだてしえんか

施設概要

平成24年分の  確定申告相談会場の  お知らせ
会　場 かいじょう

期　間 きかん

時　間 じかん

交通機関 こうつう
きかん

持ち物 もちもの

税務署に  行かなくても  自宅の  パソコンで  確定申告書が  つくれます。 「確定申告書等作成コーナー」 では、

所得税の  確定申告書 ・ 青色申告決算書 ・ 収支内訳書 ・ 消費税の  確定申告書 ・ 贈与税  の  申告書  などが

つくれます。 詳しくは、 http://www.nta.go.jp

※申告される  内容により、  他にも  必要な  書類が  ありますので、  

　わからない  ときは  小牧税務署  まで  電話して  ください。

○給与所得の  源泉徴収票（原本）

○社会保険料を  証する  書類

○生命保険料 ・ 地震保険料の  領収を  証する  書類

○医療費の  領収書

○印鑑

＊電話は　自動音声です。　電話番号は　よく　確かめて　かけてください。

地域住民で  組織  された 「味岡児童館を  つくる  会」の  

意見を  取り入れ、 乳幼児から  中高生を  対象とした  遊びと  

学習の  居場所を  はじめ  地域交流サロンが  あり、 さまざまな  

世代の  方が  気軽に  立ち寄り、 地域の  子育て  支援  拠点

となる  新しい  児童館  です。

愛称の 「ぱるもあじおか」は  応募総数 149件の  中から、 

決定しました。

「ぱるもあ」には、 なかま (Pal)と、 遊んだり、 学んだりして、 

もっと (more) 交流を  深め、 もっと  成長させて  くれる 

児童館で  あってほしい  との  願いが  込められて  います。
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NEW!

市民会館北

小牧商工会議所東

新町三丁目東

米野小学校南

ラピオ

小牧市役所

小牧山

東名高速道路小牧IC

市民会館北

小牧1東 小牧3西

新町三丁目東

小牧3東

小牧3北

バス停：市民会館前

4141

155155

村中 自才前 東田中

小牧原

弥生町

二重堀東間々本町

▲

小牧原駅

至味美
至春日井

至大草
ラピオ

銀行 銀行

コンビニ

コンビニ

小牧小学校

至桃花台

市民会館
公民館

至名古屋

至犬山
至一宮

至一宮
ホームセンター

小牧駅

小牧駅

スーパー

小牧税務署　小牧市中央1-424　TEL0568-72-2111
問合先

味岡児童館が  移転し  
1月15日(火)に  オープンしました

不活化ポリオワクチンの  開始時期に  定期予防接種と  なっていなかった  追加接種も  定期予防接種として  

できるように  なりました。 送られた  予診票に 「追加接種に  ついては  有料」 と  書いて  ありましたが、  

対象年齢の  方は  無料で  接種できます。  3回目の  接種からは  6ヶ月以上の  間隔が  必要です。

不活化ポリオワクチンの  追加接種が  はじまりました

児童館の  愛称は 
「ぱるもあじおか」

延床面積 本体棟978.86m²、 屋外テラス棟47m²、鉄骨造2階建

 遊戯室、子育て支援室、パパママサロン、

 地域交流サロン、音楽室、学習室ほか

住　　所 大字岩崎557-1 

連 絡 先  TEL.0568-75-4999 

開館時間 9:30～17:30　※中学生は19:00、高校生は21:00まで

休 館 日 年末年始(12月28日～1月4日) 

小牧市公民館（小牧市市民会館南）　小牧市小牧二丁目107番地
2月14日（木）～4月1日（月）
（土・日曜日、 祝日は  ありません。  ただし、2月24日（日）と  3月3日（日）だけ  あります。）

＊所得税 ・ 贈与税の  申告と  納税の  期限は、 3月15日（金）、 個人事業者の  消費税 ・

   地方消費税の  申告と  納税の  期限は、 4月1日（月）です。

＊この  期間は、 税務署・市役所で  申告書の  作成の  指導、相談は  行っておりません。

午前9時～午後5時

（会場の  状況により、 早めに  おわる場合が  ありますので、 午後4時  までに  来てください。）

巡回バス （小牧・味岡循環 （右  または  左まわり） コース） → 「市民会館前」下車

名鉄 → 小牧駅  下車  徒歩  約15分

年末調整を  していない  給与所得が  ある人

2ヶ所以上の  給与を  あわせて  申告する  人の  場合

小牧市役所  本庁舎2階  生活交流課内 ９：００～１７：００（12：００～１３：００除く）

外国人相談窓口のお知らせ

月～金ポルトガル語 月・火・木スペイン語・英語

生活交流課　TEL.0568-７６-１１73問合先

そのほか、保険年金課と　子育て支援課に　ポルトガル語（9:00～17:00）、 
福祉課に　ポルトガル語（9:30～16:30）、市民課に　中国語
（9:00～16:30）が　話すことができる　職員がいます。

といあわせさき せいかつこうりゅうか

小牧市保健センター　TEL.0568-75-6471問合先
といあわせさき こまきしほけん

子育て支援課　TEL.0568-76-1129問合先
といあわせさき こそだてしえんか

施設概要

平成24年分の  確定申告相談会場の  お知らせ
会　場 かいじょう

期　間 きかん

時　間 じかん

交通機関 こうつう
きかん

持ち物 もちもの

税務署に  行かなくても  自宅の  パソコンで  確定申告書が  つくれます。 「確定申告書等作成コーナー」 では、

所得税の  確定申告書 ・ 青色申告決算書 ・ 収支内訳書 ・ 消費税の  確定申告書 ・ 贈与税  の  申告書  などが

つくれます。 詳しくは、 http://www.nta.go.jp

※申告される  内容により、  他にも  必要な  書類が  ありますので、  

　わからない  ときは  小牧税務署  まで  電話して  ください。

○給与所得の  源泉徴収票（原本）

○社会保険料を  証する  書類

○生命保険料 ・ 地震保険料の  領収を  証する  書類

○医療費の  領収書

○印鑑

＊電話は　自動音声です。　電話番号は　よく　確かめて　かけてください。

地域住民で  組織  された 「味岡児童館を  つくる  会」の  

意見を  取り入れ、 乳幼児から  中高生を  対象とした  遊びと  

学習の  居場所を  はじめ  地域交流サロンが  あり、 さまざまな  

世代の  方が  気軽に  立ち寄り、 地域の  子育て  支援  拠点

となる  新しい  児童館  です。

愛称の 「ぱるもあじおか」は  応募総数 149件の  中から、 

決定しました。

「ぱるもあ」には、 なかま (Pal)と、 遊んだり、 学んだりして、 

もっと (more) 交流を  深め、 もっと  成長させて  くれる 

児童館で  あってほしい  との  願いが  込められて  います。
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こまきしょうがっこう

こんびに

こんびに

しみんかいかんまえ

しみんかいかん

こうみんかん

しみんかいかんきた

こまきしょうこうかいぎしょひがし

こめのしょうがっこうみなみ

らぴお

らぴお

こまき きた

こまき ひがし こまき にし ぎんこう ぎんこう

こまき ひがし

こまきえき

こまきえき

こまきやま

こまきしやくしょ

やよいちょう

　ふたえぼりひがし

ほーむせんたー

すーぱー

しんまちさんちょうめひがし

しんまちさんちょうめひがし

じさいまえ ひがしたなか

こまきはら

こまきはらえき

とうめいこうそくどうろ
こまき

いたるいちのみや

いたるいちのみや

いたる　なごや いたる あじよし
いたる かすがい

でんわ

ひつよう しょるい

りょうしゅうしょ

じしんほけんりょう りょうしゅう

しょう しょるい

しょう しょるい

げんせんちょうしゅうひょう げんぽん

きゅうよ しんこく ひと ばあい

ひと

こまきえき げしゃ とほ やく ふん

こまき あじおか じゅんかん みぎ ひだり こーす しみんかいかんまえ げしゃ

じょうきょう はや ばあい ごご じ き

ぜいむしょ しやくしょ しんこくしょ さくせい しどう そうだん おこな

しんこく のうぜい

ぞうよぜい しんこく のうぜい きげん

きげん がつついたち げつ

こまきし　こまき　にちょうめ ばんち

ていき　　よぼう　せっしゅ

じどうかん

が いこくじん　そ うだ ん　まどぐち

こまき　しやくしょ ほんちょうしゃ にかい せいかつ　　　　こうりゅうかない

ぽるとがるご げつ

ほけんねんきんか

ふくしか

こそだ しえんか ぽるとがるご

ぽるとがるご しみんか ちゅうごくご

はな しょくいん

きん すぺいんご えいご げつ もくか

あいしょう

のぞ
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問合先 名古屋北労働基準監督署　TEL052-961-8653

小牧市国際交流協会（KIA)事務局　小牧市公民館4階
TEL0568-76-0905　FAX0568-71-8396   E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp問合先・申込先

といあわせさき もうしこみさき
こまきし こくさい こうりゅう きょうかい こまきし  こうみんかん かいじむきょく

国民年金は  老後や  病気などに  なった  ときの  生活保障  として、  すべての  国民に  共通の  基礎年金を  

支給する  制度です。  そのため、日本国内に  住所がある  20歳以上  60歳未満の  人は、 職業等に  関係なく  

みんなが  国民年金（基礎年金）に  加入しなければ  なりません。 20歳の  誕生月に  名古屋北年金事務所から  

届出書が  送られますので、  必ず  手続きを  してください。  保険料が  払えないときは、  30歳未満の  人や  

学生の  人には、 それぞれ  納付特例制度が  ありますので  お問い合わせ  ください。

旧本庁舎での  市役所  業務が  終了します

1月4日(金)  から  東庁舎 1・2階で  市役所業務が  始まりました。

東庁舎の  改修工事に伴い、 旧本庁舎から  都市建設部  および  上下水道部  受付が  東庁舎 1、2 階へ、

情報システム課が  本庁舎  5階へ  それぞれ  移動し、 業務を  行います。 この移動で、 旧本庁舎での

市役所  業務は  すべて  終了し、 今後は  本庁舎  および  東庁舎で  業務を  行いますので  ご注意  ください。

20歳から  みんなが  加入  国民年金

1. 老後を  支えます。  老齢基礎年金
2. 病気や  けがで  障害の  状態に  なったときに  支えます。  障害基礎年金
3. 加入者が  亡くなったとき、子のある  配偶者、子を  支えます。  遺族基礎年金

国民年金（基礎年金）3つの  メリット

支払いが

遅れると…

県の特定（産業別）最低賃金  改正
県内の  特定産業に  適用される  7業種の  特定（産業別）最低賃金に  ついて、 平成24年 12月 16日から  

改正された  金額が  発効しました。 このため、 既に  10月 1日に  改正されている 「愛知県最低賃金」と  

併せ、 愛知県の  最低賃金（時間額）は  次の  とおりと  なります。

特定（産業別）最低賃金は次のとおりとなります。

※詳しくは、愛知労働局ホームページ（http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）をご覧ください。

最低賃金名 時間額 発効日

最低賃金名 時間額 発効日

愛知県最低賃金 758円 平成24年10月1日

鉄鋼業  最低賃金 874円

はん用  機器  製造業  最低賃金 849円

電気  機器  製造業  最低賃金 815円

輸送用  機器  製造業  最低賃金 854円 平成24年12月16日

精密  機器  製造業  最低賃金 804円

各種  商品  小売業  最低賃金 792円

自動車（新車）小売業  最低賃金 836円

自動車  部分品・附属品  小売業  最低賃金 800円 平成19年12月16日

2013年 2月 6日（水）～  2月 27日（水）9：00～17：00の間

※日、月、祝日、12:00～13:00はお休み　※FAX、 E-mailの  場合は  名前・年  または

学年・住所・電話番号・会員か  会員でないかを  書いて  お申込下さい。

15人くらい

小牧市に  住んでいる、 仕事を  している、 学校で  勉強を  している

または  KIA会員で  小学校 5年生から  18歳までの  方

英語の  クイズで  もう一度  楽しもう。

KIA

ベン　アリソン氏
（Mr.Ben Allison）

講師

みんなの  ロンドンオリンピック!!
イギリス理解講座ジュニア企画

2013年3月10日（日）　14：00～16：00

市公民館4階  視聴覚室

無 料

日　時 にちじ

場　所 ばしょ 定　員 ていいん

申込期間 もうしこみ
きかん

対　象 ばしょ

収税課　TEL0568-72-2101（代表） 内線２７６～２７９　TEL0568-76-1117／0568-76-1118（直通）問合先
といあわせさき

●固定資産税・都市計画税（第4期） ●国民健康保険税（第9期）

●後期高齢者医療保険料（第7期）●介護保険料（第8期）

次の 税金の 支払い期限は2月28日（木） です

バーコード付きの  納付書は  コンビニエンスストアでも  税金の  

支払いが  できます。  ※ただし、 納付書の  期限までです。

平日の 昼間は 

忙しくて、 

税金の 支払いが

できない人は…

支払いを  忘れない  ように  するには、  口座振替が  便利です。 税金を  口座振替で  

支払う  人は、  支払い  期限の  前日までに  口座の  残高を  確認してください。

支払いが  遅れますと  市役所  から  督促状（はがき）を  送ります。 分割で  納付している人にも  督促状を

送りますが、  分割の  納付書で  支払いを  続けてください。 また、職員が  電話で  納付の  案内を  することが

あります。 支払いが  遅れる  理由は、様々な  事情が  あるかも  しれませんが、 収税課へ  相談や  連絡が  

なければ  その  理由も  分かりません。 遅れている  事情が  あれば  お伝えください。

本庁舎  ２階で、 税金の  支払相談、 支払窓口を  開いて  います｡

とき ： 2月10日（日） ・ 2月24日（日）  　８:３０～17：１５

小牧駅  出張所で、 毎日  税金の  支払窓口を  開いて  います。 

都合の  良いときに  利用して  ください。 ８:３０～17：１５

支払いは
早めに！

名古屋北年金事務所　TEL052-912-1214　保険年金課  TEL0568-76-1124問合先
といあわせさき

 

といあわせさき なごやきたろうどうきじゅんかんとくしょ

け ん と く て い さ ん ぎ ょ う べ つ さ い て い ち ん ぎ ん か い せ い は た ち

き ゅ う ほ ん ち ょ う し ゃ し や く し ょ ぎ ょ う む しゅうりょう
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かいせい きんがく はっこう すで がつ ついたち かいせい あいちけん　さいてい　ちんぎん

あわ あいちけん さいてい　ちんぎん

さいてい ちんぎん　めい

つぎじかんがく

じかんがく はっこうび
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さい　みまん ひと しょくぎょうとう かんけい

こくみんねんきん き　そ　ねんきん かにゅう

とどけでしょ おく かなら てつづ

き　そ　ねんきん めりっとこくみん　ねんきん

ろうご

ひがしちょうしゃ

ひがしちょうしゃ

ひがしちょうしゃ

じょうほう　　しすてむ　　　か

しやくしょ ぎょうむ しゅうりょう こんご

きゅう ほんちょうしゃ

ほんちょうしゃ

ほんちょうしゃ

きゅう ほんちょうしゃかい いどう ぎょうむ

ぎょうむ おこな ちゅうい

おこな いどう

ひがしちょうしゃ かいと　し　けんせつぶ じょうげ　すいどうぶ うけつけかいしゅう　こうじ ともな

ろうれい　　き そ　　ねんきん

びょうき しょうがい じょうたい ささ しょうがい　　き そ　　ねんきん

かにゅうしゃ な こ こ ささはいぐうしゃ いぞく　　き そ　　ねんきん

ささ

ほけんりょう はら さい　みまん ひと

がくせい ひと のうふ　とくれい　せいど と あ

がつ にちとくてい さんぎょうべつ

しはら

しはら

しはら しょくいん でんわ あんないつづ

おく

おく じじょう つた

しやくしょ とくそくじょう とくそくじょうおく ぶんかつ のうふ

ぶんかつ のうふしょ のうふ

ひと

おく

しはら おく りゆう さまざま じじょう しゅうぜいか そうだん れんらく

りゆう わ

しはら

しはら

おく

はや

ぜいきん こうざふりかえ

こうざ ざんだか かくにんしはら しはら きげん ぜんじつひと

わす こうざふりかえ べんり

こてい　しさん　ぜい とし　けいかく ぜい

がつ よっか きん かい しやくしょ　　ぎょうむ はじ

だいよんき だいきゅうきこくみん けんこう ほけんぜい

かいご　ほけんりょう こうき　こうれいしゃ　いりょう　ほけんりょうだいはっき だいななき

つ ぎ ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ に ち も く

へいじつ ひるま

ぜいきん

いそが

しはら

ひと

ほんちょうしゃ かい ぜいきん しはらい そうだん しはらい　まどぐち ひら

こまきえき しゅっちょうじょ

つ のうふしょ こ ん び に え ん す す と あば ー こ ー ど

きげんのうふしょ

ぜいきん

しはら

つごう よ りよう

まいにち ひらぜいきん しはらいまどぐち

がつ にちとおか がつ にち にち

がつ

あいちけん　さいてい　ちんぎん

てっこうぎょう

よう きき せいぞうぎょう

きき せいぞうぎょう

さいてい　ちんぎん

さいてい　ちんぎん

さいてい　ちんぎんでんき

きき せいぞうぎょう さいてい　ちんぎんうんそうよう

きき せいぞうぎょう さいてい　ちんぎんせいみつ

さいてい　ちんぎんかくしゅ しょうひん こうりぎょう

さいてい　ちんぎんこうりぎょうじどうしゃ しんしゃ

さいてい　ちんぎんこうりぎょうじどうしゃ

くわ らんあいち　ろうどうきょく ほーむぺーじ

ぶぶんひん ふぞくひん

とくてい つぎさんぎょうべつ さいてい　ちんぎん

えん

えん

えん

えん

えん

えん

えん

えん

えん

へいせい ねん がつついたち

へいせい ねん がつ にち

へいせい ねん がつ にち

とおか にちねん

がつ むいか すい がつ にち すい あいだねん

にち げつ しゅくじつ やす ばあい なまえ とし

がくねん じゅうしょ かいいん かいいん か もうしこみくだでんわ　ばんごう

し　　こうみんかん

こまきし

かいいん しょうがっこう ねんせい さい かた

す しごと がっこう べんきょう

かい しちょうかくしつ にん

こうし べん ありそん し

ろ ん ど ん お り ん ぴ っ く

じゅにあ きかく

むりょう

いぎりす りかい　こうざ

えいご くいず いちど たの

なごやきたねんきんじむしょ ほけんねんきんか

しゅうぜいか だいひょう ないせん ちょくつう
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出し方
だ

対象とならないもの
たいしょう

電気、電池で  動く  すべての  もの

廃棄物対策課ごみ減量推進係　TEL0568-76-1187問合先 小牧山城450年 プロジェクト 推進室　TEL0568-76-1689問合先

エコリン

資源用  収集袋（緑色）に
入れて、 「金属類」 収集日に
出して  ください。

資源・ごみの 分け方 と

出し方 に ついて

YouTubeで 資源・ごみの

出し方 の 動画

小型家電とは…

小型家電は

「金属類」で

出してくださ
い

3月6日（水）までに財団法人国際青少年研修協会へ

135,000円 （※中部国際空港より  参加の  場合）

日本人小学生200名  在日外国人小学生100名

小学2年生～ 6年生  ※外国人小学生も含む

鹿児島県大島郡与論町
2013年3月26日（火）～ 4月1日（月）6泊7日

小牧平成夏まつり　27日（土）、28日（日）

歴史館企画展 ジュニア企画展

～織田信長ってどんな人～　～8月  7月

市民四季の森バラ・アジサイまつり

～花と緑で 夢・チャレンジ～　1日（土）～ 16日（日）
6月

市民講座 ～風雲児信長と小牧山城～（全5回）　～6月

歴史館企画展 ～信長に関わった女性たち～　～6月
5月

こども遊びウィーク ～信長さんにつづけ～ ～ 5月

小牧山さくらまつり ～華やかに花舞う小牧山城～

1日（月）～10日（水）
4月

講演会「三英傑（信長・秀吉・家康）の甲冑

～小牧山の歴史から～」　26日（土）

歴史館企画展「墨書石垣石材と佐久間氏」

～450年の時を経て～　18日（金）～2月20日（水）

初日の出を拝む集い ～夢・チャレンジのスタート～

1日（火）

1月

小牧
東京福岡

沖縄本島

ちびっこ 探険学校 ヨロン島ちびっこ 探険学校 ヨロン島第37回

参加者 募集沖縄に  近い  南の島、 与論（ヨロン）島の  自然の  中で、

イカダ作りや  洞窟探検など、 全国から  参加する  仲間と  

一緒に  泊まったり  外で  活動を  してみませんか。 在日外国人小学生と  活動・生活を  一緒に

することで  言葉や  習慣を  越えて  友情を  深め、 国際感覚を  身に  付ける  第一歩と  します。

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

場　所 ばしょ

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

締切り しめきり

問合先・申込先
といあわせさき もうしこみさき

ざいだんほうじん こくさいせいしょうねん けんしゅうきょうかい とうきょうと  みなとく  みた

財団法人国際青少年研修協会        東京都港区三田5-7-8-921
TEL03-6459-4661　Fax03-6459-4633　 E-mail: info@kskk.or.jp

与論島

2013年は、 日本の  歴史で  有名な  織田信長が、 

小牧山に  城を築いて  450年に  なります。

2013年は、 これを  記念して  色々な  イベントが  行われます。 

みなさんも  ぜひ  おいで下さい。 

織田信長公市民劇「戦国音楽絵巻（小牧山城夢語）」

～信長より刻を超え～
12月

文化財愛護のつどい 小牧のまちを知ろう

～我がまちに残る歴史と文化～ 

教育展

小牧駅周辺イルミネーション ～きらめく 信長夢街道～

～12月  
11月

小牧市民まつり ～夢・チャレンジ 450th Anniversary～

19日（土）、20日（日）
10月

歴史館企画展 小牧山城の石垣 ～日本最古級の石垣～

～10月

○信長・夢フォーラム 信長のまちづくり

　～新しい時代の扉～　22日（日）

○小牧山ランドマークフェスタ2013　 21日（土）

○小牧山薪能 ～悠久の刻をつなぐ～　21日（土）

○小牧山お月見まつり ～信長もめでた中秋の名月～

　21日（土）

こまき信長まつり　21日（土）、22日（日）、23日（祝）

9月

※上記事業は、変更に

　なる場合があります。

マウス

ミキサー

ミシン

ラジオ

ラジカセ

リモコン

ワープロ

アイロン

オーブントースター

オーブンレンジ

懐中電灯

加湿器

ガスオーブンレンジ

カセットコンロ（電池式）

カメラ

換気扇

空気清浄機

携帯型音楽プレーヤー

ゲーム機

コーヒーメーカー

CDラジカセ（コンポ）

炊飯器

ステレオ

ストーブ

石油ファンヒーター

扇風機

掃除機

体重計

デジタルカメラ

電磁調理器

電気かみそり

電気コード

電気スタンド

電気ストーブ

電気ポット

電子レンジ

電動歯ブラシ

電卓

電話機

トースター

ドライヤー

ビデオカメラ

ビデオデッキ

ファクシミリ

ふとん乾燥機

プリンター

ホットプレート

●繊維、木などの　複合物（電気カーペットなど）

●パソコン　●粗大ごみ　●携帯電話

●家電リサイクル法定品（テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫、衣類乾燥機）

小牧市HPで、 資源・ごみの  分け方と  出し方  や  3R （リデュース ・ 

リユース ・ リサイクル） に  ついての 「エコリンの  ごみ  分別教室」

（DVD）を、ポルトガル語 ・ スペイン語 ・ 英語 ・ 中国語 ・ 日本語で

見ることが  できます。

※出し方に  ついては、 廃棄物対策課まで  お問い合わせ  ください。
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検診のお知らせ

電話.0568-76-1173　FAX.0568-72-2340
http://www.city.komaki.aichi.jp/contents/90000092.html

小牧市役所　市民産業部　生活交流課
〒485-8650 愛知県小牧市堀の内三丁目1番地

編集
発行

※掲載内容の詳細については、各担当窓口までご確認ください

環境のためにリサイクルペーパーを使用しています。
環境のためにインキには
大豆油インキを使用しています。

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

●資源・ごみ～小型家電

●You Tubeで  ごみの出し方

●20歳から  国民年金

●市役所庁舎 変更の ご案内

●税金の 支払い 期限

●不活化ポリオワクチン 接種

●味岡児童館の リニューアル

●外国人相談の お知らせ

●確定申告の お知らせ

●最低賃金の 改定

●KIA イギリス 理解講座

●ちびっこ 探検学校 ヨロン島

●小牧山城 築城 450年

●母子 健診等  カレンダー

●成人がん 検診

P2

P8

P3

P4

P6

P6

P5

P7

2月12日（火）
2月19日（火）
2月26日（火）
3月  5日（火）

2月  1日（金）
2月  8日（金）
2月15日（金）

2月  6日（水）
2月13日（水）
2月27日（水）

2月6日（水）

2月24日（日）

2月  7日（木）
2月21日（木）

2月22日（金）

2月27日（水）

成人検診成人検診 ※平成１９年度以降は、２年に１回の受診を生まれ年（和暦）の偶数、奇数で受診推奨をしています。ご理解とご協力をお願いします。

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

４０歳以上の小牧市に住民登録のある方
●定員／４0人　●料金／９３0円　●申込み／保健センター

３0歳以上の小牧市に住民登録のある方
●定員／７５人　●料金／８３0円　●申込み／保健センター

４０歳以上の小牧市に住民登録のある方
●料金／５２0円　●申込み／保健センター

２０歳以上の小牧市に住民登録のある方

●申込み／保健センター
（無料クーポン券が届いた方は直接医療機関）

3月11日（月）
3月22日（金）

2月20日（水）

※胃がん検診実施日時に採便容器を回収します。

9:0０～15:30

9:3０～15:30

13:3０～15:30

14:００～15:30

3月 4日（月） ９:0０～１１:00

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

西部児童館
小牧南児童館
味岡児童館
篠岡児童館

保健センター

市内産婦人科

東部市民センター

東部市民センター

保健センター

保健センター

保健センター

乳がん検診
（マンモグラフィ）

子宮がん施設検診
（内診、視診、細胞診）

骨粗しょう症検診

胸部Ｘ腺

子宮がん検診
（内診、視診、細胞診）

2月 4日（月）

2月28日（木）

６５歳以上の小牧市に住民登録のある方　
●定員／１００人　●料金／無料　●申込み／不要

9:3０～11:00 第１老人センター3月18日（月）

受診期間　
～2013年３月３１日（日）

４０歳以上の小牧市に住民登録のある方
①40歳以上の偶数年生まれの方　②奇数年生まれの方で平成２3年度未受診の方

③昭和４7年生まれで40歳になった方　●定員／85人　●料金／1,200円　
●申込み／保健センター

①20歳以上の偶数年生まれの方　
②奇数年生まれの方で平成２3年度未受診の方

無料クーポン券が届いた方は申込みできます

無料クーポン券が届いた方は申込みできます

※親子(母子）健康手帳を忘れずにお持ちください。
※対象の方には事前にお手紙をお送りいたしますので、受付時間の詳細はそちらでご確認ください。

行 事 名

４か月児健診・BCG接種・
母親歯科健診

1歳6か月児健診

2歳3か月児歯科健診

3歳児健診

離乳食教室
（初期ごっくん教室）

離乳食教室
（後期かみかみ教室）

にこにこむし歯予防教室

13:05～13:55

13:05～14:15

9:00～10:10

13:05～14:15

10:00～11:00

10:00～11:00

保健センター 10:00～12:00

10:00～11:00

2011年8月1日～11日生まれ
2011年8月12日～22日生まれ
2011年8月23日～31日生まれ

2010年11月1日～15日生まれ
2010年11月16日～30日生まれ

2010年2月1日～7日生まれ
2010年2月8日～15日生まれ
2010年2月16日～28日生まれ

４か月以降の親子（２7組）
●料金／無料　●申込み／保健センター

９か月以降の親子（２1組）
●料金／無料　●申込み／保健センター

市内在住の妊婦とその夫（妊婦のみの参加も可）30組
●内容／赤ちゃんとのくらしについて、お父さんの役割について、妊娠中の食事について、お口の健康について、
　小牧の子育て情報　●持ち物／親子（母子）健康手帳　●申込み／保健センター

歯の生え始めたお子さん20人
●料金／無料　●申込み／保健センター

場　所 時　間 対象・内容・申込みなど

2012年10月1日～6日生まれ
2012年10月7日～16日生まれ
2012年10月17日～24日生まれ
2012年10月25日～31日生まれ

母子健診等カレンダー母子健診等カレンダー

育児相談・
妊婦・産婦健康相談

2月8日（金）
2月15日（金）
2月19日（火）
2月26日（火）

10:00～11:15

9:00～12:002月13日（水）、19日（火）
13:00～16:00

●料金／無料　●申込み／保健センター
2月4日（月）

●内容／育児についての不安や心配ごとの相談、身体計測、
　血圧測定、尿検査（希望者のみ）　●料金／無料

保健連絡員と保健連絡員OBが生後２～３か月頃の赤ちゃんのご自宅に出産祝い品を持って訪問します。（事前に電話でご都合を伺います）赤ちゃん訪問

母乳相談

パパママ教室

期　日

行 事 名 場　所時　間 対象・内容・申込みなど期　日

頸部がん検診1，2５0円、
頸部・体部がん検診２，３５０円
体部がん検診は医師が
必要と認めた方のみ

料金／750円

（ ）

（ ）直接第１老人センター
へ来てください。
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こまきし じゅうみんとうろく かた

さい　いじょう こまきし じゅうみんとうろく かた

しない　　さんふじんか

とうぶ　　しみん　　せんたー

だいいちろうじん　　せんたー

とうぶ　　しみん　　せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

せんたー

せんたー

せんたー

せんたー

ねん がつ にちがつ にち か

きん

もく

すい

にち う

きじつ ばしょ じかん たいしょう ないよう もうしこ

おやこ

ぎょうじめい

きじつ ばしょじかん たいしょう ないよう もうしこぎょうじめい

ぼし けんこうてちょう

せいじん　　けんしん
へいせい ねんどいこう ねん かい じゅしん う とし われき ぐうすう きすう じゅしんすいしょう りかい きょうりょく ねが

わす

KIAプレスクールの様子KIAプレスクールの様子
ぷれすくーる ようす

生活情報誌こまき やさしい日本語版 2013年2月号

22013
月号

8

生活情報誌こまき

外国人の人口：7,312人 / 小牧の人口：153,328人（2013年1月1日現在）
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