
●資源・ごみの  分け方と  出し方

●新春  もちつき会・節分  イベント

●KIA  国際交流  ふれあい フェスタ

●KIA  料理で  国際交流

●平成25年度の  住民税が  変わります

●税金の  支払期限

●小牧市  歴史館（小牧城） 特別展

●高校などへの  入学に  かかる  費用を  助成して  います

●ロビーコンサート　ふれあい  音楽広場

●初笑い  狂言会　●外国人  相談窓口の  お知らせ

●母子健診等  カレンダー　●成人検診
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P8

P3

P4

P6

P5

P7

もくじもくじ

がいこくじん

こくさいこうりゅう ふぇすた

そうだんまどぐち

ぼしけんしん とう かれんだーへいせい ねんど じゅうみんぜい か

はつわら

ぜいきん しはらいきげん

きょうげんかい

ろびーこんさーと おんがくひろば

じょせいひようこうこう にゅうがく

しげん

しんしゅん

りょうり こくさいこうりゅう

かい せつぶん いべんと

わ だかた かた

せいじん

こまきじょうれきしかんこまきし

けんしん

とくべつてん

し

初日の出（小牧山から）初日の出（小牧山から）
はつひ で こまきやま

生活情報誌こまき やさしい日本語版 2013年1月号

12013
月号

外国人の人口：7,511人 / 小牧の人口：153,516人（2012年12月1日現在）
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燃やすご
み用

（白袋
）

小牧市
指定収

集袋

 

 

燃やさない
ごみ用

（赤袋
）

小牧市
指定収

集袋

廃棄物対策課ごみ減量推進係　TEL0568-76-1187問合先

エコリン

資源・ごみの 分け方 と

出し方 に ついて

・ポルトガル語、 スペイン語、 英語、 中国語、 タガログ語 の パンフレット  が  あります。

　市役所、  各市民センター、  都市センターに  あります。 また、  市ホームページ  にも  あります。

※小牧市の  指定ごみ袋は  スーパーや  
　コンビニ、  薬局等で  売っています。

（※種類で  必ず  分けて  ください。）

資源  ＝  緑袋
燃やさない  ごみ
＝  赤袋

燃やす  ごみ
＝  白袋

小牧市の  指定袋に  入れて  出すこと

小牧市では  資源・  ごみの  分け方と  出し方の  ルールが  
決まって  います。次のことに  注意して  資源・ごみを  出して  ください。

1

資源・ごみの  分け方  と  出し方の  パンフレットを
見て、  分別すること

2

資源・ごみ  収集カレンダー  を  見て  決められた  
日（指定日）の  当日  朝  8時30分  までに  出す。

3

資源・ごみの

分別に   ご協
力

お願い　しま
す。

小牧市温水プール　TEL0568-78-0102
こまきし  おんすい ぷーる

問合先
といあわせさき

日　時 にちじ 定　員 ていいん

日 時 にちじ

定 員 ていいん

場 所 ばしょ 対象者たいしょうしゃ

持ち物 もちもの 料 金 りょうきん

1月5日（土）10:00から  やります。1月4日（金）まで  おやすみ。《年始  営業日の  お知らせ》

無 料

特になし（材料がなくなるまで）1月14日（祝・月曜日）10:00～

大人も  子供も  餅つきに  チャレンジ！ つき立ての

おもちを  食べます。  ぜひ  来て  ください。新春もちつき会

プール入場料のみ

小牧市温水プール

水着（当日10時受付開始・先着順）先着20名

2月3日（日曜日）14:00～ 小学生

節分に  ちなんだ  楽しい  ゲームを  行います。

内容は  当日の  お楽しみ！節分イベント鬼と遊ぼう！

小
牧
市
温
水
プ
ー
ル

こまきし

こまきし

しげん ぱんふれっと

み ぶんべつ

わ

しげん

しんしゅん

こ
ま
き
し

お
ん
す
い

ぷ
ー
る

せつぶん
おに あそ

かい

き

とうじつ あさ じ ふん だひ していび

しゅうしゅう かれんだー み

かた だ かた

していぶくろ い だ

も も
しげん みどりぶくろ

しろぶくろ あかぶくろ

るーる

き つぎ ちゅうい しげん だ

しげん わ だ かたかた

し げ ん わ か た

かただ

はいきぶつ　たいさくか げんりょう すいしんがかりといあわせさき

しゅるい

ぽるとがるご ぱんふれっと

おとな

せつぶん

ないよう とうじつ たの

たの げーむ おこな

がつ にち

がつ にち

しゅく

にちようび こまきし

せんちゃく めい とうじつ じ うけつけかいし せんちゃくじゅん みずぎ にゅうじょうりょうぷーる

にちがつにちがつ どきんしえいぎょうびねんし

おんすい ぷーる しょうがくせい

げつようび とく ざいりょう

た き

こども もち ちゃれんじ た
むりょう

しやくしょ かくしみん せんたー し ほーむぺーじとし せんたー

すぺいんご えいご ちゅうごくご たがろぐご

こまきし してい ぶくろ すーぱー

こんびに やっきょくなど う

かなら わ

しげん

ぶんべつ
きょうりょく

ねが

えこりん
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当日  ボランティア
スタッフ  募集中

1枚500円

KIA事務局で  売っています。

1月4日（金）～

無料

国際交流が  好きな人

小牧市  公民館  講堂・ロビー

1月20日（日）
12：00～16：00くらいまで

太鼓、民族衣装のファッションショー、  パキスタンの

ダンス、  お楽しみ  抽選会、  お茶席  きもの  の  試着

わなげ、 フェイスペイント、  国際屋台  など

いろいろな国の  料理
や  文化で

       　 世界の人と友
達になろう！

小牧市国際交流協会（KIA)　TEL0568-７６-0905　FAX0568-７1-8396

KIA

KIA

国際交流 ふれあいフェスタ国際交流 ふれあいフェスタ

Ｅ－mail  kia@ma.ccnw.ne.jp

火～土曜日、9:00～17:00（日、月曜日、祝日、12:00～13:00を除く）

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

場　所 ばしょ

入　場 にゅうじょう

食　券 しょっけん

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

場　所 ばしょ

講　師 こうし

定　員 ていいん

持ち物 もちもの

料　金 りょうきん

申込み もうしこみ

屋台の  料理
を

食べる  ときは
  食券を

買って  くださ
い

5ヵ国の  食べ物 ・ ペットボトル1本 ・ 抽選券つき

問合先
といあわせさき

平成25年1月5日（土） ～23日（水）、 9:00～17:00

（日・月・祝日、12：00～13：00は  お休み）の間に、

お金を  持って  小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。

エプロン・ふきん・筆記用具

会員300円、一般500円

先着24名（予約が必要）

小牧市に  住んでいる ・ 小牧市で  仕事を  している ・ 

小牧市の  学校で  勉強を  している  外国人、

または  KIA会員の  外国人 （中学生以上）

フードコーディネーター  倉地  龍子  氏

小牧市公民館3階  料理教室

平成25年2月3日（日）10：00～13：30

節分料理を作
ろう!! 料理で国際交流

こくさ い こうりゅう

りょうり こくさ い こうりゅう

ふぇす た

たいこ みんぞく　いしょう ふぁっしょんしょー ぱきすたん

だんす たの

るび こくさい　やたい

がつ

へいせい

こまきし こうみんかん かい りょうりきょうしつ

こまきし

こまきし がっこう べんきょう がいこくじん

かいいん がいこくじん ちゅうがくせい

くらち たつこ しふーどこーでぃねーたー

せんちゃく めい

えぷろん ひっき ようぐ

かいいん えん いっぱん

へいせい ねん

にち げつ しゅくじつ やす あいだ

かね も こまきし こくさいこうりゅうきょうかい き

がつ にち ど にち すい

えん

よやく ひつよう

いじょう

す こまきし しごと

ねん がつ にち にち

はつか にち

こまきし

こくさいこうりゅう

むりょう

やたい

がつ にち

じむきょく う

まい えん

か こく た ぽんぺっとぼとる ちゅうせんけん

とうじつ ぼらんてぃあ

すたっふ ぼしゅうちゅう

きん

りょうり

た

しょっけん

か

す ひと

こうみんかん こうどう ろびー

ちゅうせんかい ちゃせき しちゃく

くに
りょうり

ぶんか

せかい ひと ともだち

こまきしこくさいこうりゅうかい

か どようび にち げつようび しゅくじつ のぞ

小牧市国際交流協会（KIA)　TEL0568-７６-0905問合先
といあわせさき こまきしこくさいこうりゅうかい

せつぶん
りょうり つく
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B．旧契約の  支払  保険料  等 について上の  表2により  計算した金額

A．新契約の  支払  保険料  等 について上の  表1により  計算した金額

表2

「一般  生命  保険料  控除」 および 「個人  年金  保険料  控除」の  控除額に  ついての  計算式

2．平成 23年 12月 31日  より  前に  入った  保険  契約分（旧契約）

56,000円超

32,000円超  56,000円以下

12,000円超  32,000円以下

12,000円以下

年間の  支払  保険料表1

「一般  生命  保険料  控除」、「個人  年金  保険料  控除」、「介護  医療  保険料  控除」の  控除額に  ついての  計算式

1．平成 24年 1月 1日  より  後に  入った  保険  契約分（新契約）

次の  A、Bの  金額の  合計額が  控除額です。（適用  限度額  28,000円）

3．新契約と  旧契約の  両方に   ついて   保険料  控除を   する  場合

平成25年度の  住民税が  変わります

●次の  1から  3の  各  保険料  控除の  合計額が  70,000円を  超える  場合は  いままでどおり  70,000円を  

　限度額と  します。

生命  保険料  控除額

支払  保険料の  全額

支払  保険料  ×  1／2  ＋  6,000円

支払  保険料  ×  1／4  ＋  14,000円

28,000円

70,000円超

40,000円超  70,000円以下

15,000円超  40,000円以下

15,000円以下

年間の  支払  保険料 生命  保険料  控除額

支払  保険料の  全額

支払  保険料  ×  1／2  ＋  7,500円

支払  保険料  ×  1／4  ＋  17,500円

35,000円

●「一般  生命  保険料  控除」 と 「個人  年金  保険料  控除」 のほかに、 「介護  医療  保険料  控除」が  できました。

●平成  24年 1月 1日より  後に  入った  生命  保険  契約に  ついての  控除  適用  限度額は、

 「一般  生命  保険料  控除」、「個人  年金  保険料  控除」、「介護  医療  保険料  控除」 それぞれにつき

　28,000円  です。

へ い せ い ね ん ど じ ゅ う み ん ぜ い か

いっぱん せいめい ほけんりょう こうじょ こじん ねんきん ほけんりょう こうじょ かいご いりょう ほけんりょう こうじょ

へいせい ねん がつ にち あと はい せいめい ほけん けいやく こうじょ てきよう げんどがく

つぎ

しんけいやく しはらい ほけんりょう など うえ ひょう けいさん

きゅうけいやく しはらい ほけんりょう など うえ ひょう けいさん

きんがく

きんがく

きんがく ごうけいがく こうじょがく てきよう げんどがく えん

いっぱん

えん

せいめい ほけんりょう こうじょ こじん ねんきん ほけんりょう こうじょ かいご いりょう ほけんりょう こうじょ

つぎ

いっぱん こうじょがく

ひょう

ひょう

ねんかん しはらい ほけんりょう

えん    いか

えんちょう えん いか えん

しはらい ほけんりょう

しはらい ほけんりょう

えんちょう

えんちょう

えん いか えん

えん

しはらい ほけんりょう

ぜんがく

せいめい ほけんりょう こうじょがく

ねんかん しはらい ほけんりょう

えんちょう えん いか

えん いか

えん

しはらい ほけんりょう

しはらい ほけんりょう

えんちょう

えんちょう

えん いか えん

えん

しはらい ほけんりょう

ぜんがく

せいめい ほけんりょう こうじょがく

けいさんしき

こうじょがく けいさんしき

せいめい ほけんりょう こうじょ こじん ねんきん ほけんりょう こうじょ

いっぱん せいめい ほけんりょう こうじょ こじん ねんきん ほけんりょう こうじょ

かいご いりょう ほけんりょう こうじょ

げんどがく

へいせい

しんけいやく きゅうけいやく りょうほう ほけんりょう こうじょ ばあい

ねん がつ あと はい ほけん けいやくぶん しんけいやくついたち

へいせい ねん がつ はいまえ ほけん けいやくぶん きゅうけいやくにち

かく ほけんりょう こうじょ ごうけいがく えん こ ばあい えん



5

生活情報誌こまき生活情報誌こまき

市民税課　TEL0568-76-1182
しみんぜいか

問合先
といあわせさき

収入 金額 － 退職 所得 控除額
5年以内の
法人役員等

改 正 前

※法人  役員等とは、 法人の  取締役、 国・地方議員、 国家・地方公務員を  いいます。

●勤続  年数  5年  以内の  法人  役員等に  支払われる  退職  手当等から  退職  所得  控除額を
　控除  した後、 その  残額を  2分の1に  することが  廃止  されます。

●退職  手当等  の  住民税の  10％の  税額  控除が  なくなります。

①平成 25年 1月 1日  より  あとに  支払われる  退職  所得に  ついて
　住民税の  計算  方法が  変わります。

（収入 金額 － 退職 所得 控除額）×2分の1

退職  所得の  金額 税　率 税額  控除

市民税6％ 県民税4％ 税額の10％

改 正 後

（収入 金額 － 退職 所得 控除額）
×2分の1

退職  所得の  金額 税　率 税額  控除

市民税6％ 県民税4％ 廃　止

市民税6％ 県民税4％ 廃　止上記以外

収税課　TEL0568-72-2101（代表） 内線２７６～２７９　TEL0568-76-1117／0568-76-1118（直通）
しゅうぜいか だいひょう ないせん ちょくつう

問合先
といあわせさき

●市県民税（第4期）

●介護保険料（第7期）

●国民健康保険税（第8期）

●後期高齢者医療保険料（第6期）

次の 税金の 支払い期限は 1月31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。

１,

2,

3,

本庁舎  ２階で、 税金の  相談、 支払窓口を  開いて  います｡

とき ： １月13日（日） ・ １月27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。

８:３０～17：１５　※ただし、 年末年始は  休みです。

支払いは早めに！

たいしょく

きんぞく

こうじょ あと ざんがく ぶん はいし

ねんすう ねん いない

ほうじん

か い せ い ま え

か い せ い ご

たいしょく

しゅうにゅう

ねん いない

ほうじん  やくいん  など

はい し

はい しじょうき  いがい

きんがく たいしょく しょとく こうじょがく ぶん

しゅうにゅう きんがく たいしょく しょとく こうじょがく

しゅうにゅう きんがく たいしょく しょとく こうじょがく

ぶん

しみんぜい けんみんぜい ぜいがく

しみんぜい けんみんぜい

しみんぜい けんみんぜい

しょとく きんがく ぜい りつ ぜいがく こうじょ

たいしょく しょとく きんがく ぜい りつ ぜいがく こうじょ

やくいんなど ほうじん とりしまりやく くに ちほうぎいん こっか ちほうこうむいん

ほうじん やくいんなど しはら たいしょく てあてなど たいしょく しょとく こうじょがく

てあて　など じゅうみんぜい ぜいがく こうじょ

へいせい ねん がつ にち しはら たいしょく しょとく

じゅうみんぜい けいさん ほうほう か

しはら
しはら 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

しけんみんぜい だいよんき だいはっきこくみん 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　ほけんりょうだいななき だいろっき

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 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

やす

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

ねんまつ　ねんし

まいにち ひらぜいきん しはらいまどぐち

がつ にちにち がつ にち にち
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こまきしれきしかん こまきじょう

学校教育課　TEL0568-76-1165
がっこうきょういくか

問合先
といあわせさき

対 象 者 たいしょうしゃ

支 給 額 しきゅうがく

申     請 しんせい

日　時 にちじ

料　金 りょうきん

未就学児無料    ※土日祝日は小人無料

大人（高校生以上）100円　　小人（中学生以下）30円

平成25年1月18日（金）～2月20日（水）

織田信長公  小牧山城  築城450年記念 

平成25年1月から、  第3木曜日だけ  おやすみと  なります。
第3木曜日が  祝日の  場合は、次の  平日が  おやすみと  なります。

なお、年末年始（12／29～1／3）は  おやすみ  します。

小牧市歴史館（小牧城）の  おやすみが  変わります。

小牧市  歴史館（小牧城） 特別展

～450年の 時を 経て～「墨書石垣石材と  佐久間氏」

小牧市歴史館（小牧城）　TEL0568-72-0712問合先
といあわせさき

高校などへの  入学に  かかる  
費用を  助成して  います
市では  高校等への、 入学に  かかる  お金の
一部を  支給します。

小牧市の  中学校を  卒業し  高等学校や  専修学校など（3年以上の  課程のもの）に

入学を  希望し  ア・イに  あてはまる方

1月  11日（金）までに  書類を  各中学校へ  出して  ください。

①小牧市  育英資金  受給  申請書 （各中学校や  市役所  学校教育課  にあります）

②平成24年1月2日  よりあとに  小牧市に  引っ越して  きた方は、 次の  書類の  どれか  1つ

●市民税・県民税  特別徴収  税額  通知書（写）

●市民税・県民税  納税  通知書  と  課税  明細書（写）

●市民税・県民税（所得・課税）証明書（前住地で発行）

ア  やる気に  あふれ、成績が  普通以上  の  方

イ  経済的に  恵まれない方

一人  10万円 （30名以内・審査が  あります）

こまきし

お だ のぶ な が こう

こうこう にゅうが く

ひよう じょせ い

ぼくしょ    い しが き    せ き ざ い さくまし

こまきやまじょう ちくじょう ね ん き ね ん

れ きしかん
こまきじょう

ねん

こまきし　れきしかん こまきじょう

とき へ

とくべ つてん

へいせい

し

いちぶ しきゅう

こまきし

にゅうがく

き

けいざいてき

ひとり まんえん

がつ にち きん しょるい かくちゅうがっこう だ

いくえいしきん じゅきゅう しんせいしょ かくちゅうがっこう しやくしょ がっこうきょういくかこまきし

へいせい ねん

しみんぜい けんみんぜい とくべつちょうしゅう ぜいがく つうちしょ うつし

しみんぜい けんみんぜい のうぜい つうちしょ

しみんぜい けんみんぜい しょとく かぜい しょうめいしょ ぜんじゅうしょ はっこう

かぜい めいさいしょ うつし

がつ にち こまきし ひ こ かた つぎ しょるい

めい　いない しんさ

めぐ かた

せいせき ふつういじょう かた

きぼう かた

ちゅうがっこう そつぎょう こうとうがっこう せんしゅうがっこう ねん かてい

こうこうなど にゅうがく かね

おとな

みしゅうがくじ　むりょう どにちしゅくじつ

こまきし　れきしかん

へいせい

だい もくようび

ねんまつねんし

しゅくじつ ばあい つぎ へいじつ

ねん がつ だい もくようび

こまきじょう か

こども　むりょう

こうこうせい　いじょう こども ちゅうがくせい　いかえん えん

ねん がつ にち きん がつ にち すい
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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

小牧市教育委員会 文化振興課　TEL0568-７６-１１８８問合先

小牧市教育委員会 文化振興課　TEL0568-７６-１１８８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。

※施設により  開館時間、休業日が   異なりますので  ご注意  ください。

東部・味岡・北里の市民センター、市民会館、中部公民館、勤労センター、

まなび創造館（午前9時30分～）、小牧市役所  文化振興課

有料  一般：1,000円　小中学生：500円　（アートフレンド会員：200円引き）

600名程度未就学児の  入場  不可

東部市民センター講堂平成25年1月12日（土）

『腰祈』 『井杭』○狂言

『小狐丸  奇特  相鎚  小鍛冶』
狂言の  前に  かつて  行われていた  小牧の

こども歌舞伎を  上演します

○小牧の  子ども  歌舞伎

ロビーコンサート

ふれあい音楽広場～春を奏でる～～春を奏でる～
味岡市民センターのロビーでお昼に開くコンサート。和楽器の演奏をお楽しみいただけます

【曲】　 　「春雨」 「二上り 六段の調べ」 「春の海」
【演奏者】 倉知杏衣（筝・三絃）　宮本離山（尺八）　戸田良子（筝）・早川満里子（三絃）

平成25年1月13日（日）　12:15～12:50
味岡市民センターロビー

60名

どなたでもご参加いただけます

無料

くらちきょうこ みやもとりざん とだりょうこ はやかわまりこ

織田信長公  小牧山城
築城450年記念事業 初笑い  狂言会

狂言を  解説と  ともに  分かりやすく  紹介します。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ 対　象 たいしょう

定　員 ていいん

日　時 にちじ

対　象 たいしょう 定　員 ていいん

料　金 りょうきん

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

申込み もうしこみ

こかじきとく あいづちこぎつねまる

こしいのり いぐい

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
のぞ

ぽるとがるご げつ きん すぺいんご えいご げつ もくか

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
といあわせさき せいかつこうりゅうか

といあわせさき こまきしきょういくいいんかい ぶんかしんこうか

といあわせさき こまきしきょういくいいんかい ぶんかしんこうか

が い こ く じ ん   そ う だ ん ま ど ぐ ち し

ろびーこんさーと

おんがくひろば

おだのぶながこう こまきやまじょう

ちくじょう ねん きねんじぎょう

は つ わ ら き ょ う げ ん か い

か なは る

あじおかしみん

きょく

えんそうしゃ そう

へいせい ねん がつ

さんか

きょうげん まえ おこな こまき

かぶき じょうえん

きょうげん

きょうげん かいせつ わ

へいせい

みしゅうがくじ

ゆうりょう

とうぶ

そうぞうかん ごぜん

しせつ かいかんじかん きゅうぎょうび こと ちゅうい

じ ぷん こまきしやくしょ ぶんかしんこうか

あじおか きたざと しみん せんたー しみんかいかん ちゅうぶこうみんかん きんろう せんたー

いっぱん えん あーとふれんどしょうちゅうがくせい えん かいいん えん び

にゅうじょう ふか めい ていど

ねん がつ にち ど とうぶしみん せんたー こうどう

しょうかい

こまき こ かぶき

むりょう めい

にち にち

あじおかしみん せんたーろびー

さんげん さんげんしゃくはち そう

はるさめ はる うみろくだん しらにあが

せんたー ろびー ひる ひら こんさーと わがっき えんそう たの



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

1月15日（火）
1月22日（火）
1月29日（火）
2月  5日（火）

1月11日（金）
1月18日（金）
1月25日（金）

1月  9日（水）
1月16日（水）
1月30日（水）

1月  9日（水）

1月 4日（金）

1月17日（木）
1月31日（木）

1月25日（金）

1月30日（水）

成人検診成人検診 ※【乳がん検診・子宮がん検診について】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。
※保健センターへの申し込みは８：３０からです。申込み初日は電話が混雑する場合があります。

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）

1月21日（月）
2月  3日（日）

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

２月 ８日（金）
２月18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

小牧児童館

大城児童館

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 14:00～16:00

10:00～11:00

2011年7月1日～9日生まれ
2011年7月10日～21日生まれ
2011年7月22日～31日生まれ

2010年10月1日～15日生まれ
2010年10月16日～31日生まれ

2010年1月1日～13日生まれ
2010年1月14日～21日生まれ
2010年1月22日～31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9月1日～8日生まれ
2012年9月9日～17日生まれ
2012年9月18日～24日生まれ
2012年9月25日～30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
1月18日（金）
1月25日（金）

10:00～11:15

9:00～12:00
13:00～16:001月7日（月）18日（金）

●料金／無料　●申込み／保健センター1月22日（火）

●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。

こまきしやくしょ

あいちけん こまきし ほりのうち さんちょうめ いちばんち でんわ

けいさいないよう しょうさい かくたんとうまどぐち かくにん

へんしゅう

はっこう

しみんさんぎょうぶ せいかつこうりゅうか

けんしん し といあわせさき ほけん せんたー

しょにち でんわ こんざつ ばあい

ぼ　し けんしん　　とう かれんだー

げつじ　けんしん せっしゅ

げつじ　けんしん

さい げつじ し　か　けんしん

さいじ　けんしん

ば　よぼう　きょうしつ

りにゅうしょく きょうしつ しょき きょうしつ

は

りょうきん もうしこ ほけんむりょう

は はじ こ にん

げついこう おやこ くみ

りょうきん むりょう もうしこ ほけん

げついこう

しないざいじゅう にんぷ にんぷ さんか か くみおっと

おやこ くみ

ないよう しんたいけいそく

りょうきん むりょうけつあつそくてい にょうけんさ きぼうしゃ

いくじ ふあん そうだんしんぱい

りょうきん むりょう もうしこ ほけん

りにゅうしょく きょうしつ こうき きょうしつ

ぼにゅうそうだん

ぱ ぱ 　ま ま 　きょうしつ

い けんしん

いぶ せんかんせつさつえい

だいちょう

にゅう

しきゅう しせつけんしん

ないしん ししん さいぼうしん

しきゅう

こつそ

きょうぶ せん

しょうけんしん

けんしん

ないしん ししん さいぼうしん

まんもぐらふぃー

けんしん

けんしん

べんせんけつはんのう けんさ

あか ほうもん

いくじそうだん にんぷ さんぷ　けんこうしんだん

ほけんれんらくいん ほけんれんらくいん も ほうもん

たいしょう かた じぜん てがみ おく うけつけじかん しょうさい かくにん

じぜん でんわ つごう うかが

せいご げつごろ あか じたく しゅっさんいわ ひん

りょうきん むりょう もうしこ ほけん

予約必要
よやくひつよう

予約必要
よやくひつよう

予約必要
よやくひつよう

予約必要
よやくひつよう

予約必要
よやくひつよう

さい

ははおや　し　か　けんしん
ほけん 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

ほけん 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

こまき じどうかん

おおしろ　じどうかん

ほけん せんたー

い さいべん　ようき かいしゅうけんしん　じっし　にちじ

じゅしんきかん

さい　いじょう

ていいん にん りょうきん えん

ていいん にん りょうきん えん

もうしこ ほけん　せんたー

むりょう くーぽん けん とど かた ちょくせついりょうきかん

りょうきん

けんしん

けんしん

い　し

ひつよう

ちょくせつ　だいいちろうじん　せんたー

き

みと かた

えん

えん

えん

けいぶ

けいぶ

たいぶ

たいぶ けんしん

もうしこ ほけん　せんたー

りょうきん えん もうしこ ほけん　せんたー

もうしこ

がつ　ねん にち にち

ほけん　せんたー

こまきし じゅうみんとうろく かた

さい　いじょう

ていいん にん りょうきん えん もうしこ ほけん　せんたー

ていいん にん りょうきん むりょう もうしこ ふよう

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

さい　いじょう こまきし じゅうみんとうろく かた

さい　いじょう

さい　いじょう

しょうわ

むりょう かた もうしこくーぽん けん とど

むりょう かた もうしこくーぽん けん とど

ねんう

ないよう

にんしんちゅう しょくじ くち けんこう こまき こ  そだ じょうほう

あか とう やくわり

も もの おやこ けんこうてちょう もうしこ ほけん せんたーぼ　し

さい

ぐうすうどし　う きすうどし　うかた

かた

かた かたへいせい ねんど　みじゅしん

さい　いじょう ぐうすうどし　う

きすうどし　う

かた

かた かたへいせい ねんど　みじゅしん

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

げつ

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 にゅう

ほけん せんたー もう もうしここ

けんしん しきゅう 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

わす
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