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小牧市役所　地域活性化営業部　シティプロモーション課  にぎわい創出係
〒485-8650 愛知県小牧市堀の内三丁目1番地
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※詳しくは  各担当  窓口まで

　確認して  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。

http://www.city.komaki.aichi.jp/otherlanguage/japanese.html

7月14日（火）
7月21日（火）
7月28日（火）
8月  4日（火）

7月  3日（金）
7月10日（金）
7月17日（金）

7月  1日（水）
7月 8日（水）
7月22日（水）
7月  2日（木）

7月13日（月）
7月27日（月）

7月 9日（木）
7月16日（木）

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

※対象の  人には  前もって  手紙を  送ります。  詳しい  受付時間は  その手紙で  確認して  ください。

※健診は  必ず  受けましょう。 都合が  悪いときは、 保健センターへ  相談して  ください。

４か月児健診・

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

BCG接種

13：05～13：55

13：05～14：15

９:0０～10:10

13:05～14:15

2014年  1月  1日～  9日生まれ
2014年  1月10日～21日生まれ
2014年  1月22日～31日生まれ

2013年  4月  1日～15日生まれ
2013年  4月16日～30日生まれ

保健センター 13:45～14:30
生まれてから  5～8カ月  未満 （標準的 接種期間）
※予診票は 生まれてから  4か月たった頃  送ります。
※会場は  小牧市保健センター

2012年  7月  1日～12日生まれ
2012年  7月13日～22日生まれ
2012年  7月23日～31日生まれ

2015年  3月  1日～  8日生まれ
2015年  3月  9日～17日生まれ
2015年  3月18日～25日生まれ
2015年  3月26日～31日生まれ

7月 8 日（水）

7月  5日（日）

6月26日（金）

7月17日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

味岡児童館

※親子(母子）健康手帳を  忘れずに  持って  来て  ください。

内　容

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相談

10:00～11:00頃

10:00～11:00頃

保健センター 10:00～12:00

４か月児以降の保護者（27人）赤ちゃん参加OK

●料金／無料　●申し込み／保健センター 予約必要

予約必要

予約必要

予約必要

申し込み不要

９か月児以降の親子（21組）

●料金／無料　●申し込み／保健センター

小牧市内に住んでいる妊婦とその夫（妊婦のみの参加もOK）30組

●内容／歯みがき、歯ならびについての不安や心配ごとの相談  ●持ち物／親子（母子）健康手帳、歯ブラシ  ●料金／無料

乳幼児（特に  1歳前後の  お子さんに  おすすめです）

場　所 受付時間 対象・内容・申し込みなど

母子健診等カレンダー母子健診等カレンダー

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

10:00～11:15

7月21日（火）

7月14日（火）

7月  7日（火）

7月17日（金）

●料金／無料　●申し込み／保健センター

保健連絡員と  保健連絡員OBが  生まれてから  ２～３か月頃の  赤ちゃんの  家に  お祝い品を

持って  行きます。 （行く前に  電話で  都合を  聞きます）
赤ちゃん訪問

2,500ｇ未満の  赤ちゃんが  生まれたら、 低体重児届出書を  出しましょう。　

届出先：保健センター  または  保険年金課
低体重児届

母乳相談

パパママ教室

日にち

10:00～12:00

7月27日（月）

7月28日（火）

健診のお知らせ
けんしん

もくじもくじ
●臨時福祉給付金が  支給されます

●母子・父子家庭医療費受給者証の  更新の  お知らせ

●ライトダウン  キャンペーン

●危険ごみの  出し方

●読み聞かせグループ 「はじまり はじまり」による

　えほん図書館  ７周年おめでとう 

　みんなあつまれ！ おはなし広場

●読み聞かせグループ 「もこもこ」による

　えほん図書館  ７さいおめでとう!!

●第27回  小牧平成夏まつり

●第36回  小牧市民まつり  参加者募集！

●普通 救命 講習

●南スポーツセンター水泳プールが  開きます

●犬を  飼っている  人へ

●地震被害想定調査結果

●次の  税金の  支払い期限は  7月31日（金）です

●外国人のための  相談窓口の  お知らせ

●母子健診等カレンダー

P3
P6

P5

P2

P8

P7

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先
といあわせさき ほけん せんたー

●内容／赤ちゃんとのくらしについて、パパの役割について、妊娠中の食事について、パパ・ママのお口の健康について、

　赤ちゃん人形だっこ体験、妊婦体験　●持ち物／親子（母子）健康手帳　●申し込み／保健センター

小牧平成夏まつり　昨年の様子小牧平成夏まつり　昨年の様子

●内容／子どもを  育てる  ことに  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（希望者だけ）味岡児童館

大城児童館

7月17日（金）

7月10日（金）育児相談、
妊婦・産婦健康相談

がいこくじん じんこう じんこうにん にんこまき ねん がつ にちげんざい

ぼ 　し けんしん　など か れ んだ ー

よぼう　そうだん

りにゅうしょく きょうしつ

しょき きょうしつ

りょうきん ほけんむりょう

いこうげつじ ほごしゃ にん さんかあか

りょうきん むりょう もう こ

もう こ

もう こ

もう こ

ほけん

げつじ　いこう

こまきしない にんぷす にんぷ さんか くみおっと

おやこ くみ

りょうきん むりょう 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

いくじ そうだん

にんぷ さんぷ そうだんけんこう

ぱ ぱ 　  ま ま   きょうしつ

あか ほうもん
ほけん    れんらくいん

ていたいじゅうじとどけ

とどけでさき ほけん　　　せんたー

みまん あか う とどけでしょ だ

ほけん    れんらくいん

も い でんわ つごう きい まえ

う げつごろ あか いえ いわ ひん

りょうきん むりょう

よやくひつよう

よやくひつよう

よやくひつよう

よやくひつよう

もう こ ふよう

ほけん せんたー

ほけん

ごろ

ごろせんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

じどうかんあじおか

じどうかんあじおか

じどうかんおおしろ

あか にんぎょう たいけん にんぷ たいけん けんこうてちょうおやこも もの ぼし ほけん せんたー

せんたー

せんたー

せんたー

ひ ばしょ じかんうけつけ たいしょう ないよう もう こ

おやこ

ないよう

ぼし も きけんこうてちょう わす

ていたいじゅうじ

とくにゅうようじ

ないよう こ そだ ふあん

しんぱい そうだん にょうけんさ きぼうしゃしんたいけいそく けつあつそくてい

こさい

ほけん  ねんきん  か

はけんこうてちょうおやこ　　ぼしものもそうだんしんぱいふあんは はないよう

げつじ　けんしん

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

せっしゅ

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

せんたー

ねん がつ にちがつ にち か

きん

もく

ほけん せんたー

う かげつ

よしんひょう

かいじょう こまきし ほけん せんたー

う げつ ころ おく

みまん ひょうじゅんてき せっしゅきかん

すい

げつ

にち

にち  う

たいしょう ひと まえ てがみ おく くわ うけつけじかん かくにんてがみ

そうだんほけんわるつごううかならけんしん

 

こまきしやくしょ

 ほりのうち でんわ

まどぐち

かれんだーなどけんしんぼし

なつへいせいこまきかいだい

しまどぐちそうだんがいこくじん

ひろば きんにちがつきげんしはらぜいきんつぎ

しゅうねんとしょかん けっかちょうさそうていひがいじしん

ぐるーぷきよ

きゃんぺーんだうんらいと

としょかん

ひらぷーるすいえいせんたーすぽーつみなみ

ぐるーぷきよ

こうしゅうきゅうめいふつう

かただきけん

ひとかいぬ

しこうしんじゅきゅうしゃしょういりょうひかていふしぼし ぼしゅうさんかしゃしみんこまきかいだい

しきゅうきゅうふきんふくしりんじ

かくたんとうくわ

かくにんへんしゅう

はっこう

ちいき そうしゅつがかりし てぃ ぷ ろ も ー し ょ ん かえいぎょうぶかっせいか

あいちけん こまきし さんちょうめ いちばんち

ば

なつこまき へいせい さくねん ようす

ぜんご

ないよう にんしんちゅう しょくじ くちぱぱ まま けんこうあか ぱぱ やくわり

生活情報誌こまき やさしい日本語版 2015年7月号

72015
月号

8

生活情報誌こまき

外国人の人口：7,338人 / 小牧の人口：153,768人（2015年  6月 1日現在）
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きき かんりか

危機管理課　TEL.0568-76-1171問合先
といあわせさき

ほけん ねんきんか

保険年金課　TEL.0568-76-1128問合先
といあわせさき

臨時福祉給付金が 支給されます。（９月からの  申請です） 地震被害想定調査結果

母子・父子家庭医療費受給者証 更新の お知らせ

2014年 4月から  消費税が  上がったので、 所得が  低い人には  負担が  大きいと  考えられます。 

ですから、 今年も、 臨時福祉給付金を  支給します。

支給対象者

支給額 支給対象者1人につき  6,000円（2015年10月～2016年9月の  1年分）

支給時期 2015年 10月 以降 申請先 2015年 1月 1日に  住民登録を  していた市町村

※2015年度分の  市民税（均等割）が  課税されず、 支給対象者になると  思われる人には、 8月の  おわりごろ以降、 

　準備が  できてから、 市より  申請書を  送ります。 申請期間が  始まったら  提出してください。

今使っている  受給者証が  使えるのは  7月31日までです。 手紙と  ①②③を  市役所から  6月の  終わりごろに

送ります。 ①②③④を  封筒に  いれて  市役所に  送ってください。

①更新申請書  ②養育費の  申告書

③申立書（16歳以上19歳未満の 控除対象扶養親族が いる世帯の人）

④受給者全員分の  健康保険証の  写し

手続きを  した後、 新しい受給者証を  7月中ごろに  送ります。

※所得が  多すぎて  受給者証が  もらえない人には、 手紙で  お知らせします。

※2015年 1月 2日より  あとに  小牧市に  ひっこしてきた人、 2014年の  所得を  申告していない人は、 

　所得を  確認するための  手続きも  してください。

2015年度分の  市民税（均等割）が  課税されない人

●次に  あてはまる人は  対象に  なりません

　・自分を  やしなっている人が  課税される場合　・生活保護の  お金を  もらっている人

次の 税金の 支払い期限は 7月 31日（金）です

外国人のための 相談窓口の お知らせ
小牧市役所 本庁舎 2階 市民安全課の 中 9:00 ～ 17:00 （12:00～13:00は お休み）

月～金ポルトガル語 月・火・木スペイン語・英語

そのほか、 保険年金課に  ポルトガル語 （9:00 ～17:00）、  福祉総務課に  ポルトガル語 （9:30 ～16:30）、  

保育課に  ポルトガル語 （9:00 ～17:00）と  中国語 （9:00 ～17:00）を  話すことが  できる  職員が  います。

市民安全課　TEL.0568-76-1675（相談直通）問合先
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といあわせさき

収税課　TEL.0568-76-1117／0568-76-1118
しゅうぜいか

❸ バーコード付きの  税金の  納付書は  コンビニエンスストアでも  払うことが  できます。
　  ※ただし、 納付書に  書いてある  期限までです。

平日の  昼は  忙しくて、 税金の  支払いが  できない  人は…

❶ 本庁舎2階で、 税金の  払い方の  相談が  できます｡ 税金を  払うことも  できます。
とき　7月 12日（日）、 7月 26日（日）　8:30～17:15

○固定資産税（第2期） ○国民健康保険税（第2期）  

○介護保険料（第1期）

口座振替にすると  便利です。 税金を  口座振替で  支払う人は、 支払い期限の  

前の日までに  口座の  残りのお金を  確認してください。

小牧市で  大きな地震が  あったときの  被害を  考えた結果が  まとまりました。 

（いろいろな  調査を  考える材料に  しています。）

結果は、小牧市ホームページまたは危機管理課窓口で見ることができます。

❷ 小牧駅出張所で、 税金を  払うことが  できます。 都合の  良いときに  利用してください。
　  8:30～17:15　※ただし、 年末年始は　休みです。

支払いは  早めに！

環境対策課　TEL.0568-76-1181問合先
かんきょう たいさくかといあわせさき

ライトダウンキャンペーン
環境省では、  地球温暖化防止のため、  毎年施設や  家庭の  電気を  消すことを  呼びかけています。 

これを 「CO2削減/ライトダウンキャンペーン」と  言います。   いつも  たくさん  使っている  電気を  消して、 
地球温暖化問題について  考えましょう。  今年の  キャンペーン日は  6月22日～7月7日です。 
6月22日 （夏至の日）と  7月7日（クールアース・デー（七夕））の  夜8時～10時までの  2時間を、  特別実施日とし、  

消灯を  呼びかけます。  みなさんも、  働いている  場所や  家庭で  このキャンペーンに  協力してください。

りんじ ふくし

臨時福祉給付金 コールセンター　TEL.0568-76-1613　9:00～17:00まで。土、日、祝日はつながりません。問合先
といあわせさき しゅくじつにちどこーるせんたーきゅうふきん
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えほん図書館７さいおめでとう！！えほん図書館７さいおめでとう！！

読み聞かせグループ「もこもこ」による読み聞かせグループ「もこもこ」による

えほん図書館７周年おめでとう みんなあつまれ！ おはなし広場えほん図書館７周年おめでとう みんなあつまれ！ おはなし広場

読み聞かせグループ「はじまり はじまり」による読み聞かせグループ「はじまり はじまり」による

いりません0円

50人 （先に  着いた  人）0～3歳の  子供と  その保護者

えほん図書館 （ラピオ4階） おはなしの部屋  ―みるみる―

7月 8日（水） 11:00～11:30

いりません0円

65人 （先に  着いた  人）2～6歳ぐらいの  子供と  その保護者

まなび創造館 （ラピオ4階） 多目的室

7月 4日（土） 14:00～15:00大きな絵本、 パネルシアター、 人形劇など

人形劇、 パネルシアター、 絵本など

2015年度  4月から  新しく  スタートした  「危険ごみ」の  出し方について、  もう一度  確認して  ください。

日　時 にちじ内　容 ないよう

内　容 ないよう

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう 定　員 ていいん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう 定　員 ていいん

申し込み もうしこみ料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ料　金 りょうきん

小牧市環境キャラクター
「エコリン」危険ごみの 出し方

対象と  なる  もの

刃物類 カセット式
ガスボンベ

固形燃料
（缶入りのもの）

使い捨て
ライター

スプレー缶 キャンプ用
携帯ボンベ

充電式電池※1

※1 乾電池、 バッテリー、 ボタン電池は  対象外です。 

　  乾電池は 「破砕ごみ」。 バッテリー・ボタン電池は  販売店に  相談してください。

※2  例）レジ袋、 ロールポリ袋、 

　　　　中が  外から  見える  袋

①透明な袋※２に入れる。

　（市指定袋は  使えません。）

②金属類と  同じ日に

　資源回収場所に  出す。

・スプレー缶、 ガスボンベは  必ず  中身を

　使い切ってから、 穴を  空ける。

・使い捨てライターは  必ず  中身を  使い切る。

・刃物は  刃を  厚紙で  包んでから  袋に  入れて

　袋に 「危険」と  書く。

出し方 注意

たいしょう

えほん図書館　TEL.0568-41-4646問合先
としょかんといあわせさき

廃棄物対策課　TEL.0568-７６-1187問合先
はいきぶつ　　たいさくかといあわせさき

南スポーツセンター水泳プールが 開きます

普通救命講習

午前の部   9:00 ～ 12:00 （入場は 11:15まで、 11:45になったら  プールで  泳ぐことは  できません）

午後の部  13:00 ～ 17:00 （入場は 16:15まで、 16:45になったら  プールで  泳ぐことは  できません）

  ※7月1日（水）～7月17日（金）の  平日は  午後の部だけ  ※7月18日（土）、8月23日（日）は  休み

人工呼吸、  心臓マッサージ、  AEDの使いかた、  のどに  物が  詰まった時  どうすればいいのか、 

血が  出た時の  血の  止めかたを  学ぶことが  できます。

7月 1日 （水） ～ 8月 31日 （月）

南スポーツセンタープール 

※入れ墨、 タトゥーが  ある人は、  その部分が  全部  隠れる  水着を  着てください。

◯おとな（高校生以上） … 210円  【定期券1,440円】　　◯小・中学生 … 100円 【定期券  720円】

◯小学校に  通う前 （小学１年生に  なる前まで） の  子ども  0円

小牧市に  住んでいる人、 小牧市で  働いている人

30人（先に  申し込んだ人） 0円

消防署救急係 76-0276（毎月19日、 第2日曜日の  前の日まで）

なし （実技中心の  講習です。 動きやすい  服装で 来てください。）

消防本部3階講堂毎月19日、第2日曜日日　時 にちじ 場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

持ち物 もちもの

料　金 りょうきん

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

期　間 きかん

場　所 ばしょ

時　間 じかん

消防署救急係　TEL.0568-76-0276 （毎月19日、 第2日曜日の  前の日まで）問合先
といあわせさき しょうぼうしょ まいつき にち だい にちようび まえ ひきゅうきゅうかかり

危
険

体育協会事務局 （第4木曜日休み）  TEL.0568-73-3330問合先
たいいく  きょうかい  じむきょくといあわせさき やすもくようびだい

環境対策課　TEL.0568-76-1136問合先
かんきょう たいさくかといあわせさき

犬を 飼っている 人へ犬を 飼っている 人へ

飼っている犬に  狂犬病予防注射を  受けさせてください。

狂犬病は  人や  犬に  重い神経症状を  おこし、 死亡させる  病気です。 

毎年１回必ず、 飼っている犬に  狂犬病予防注射を  受けさせてください。 

犬が  病気に  なったり、 病気が  流行るのを  防ぎます。

また、 犬の散歩を  するときは、 必ず  犬に  リードを  つけてください。 

自分の  家の  外で  犬に  リードを  つけずに  飼うのは、 やめてください。

迷い犬の  保護･問い合わせに  ついては、 愛知県動物保護  管理センター尾張支所（0586-78-2595）、 

小牧警察署（72-0110）へ連絡してください。

こまきしかんきょう きゃらくたー

えこりん

き け ん

ひ ろ ばしゅうねんと し ょ か ん

と し ょ か ん

ぐ る ー ぷきよ

ぐ る ー ぷきよ

だ か た

かんでんち

かんでんち

ぼんべけいたい

きゃんぷようかんすぷれー

らいたー

すつか でんちじゅうでんしきねんりょうこけい

かんいぼんべがす

しきかせっとはものるい

かた ちゅういだ

かきけんふくろ

いふくろつつあつがみははもの

きつかなかみかなららいたーすつか

ああなきつか

ふくろみそとなか

ぽりぶくろろーるぶくろれじれい

なかみかならがす ぼんべかんすぷれー

だばしょかいしゅうしげん

ひおなきんぞくるい

つかしていぶくろし

いふくろとうめい

そうだんはんばいてんでんちぼたんばってりーはさい

たいしょうがいでんちぼたんばってりー

かくにんいちどかただきけんすたーとあたらがつねんど

えん

ひとつさきにんほごしゃこどもさい

たもくてきしつかいらぴおそうぞうかん

どにちがつにんぎょうげきぱねるしあたーえほん

えん

ひとつさきにんほごしゃこどもさい

へやかいらぴおとしょかん

すいにちがつえほんぱねるしあたーにんぎょうげき

しょうがっこう

えんていきけん

きみずぎかくぜんぶぶぶんひとたとぅーずみい

えんちゅうがくせいしょうえん ていきけん えんこうこうせい いじょう

ぶごご

ぶごぜん にゅうじょう ぷーる およ

ぷーる およにゅうじょう

げつにちがつすいにちがつ

きん へいじつ ごご ぶ

まえ まえ こ えんしょうがく ねんせいかよ

にちがつすいにちがつ

みなみ すぽーつせんたー ぷーる

どにちがつ にち やすにちがつ

みなみ ひらす ぽ ー つ 　 　 せ ん た ー ぷ ー るすいえい

こ う し ゅ うき ゅ う め いふ つ う

きふくそううごこうしゅうちゅうしんじつぎ

まえ ひにちようびだいにちまいつききゅうきゅうかかりしょうぼうしょ

えんひとこもうさきにん

ひとはたらしこまきひとすしこまき

こうどうかいほんぶしょうぼうにちようびだいにちまいつき

まなとちときでち

ときつものつかまっさーじしんぞうじんこうこきゅう

れんらくけいさつしょこまき

ししょおわりせんたーかんりほごどうぶつあいちけんあとほごいぬまよ

かりーどいぬそといえじぶん

りーどいぬかならさんぽいぬ

ふせはやびょうきびょうきいぬ

ちゅうしゃ うよぼうきょうけんびょういぬかかならかいまいとし

びょうきしぼうしょうじょうしんけいおもいぬひときょうけんびょう

うちゅうしゃよぼうきょうけんびょういぬか

ひ とかい ぬ



4 5

生活情報誌こまき 生活情報誌こまき

問合先
といあわせさき 小牧平成夏まつり実行委員会事務局（小牧市役所シティプロモーション課内）　

TEL.0568-76-1173   FAX.0568-75-8283
E-mail : citypromotion@city.komaki.lg.jp

こまき  へいせい  なつ じっこう   いいんかい   じむきょく こまき   しやくしょ してぃぷろもーしょん か ない

あなたも 山車と パフォーマンスの 審査を しませんか？あなたも 山車と パフォーマンスの 審査を しませんか？
携帯電話から  インターネット審査が  できます。 2日目の  フィナーレでは、 上位  3賞・特別賞の  表彰が  

あります。 手筒花火・アメリカ花火・和太鼓演奏・レーザー演出も  あります。 ぜひ  来てください。

山車行列の 当日参加の 受け付け山車行列の 当日参加の 受け付け

【受付時間】

山車行列に  当日参加できます。 参加したい人は、 必ず  山車行列が  始まる前に  まつり本部に  来てください。

1日目（7月 25日（土））… 18:30まで　　2日目（7月 26日（日））… 18:00まで

日本伝統の  武者絵、 アニメの  キャラクターなどの、 

山車の  パレードが  メインの  まつりです。 

山車行列と  一緒に  さまざまな  団体の  

パフォーマンスも  あります。 

2015年は  小牧が  市になって  60年に  なります。 

みんなで  いっしょに  小牧市の  60年を  祝いましょう！

日本伝統の  武者絵、 アニメの  キャラクターなどの、 

山車の  パレードが  メインの  まつりです。 

山車行列と  一緒に  さまざまな  団体の  

パフォーマンスも  あります。 

2015年は  小牧が  市になって  60年に  なります。 

みんなで  いっしょに  小牧市の  60年を  祝いましょう！

小牧平成 夏まつりとは？

タイムスケジュール

17:20 ▶オープニングパフォーマンス 【メロディーパーク】
18:00 ▶表彰式（上位3賞以外）
19:00 ▶山車行列スタート
 　【メロディーパーク（小牧駅東）→ 
 　小牧市市民会館】
21:00 ▶表彰式（上位3賞・特別賞）・
 　フィナーレ【小牧市市民会館】
 　手筒花火・アメリカ花火・和太鼓・
 　レーザーのコラボレーション

17:15 ▶オープニングパフォーマンス
17:45 ▶ハネト総踊り
18:00 ▶和太鼓演奏
18:25 ▶小牧市制60周年記念キャラクター
  「こまき山」の紹介等
 　小牧戦国少女隊演技披露
19:00 ▶山車行列スタート
 　【小牧市市民会館 →
 　　メロディーパーク（小牧駅東）】

※天気が  とても  悪かったら  中止します。 少し  雨が  降っている  くらいなら  行います。

※予定は  変わることが  あります。

17:20 ～ 21:3026日（日）17:15 ～ 21:007月25日（土）

7月 25日（土） 7月 26日（日）

小牧市民まつり 参加者募集！
みんなで

小牧市民ま
つりを

盛り上げよ
う

こまき
しみん

も あ

今年も  小牧最大の  イベント 「小牧市民まつり」が、 
10月17日（土）、18日（日）に  開催されます。 
ぜひ  小牧市民まつりに  参加して  みませんか。

　

コンテスト

○7月24日（金）必着

○申し込み方：申し込み用紙で  市民まつり実行委員会まで。 申し込み用紙は  市ホームページ、

　シティプロモーション課、 各市民センター、 都市センター、 まなび創造館、

　パークアリーナ小牧に用意してあります。　※郵送、 FAX、 持ち込み、 メールOK

第36回

Dance Mix 2015 in Komaki 

応募資格：5人以上の  チームで  表彰式に  参加できる  チーム 

内　　容：ダンス種目は、自由　　　審査時間：5分以内（出入り含む）

募集チーム数：25組  程度（申し込みが  多いときは  抽選）

賞：グランプリ賞など  上位チームを  表彰のほか 参加者全員に  記念品  あり  

　 ※グランプリの  チームは  翌年の  出演料が  いりません

応募資格：5人以上の  チーム　　内 容：ダンス種目は、 自由　　　

演技時間：5分程度　　募集チーム数：25組  程度 （申し込みが  多いときは  抽選）

1人500円 （参加者  全員に  記念品  あり）

※コンテストと  フリーの  両方  出ることが  できます （両方  出たい  場合も  500円  です）

小牧駅前会場（メロディーパーク）

10月 17日（土）

10月 18日（日）
フリー

申し込み

申し込み

参 加 費

○申し込み方：往復はがきに  住所、 名前、 年齢、 曲（オリジナル歌手名）、 電話番号、

 「歌謡祭」か 「カラオケ大会」を  書いて、 市民まつり実行委員会  まで。

○申し込み期間：7月14日（火）～9月11日（金）　※各40人に  なったら  締め切ります

出演グループ

問合先
といあわせさき 小牧市民まつり実行委員会事務局（シティプロモーション課内） 〒485-8650  住所不要

TEL.0568-76-1173  FAX.0568-75-8283  E-mail : citypromotion@city.komaki.lg.jp
URL : http://www.city.komaki.aichi.jp/

じゅうしょふようこまき  しみん じっこう  いいんかい じむきょく してぃぷろもーしょん か  ない

●場 所：まなび創造館あさひホール

●対 象：小牧市内に  住んでいる ･ 

　　　　 働いている人、

　　　　 小牧市の  学校に  通っている人

定員：100人（先に申し込んだ人）　料金：500円（2コーラス）

区分：ゴールドの部（73歳以上） フリーの部（72歳まで）

　　　※どちらも  過去の  入賞者も  参加できます。

定員：各40人（先に申し込んだ人）

料金：1,000円（2コーラス）

市民歌謡祭・カラオケ大会参加者
あさひホールに  あなたの声を  
響かせましょう！

10月 17日（土）市民歌謡祭

10月 18日（日）カラオケ大会

ラピオ会場

にちどにちがつにち  め にちがつにち  めうけつけじかん

きほんぶまえはじぎょうれつだしかならさんか さんか ひととうじつだし   ぎょうれつ

つうとうじつ さんかだし ぎょうれつ

きれーざー        えんしゅつわだいこ   えんそうてづつ はなび

ひょうしょうとくべつしょうしょうじょういふぃなーれにち  めい んた ー ねっと         　 しんさけいたいでんわ

しんさぱ ふ ぉ ー ま ん すだし

あめりか          はなび

た い む す け じ ゅ ー る

かいかんしみんこまきし

こらぼれーしょんれーざー

わだいこはなびあめりかはなびてづつ

かいかんしみんこまきしふぃなーれ

しょう しょうとくべつじょういひょうしょうしき

かいかんしみんこまきし

ひがしこまきえきぱーくめろでぃー

やま しょうかいなど

ぱーくめろでぃー

おこなふあめすこちゅうしわるてんき

よてい か

すたーとだし   ぎょうれつ

ひがしこまきえき

すたーとだし   ぎょうれつえんそうわだいこ

こまき

こまき せんごく しょうじょたい えんぎ ひろう

しせい しゅうねん きねん きゃらくたー

いがいしょうじょういひょうしょうしきそうおどはねと

ぱーくめろでぃーぱふぉーまんす ぱふぉーまんすおーぷにんぐおーぷにんぐ

にちにちがつどにちがつ

いわねんこまきし

ねんしこまきねん

ぱふぉーまんす

だんたいいっしょだし   ぎょうれつ

めいんぱれーどだし

きゃらくたーあにめむしゃえにほん  でんとう

なつへいせいこまき

どにち にち にちがつ

なつへいせいこまき
かいだい

し み ん さ ん か し ゃ  ぼ し ゅ うこ ま き
だい かい

めーるも こゆうそうよういぱーくありーな こまき

そうぞうかんとし せんたーしみんかく せんたーしてぃぷろもーしょん か

し ほーむぺーじようしじっこう   いいんかいしみんようしもう こ もう こ もう こかた

ひっちゃくきんにちがつ

もう こ

もう こ

えん

いいんかいじっこうしみんかたいかいからおけかようさい

ばんごうでんわかしゅめいおりじなるきょくねんれいなまえじゅうしょおうふく

きしにんかくきんにちがつかにちがつ

こーらすえんりょうきん

ひとこもうさきにんかくていいん

さんかにゅうしょうしゃかこ

さいぶふりーいじょうさいぶごーるどくぶん

こーらすえんにん さき もう こ ひと りょうきんていいん

ひとかよがっこうこまきし

ひとはたら

すこまきしないたいしょう

ほーるそうぞうかんばしょ

ひび

こえほーる

さんかしゃたいかいからおけかようさいしみん

ばあいりょうほうりょうほう で でふりーこんてすと

きねんひんぜんいんさんかしゃえんひとり

さんかひ

もう こ かた

もう こ きかん

しゅつえんりょうよくねんちーむぐらんぷり

きねんひんぜんいんさんかしゃひょうしょうちーむじょういしょうぐらんぷりしょう

ちゅうせんおおもう こ

おおもう こ

ていどくみぼしゅう     ちーむ すう

ふくでいふん   いないしんさ    じかんじゆうだんす    しゅもくないよう

ちーむさんかひょうしょうしきちーむにんいじょうおうぼ  しかく

ちゅうせんくみ　　 ていどぼしゅう      ちーむ すうふんていどえんぎ    じかん

じゆうだんすしゅもくないようちーむにんいじょうおうぼ    しかく

どにちがつ

こんてすと

にちにちがつ

ふりー

ぐるーぷしゅつえんめろでぃーぱーく
こまきえきまえ かいじょう
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問合先
といあわせさき 小牧平成夏まつり実行委員会事務局（小牧市役所シティプロモーション課内）　

TEL.0568-76-1173   FAX.0568-75-8283
E-mail : citypromotion@city.komaki.lg.jp

こまき  へいせい  なつ じっこう   いいんかい   じむきょく こまき   しやくしょ してぃぷろもーしょん か ない

あなたも 山車と パフォーマンスの 審査を しませんか？あなたも 山車と パフォーマンスの 審査を しませんか？
携帯電話から  インターネット審査が  できます。 2日目の  フィナーレでは、 上位  3賞・特別賞の  表彰が  

あります。 手筒花火・アメリカ花火・和太鼓演奏・レーザー演出も  あります。 ぜひ  来てください。

山車行列の 当日参加の 受け付け山車行列の 当日参加の 受け付け

【受付時間】

山車行列に  当日参加できます。 参加したい人は、 必ず  山車行列が  始まる前に  まつり本部に  来てください。

1日目（7月 25日（土））… 18:30まで　　2日目（7月 26日（日））… 18:00まで

日本伝統の  武者絵、 アニメの  キャラクターなどの、 

山車の  パレードが  メインの  まつりです。 

山車行列と  一緒に  さまざまな  団体の  

パフォーマンスも  あります。 

2015年は  小牧が  市になって  60年に  なります。 

みんなで  いっしょに  小牧市の  60年を  祝いましょう！

日本伝統の  武者絵、 アニメの  キャラクターなどの、 

山車の  パレードが  メインの  まつりです。 

山車行列と  一緒に  さまざまな  団体の  

パフォーマンスも  あります。 

2015年は  小牧が  市になって  60年に  なります。 

みんなで  いっしょに  小牧市の  60年を  祝いましょう！

小牧平成 夏まつりとは？

タイムスケジュール

17:20 ▶オープニングパフォーマンス 【メロディーパーク】
18:00 ▶表彰式（上位3賞以外）
19:00 ▶山車行列スタート
 　【メロディーパーク（小牧駅東）→ 
 　小牧市市民会館】
21:00 ▶表彰式（上位3賞・特別賞）・
 　フィナーレ【小牧市市民会館】
 　手筒花火・アメリカ花火・和太鼓・
 　レーザーのコラボレーション

17:15 ▶オープニングパフォーマンス
17:45 ▶ハネト総踊り
18:00 ▶和太鼓演奏
18:25 ▶小牧市制60周年記念キャラクター
  「こまき山」の紹介等
 　小牧戦国少女隊演技披露
19:00 ▶山車行列スタート
 　【小牧市市民会館 →
 　　メロディーパーク（小牧駅東）】

※天気が  とても  悪かったら  中止します。 少し  雨が  降っている  くらいなら  行います。

※予定は  変わることが  あります。

17:20 ～ 21:3026日（日）17:15 ～ 21:007月25日（土）

7月 25日（土） 7月 26日（日）

小牧市民まつり 参加者募集！
みんなで

小牧市民ま
つりを

盛り上げよ
う

こまき
しみん

も あ

今年も  小牧最大の  イベント 「小牧市民まつり」が、 
10月17日（土）、18日（日）に  開催されます。 
ぜひ  小牧市民まつりに  参加して  みませんか。

　

コンテスト

○7月24日（金）必着

○申し込み方：申し込み用紙で  市民まつり実行委員会まで。 申し込み用紙は  市ホームページ、

　シティプロモーション課、 各市民センター、 都市センター、 まなび創造館、

　パークアリーナ小牧に用意してあります。　※郵送、 FAX、 持ち込み、 メールOK

第36回

Dance Mix 2015 in Komaki 

応募資格：5人以上の  チームで  表彰式に  参加できる  チーム 

内　　容：ダンス種目は、自由　　　審査時間：5分以内（出入り含む）

募集チーム数：25組  程度（申し込みが  多いときは  抽選）

賞：グランプリ賞など  上位チームを  表彰のほか 参加者全員に  記念品  あり  

　 ※グランプリの  チームは  翌年の  出演料が  いりません

応募資格：5人以上の  チーム　　内 容：ダンス種目は、 自由　　　

演技時間：5分程度　　募集チーム数：25組  程度 （申し込みが  多いときは  抽選）

1人500円 （参加者  全員に  記念品  あり）

※コンテストと  フリーの  両方  出ることが  できます （両方  出たい  場合も  500円  です）

小牧駅前会場（メロディーパーク）

10月 17日（土）

10月 18日（日）
フリー

申し込み

申し込み

参 加 費

○申し込み方：往復はがきに  住所、 名前、 年齢、 曲（オリジナル歌手名）、 電話番号、

 「歌謡祭」か 「カラオケ大会」を  書いて、 市民まつり実行委員会  まで。

○申し込み期間：7月14日（火）～9月11日（金）　※各40人に  なったら  締め切ります

出演グループ

問合先
といあわせさき 小牧市民まつり実行委員会事務局（シティプロモーション課内） 〒485-8650  住所不要

TEL.0568-76-1173  FAX.0568-75-8283  E-mail : citypromotion@city.komaki.lg.jp
URL : http://www.city.komaki.aichi.jp/

じゅうしょふようこまき  しみん じっこう  いいんかい じむきょく してぃぷろもーしょん か  ない

●場 所：まなび創造館あさひホール

●対 象：小牧市内に  住んでいる ･ 

　　　　 働いている人、

　　　　 小牧市の  学校に  通っている人

定員：100人（先に申し込んだ人）　料金：500円（2コーラス）

区分：ゴールドの部（73歳以上） フリーの部（72歳まで）

　　　※どちらも  過去の  入賞者も  参加できます。

定員：各40人（先に申し込んだ人）

料金：1,000円（2コーラス）

市民歌謡祭・カラオケ大会参加者
あさひホールに  あなたの声を  
響かせましょう！

10月 17日（土）市民歌謡祭

10月 18日（日）カラオケ大会

ラピオ会場
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えほん図書館７さいおめでとう！！えほん図書館７さいおめでとう！！

読み聞かせグループ「もこもこ」による読み聞かせグループ「もこもこ」による

えほん図書館７周年おめでとう みんなあつまれ！ おはなし広場えほん図書館７周年おめでとう みんなあつまれ！ おはなし広場

読み聞かせグループ「はじまり はじまり」による読み聞かせグループ「はじまり はじまり」による

いりません0円

50人 （先に  着いた  人）0～3歳の  子供と  その保護者

えほん図書館 （ラピオ4階） おはなしの部屋  ―みるみる―

7月 8日（水） 11:00～11:30

いりません0円

65人 （先に  着いた  人）2～6歳ぐらいの  子供と  その保護者

まなび創造館 （ラピオ4階） 多目的室

7月 4日（土） 14:00～15:00大きな絵本、 パネルシアター、 人形劇など

人形劇、 パネルシアター、 絵本など

2015年度  4月から  新しく  スタートした  「危険ごみ」の  出し方について、  もう一度  確認して  ください。

日　時 にちじ内　容 ないよう

内　容 ないよう

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう 定　員 ていいん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう 定　員 ていいん

申し込み もうしこみ料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ料　金 りょうきん

小牧市環境キャラクター
「エコリン」危険ごみの 出し方

対象と  なる  もの

刃物類 カセット式
ガスボンベ

固形燃料
（缶入りのもの）

使い捨て
ライター

スプレー缶 キャンプ用
携帯ボンベ

充電式電池※1

※1 乾電池、 バッテリー、 ボタン電池は  対象外です。 

　  乾電池は 「破砕ごみ」。 バッテリー・ボタン電池は  販売店に  相談してください。

※2  例）レジ袋、 ロールポリ袋、 

　　　　中が  外から  見える  袋

①透明な袋※２に入れる。

　（市指定袋は  使えません。）

②金属類と  同じ日に

　資源回収場所に  出す。

・スプレー缶、 ガスボンベは  必ず  中身を

　使い切ってから、 穴を  空ける。

・使い捨てライターは  必ず  中身を  使い切る。

・刃物は  刃を  厚紙で  包んでから  袋に  入れて

　袋に 「危険」と  書く。

出し方 注意

たいしょう

えほん図書館　TEL.0568-41-4646問合先
としょかんといあわせさき

廃棄物対策課　TEL.0568-７６-1187問合先
はいきぶつ　　たいさくかといあわせさき

南スポーツセンター水泳プールが 開きます

普通救命講習

午前の部   9:00 ～ 12:00 （入場は 11:15まで、 11:45になったら  プールで  泳ぐことは  できません）

午後の部  13:00 ～ 17:00 （入場は 16:15まで、 16:45になったら  プールで  泳ぐことは  できません）

  ※7月1日（水）～7月17日（金）の  平日は  午後の部だけ  ※7月18日（土）、8月23日（日）は  休み

人工呼吸、  心臓マッサージ、  AEDの使いかた、  のどに  物が  詰まった時  どうすればいいのか、 

血が  出た時の  血の  止めかたを  学ぶことが  できます。

7月 1日 （水） ～ 8月 31日 （月）

南スポーツセンタープール 

※入れ墨、 タトゥーが  ある人は、  その部分が  全部  隠れる  水着を  着てください。

◯おとな（高校生以上） … 210円  【定期券1,440円】　　◯小・中学生 … 100円 【定期券  720円】

◯小学校に  通う前 （小学１年生に  なる前まで） の  子ども  0円

小牧市に  住んでいる人、 小牧市で  働いている人

30人（先に  申し込んだ人） 0円

消防署救急係 76-0276（毎月19日、 第2日曜日の  前の日まで）

なし （実技中心の  講習です。 動きやすい  服装で 来てください。）

消防本部3階講堂毎月19日、第2日曜日日　時 にちじ 場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

持ち物 もちもの

料　金 りょうきん

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

期　間 きかん

場　所 ばしょ

時　間 じかん

消防署救急係　TEL.0568-76-0276 （毎月19日、 第2日曜日の  前の日まで）問合先
といあわせさき しょうぼうしょ まいつき にち だい にちようび まえ ひきゅうきゅうかかり

危
険

体育協会事務局 （第4木曜日休み）  TEL.0568-73-3330問合先
たいいく  きょうかい  じむきょくといあわせさき やすもくようびだい

環境対策課　TEL.0568-76-1136問合先
かんきょう たいさくかといあわせさき

犬を 飼っている 人へ犬を 飼っている 人へ

飼っている犬に  狂犬病予防注射を  受けさせてください。

狂犬病は  人や  犬に  重い神経症状を  おこし、 死亡させる  病気です。 

毎年１回必ず、 飼っている犬に  狂犬病予防注射を  受けさせてください。 

犬が  病気に  なったり、 病気が  流行るのを  防ぎます。

また、 犬の散歩を  するときは、 必ず  犬に  リードを  つけてください。 

自分の  家の  外で  犬に  リードを  つけずに  飼うのは、 やめてください。

迷い犬の  保護･問い合わせに  ついては、 愛知県動物保護  管理センター尾張支所（0586-78-2595）、 

小牧警察署（72-0110）へ連絡してください。
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まなとちときでち

ときつものつかまっさーじしんぞうじんこうこきゅう

れんらくけいさつしょこまき

ししょおわりせんたーかんりほごどうぶつあいちけんあとほごいぬまよ

かりーどいぬそといえじぶん

りーどいぬかならさんぽいぬ

ふせはやびょうきびょうきいぬ

ちゅうしゃ うよぼうきょうけんびょういぬかかならかいまいとし

びょうきしぼうしょうじょうしんけいおもいぬひときょうけんびょう

うちゅうしゃよぼうきょうけんびょういぬか

ひ とかい ぬ
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きき かんりか

危機管理課　TEL.0568-76-1171問合先
といあわせさき

ほけん ねんきんか

保険年金課　TEL.0568-76-1128問合先
といあわせさき

臨時福祉給付金が 支給されます。（９月からの  申請です） 地震被害想定調査結果

母子・父子家庭医療費受給者証 更新の お知らせ

2014年 4月から  消費税が  上がったので、 所得が  低い人には  負担が  大きいと  考えられます。 

ですから、 今年も、 臨時福祉給付金を  支給します。

支給対象者

支給額 支給対象者1人につき  6,000円（2015年10月～2016年9月の  1年分）

支給時期 2015年 10月 以降 申請先 2015年 1月 1日に  住民登録を  していた市町村

※2015年度分の  市民税（均等割）が  課税されず、 支給対象者になると  思われる人には、 8月の  おわりごろ以降、 

　準備が  できてから、 市より  申請書を  送ります。 申請期間が  始まったら  提出してください。

今使っている  受給者証が  使えるのは  7月31日までです。 手紙と  ①②③を  市役所から  6月の  終わりごろに

送ります。 ①②③④を  封筒に  いれて  市役所に  送ってください。

①更新申請書  ②養育費の  申告書

③申立書（16歳以上19歳未満の 控除対象扶養親族が いる世帯の人）

④受給者全員分の  健康保険証の  写し

手続きを  した後、 新しい受給者証を  7月中ごろに  送ります。

※所得が  多すぎて  受給者証が  もらえない人には、 手紙で  お知らせします。

※2015年 1月 2日より  あとに  小牧市に  ひっこしてきた人、 2014年の  所得を  申告していない人は、 

　所得を  確認するための  手続きも  してください。

2015年度分の  市民税（均等割）が  課税されない人

●次に  あてはまる人は  対象に  なりません

　・自分を  やしなっている人が  課税される場合　・生活保護の  お金を  もらっている人

次の 税金の 支払い期限は 7月 31日（金）です

外国人のための 相談窓口の お知らせ
小牧市役所 本庁舎 2階 市民安全課の 中 9:00 ～ 17:00 （12:00～13:00は お休み）

月～金ポルトガル語 月・火・木スペイン語・英語

そのほか、 保険年金課に  ポルトガル語 （9:00 ～17:00）、  福祉総務課に  ポルトガル語 （9:30 ～16:30）、  

保育課に  ポルトガル語 （9:00 ～17:00）と  中国語 （9:00 ～17:00）を  話すことが  できる  職員が  います。

市民安全課　TEL.0568-76-1675（相談直通）問合先
といあわせさき しみん　    あんぜんか そうだん ちょくつう

まどぐちそ うだ んが いこくじん し

ぽるとが る ご げつ きん

こまき
やす

しやくしょ ほん ちょうしゃ かい しみん あんぜん か なか

すぺい ん ご えいご げつ

ほけん ねんきん か

ほいく か

ふくし そうむ か ぽるとがる

ちゅうごくご

ご

はな しょくいん

ぽるとがる ご

ぽるとがる ご

か もく

問合先
といあわせさき

収税課　TEL.0568-76-1117／0568-76-1118
しゅうぜいか

❸ バーコード付きの  税金の  納付書は  コンビニエンスストアでも  払うことが  できます。
　  ※ただし、 納付書に  書いてある  期限までです。

平日の  昼は  忙しくて、 税金の  支払いが  できない  人は…

❶ 本庁舎2階で、 税金の  払い方の  相談が  できます｡ 税金を  払うことも  できます。
とき　7月 12日（日）、 7月 26日（日）　8:30～17:15

○固定資産税（第2期） ○国民健康保険税（第2期）  

○介護保険料（第1期）

口座振替にすると  便利です。 税金を  口座振替で  支払う人は、 支払い期限の  

前の日までに  口座の  残りのお金を  確認してください。

小牧市で  大きな地震が  あったときの  被害を  考えた結果が  まとまりました。 

（いろいろな  調査を  考える材料に  しています。）

結果は、小牧市ホームページまたは危機管理課窓口で見ることができます。

❷ 小牧駅出張所で、 税金を  払うことが  できます。 都合の  良いときに  利用してください。
　  8:30～17:15　※ただし、 年末年始は　休みです。

支払いは  早めに！

環境対策課　TEL.0568-76-1181問合先
かんきょう たいさくかといあわせさき

ライトダウンキャンペーン
環境省では、  地球温暖化防止のため、  毎年施設や  家庭の  電気を  消すことを  呼びかけています。 

これを 「CO2削減/ライトダウンキャンペーン」と  言います。   いつも  たくさん  使っている  電気を  消して、 
地球温暖化問題について  考えましょう。  今年の  キャンペーン日は  6月22日～7月7日です。 
6月22日 （夏至の日）と  7月7日（クールアース・デー（七夕））の  夜8時～10時までの  2時間を、  特別実施日とし、  

消灯を  呼びかけます。  みなさんも、  働いている  場所や  家庭で  このキャンペーンに  協力してください。

りんじ ふくし

臨時福祉給付金 コールセンター　TEL.0568-76-1613　9:00～17:00まで。土、日、祝日はつながりません。問合先
といあわせさき しゅくじつにちどこーるせんたーきゅうふきん

つ ぎ ぜ い きん し はら き げん が つ に ち きん

がつ にちにち がつ にち にち

へいじつ ひる ぜいきん

ぜいきん

こうざ のこ かね かくにん

しはら しはら きげん

まえ ひ

ひとこうざ ふりかえ こうざ ふりかえべんり

いそが しはら ひと

ほんちょうしゃ かい ぜいきん はら かた そうだん ぜいきん はら

つ ぜいきん こ ん び に え ん す す と あ

きげんかのうふしょ

のうふしょ はらば ー こ ー ど

ぜいこてい しさん
だい き

けんこう ほけん

ほけんかいご りょう

こくみん ぜい
だい き

だい き

こまきえき しゅっちょうじょ つごう よ りようぜいきん はら

ねんまつ ねんし やす

しきゅうたいしょうしゃ

しきゅうがく

しきゅうじき しんせいさき

ていしゅつはじしんせいきかんしんせいしょ おくしじゅんび

いこうがつひとおもたいしょうしゃしきゅうかぜいきんとうわりしみんぜいねんどぶん

しちょうそんとうろくじゅうみんにちがつねんいこうがつねん

てつづかくにんしょとく

ひとしんこくしょとくねんひとこまきしにちがつねん

してがみひとじゅきゅうしゃしょうおおしょとく

おくがつなかじゅきゅうしゃしょうあたらあとてつづ

うつほけんしょうけんこうぜんいんぶんじゅきゅうしゃ

ひとせたいしんぞくふようたいしょうこうじょみまんさいいじょうさいもうしたてしょ

しんこくしょよういくひしんせいしょこうしん

おくしやくしょふうとうおく

おがつしやくしょてがみにちがつつかじゅきゅうしゃしょうつかいま

ねんぶんがつねんがつねんえんにんたいしょうしゃしきゅう

ひとかねほごせいかつばあいかぜいひとじぶん

たいしょうひとつぎ

ひと

みまどぐちきき かんりかほーむぺーじこまきしけっか

ざいりょうかんがちょうさ

けっかかんがひがいじしんおおこまきし

かぜいきんとうわりしみんぜいねんどぶん

しきゅうきゅうふきんりんじ ふくしことし

かんがおおふたんひとひくしょとくあしょうひぜいがつねん

しんせいがつ
し きゅう け っかちょうさそ うて いひ が いじしんきゅうふ きんふくしりんじ

しこうしんじゅきゅうしゃしょういりょうひかて いふしぼ し
しはら はや

かんきょうしょう

きょうりょくきゃんぺーんかていはたら ばしょよしょうとう

じっしびとくべつじかんじじよるたなばたでーくーるあーすにちがつひげしにちがつ

にちがつにちがつびきゃんぺーんことしかんがもんだいおんだんかちきゅう

けでんきつかいきゃんぺーんだうんらいとさくげん

よけでんきかていしせつまいとしぼうしおんだんかちきゅう

き ゃ ん ぺ ー んだ う んら い と
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電話.0568-76-1173　FAX.0568-75-8283
小牧市役所　地域活性化営業部　シティプロモーション課  にぎわい創出係
〒485-8650 愛知県小牧市堀の内三丁目1番地

編集

発行

※詳しくは  各担当  窓口まで

　確認して  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。

http://www.city.komaki.aichi.jp/otherlanguage/japanese.html

7月14日（火）
7月21日（火）
7月28日（火）
8月  4日（火）

7月  3日（金）
7月10日（金）
7月17日（金）

7月  1日（水）
7月 8日（水）
7月22日（水）
7月  2日（木）

7月13日（月）
7月27日（月）

7月 9日（木）
7月16日（木）

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

※対象の  人には  前もって  手紙を  送ります。  詳しい  受付時間は  その手紙で  確認して  ください。

※健診は  必ず  受けましょう。 都合が  悪いときは、 保健センターへ  相談して  ください。

４か月児健診・

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

BCG接種

13：05～13：55

13：05～14：15

９:0０～10:10

13:05～14:15

2014年  1月  1日～  9日生まれ
2014年  1月10日～21日生まれ
2014年  1月22日～31日生まれ

2013年  4月  1日～15日生まれ
2013年  4月16日～30日生まれ

保健センター 13:45～14:30
生まれてから  5～8カ月  未満 （標準的 接種期間）
※予診票は 生まれてから  4か月たった頃  送ります。
※会場は  小牧市保健センター

2012年  7月  1日～12日生まれ
2012年  7月13日～22日生まれ
2012年  7月23日～31日生まれ

2015年  3月  1日～  8日生まれ
2015年  3月  9日～17日生まれ
2015年  3月18日～25日生まれ
2015年  3月26日～31日生まれ

7月 8 日（水）

7月  5日（日）

6月26日（金）

7月17日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

味岡児童館

※親子(母子）健康手帳を  忘れずに  持って  来て  ください。

内　容

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相談

10:00～11:00頃

10:00～11:00頃

保健センター 10:00～12:00

４か月児以降の保護者（27人）赤ちゃん参加OK

●料金／無料　●申し込み／保健センター 予約必要

予約必要

予約必要

予約必要

申し込み不要

９か月児以降の親子（21組）

●料金／無料　●申し込み／保健センター

小牧市内に住んでいる妊婦とその夫（妊婦のみの参加もOK）30組

●内容／歯みがき、歯ならびについての不安や心配ごとの相談  ●持ち物／親子（母子）健康手帳、歯ブラシ  ●料金／無料

乳幼児（特に  1歳前後の  お子さんに  おすすめです）

場　所 受付時間 対象・内容・申し込みなど

母子健診等カレンダー母子健診等カレンダー

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

10:00～11:15

7月21日（火）

7月14日（火）

7月  7日（火）

7月17日（金）

●料金／無料　●申し込み／保健センター

保健連絡員と  保健連絡員OBが  生まれてから  ２～３か月頃の  赤ちゃんの  家に  お祝い品を

持って  行きます。 （行く前に  電話で  都合を  聞きます）
赤ちゃん訪問

2,500ｇ未満の  赤ちゃんが  生まれたら、 低体重児届出書を  出しましょう。　

届出先：保健センター  または  保険年金課
低体重児届

母乳相談

パパママ教室

日にち

10:00～12:00

7月27日（月）

7月28日（火）

健診のお知らせ
けんしん

もくじもくじ
●臨時福祉給付金が  支給されます

●母子・父子家庭医療費受給者証の  更新の  お知らせ

●ライトダウン  キャンペーン

●危険ごみの  出し方

●読み聞かせグループ 「はじまり はじまり」による

　えほん図書館  ７周年おめでとう 

　みんなあつまれ！ おはなし広場

●読み聞かせグループ 「もこもこ」による

　えほん図書館  ７さいおめでとう!!

●第27回  小牧平成夏まつり

●第36回  小牧市民まつり  参加者募集！

●普通 救命 講習

●南スポーツセンター水泳プールが  開きます

●犬を  飼っている  人へ

●地震被害想定調査結果

●次の  税金の  支払い期限は  7月31日（金）です

●外国人のための  相談窓口の  お知らせ

●母子健診等カレンダー

P3
P6

P5

P2

P8

P7

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先
といあわせさき ほけん せんたー

●内容／赤ちゃんとのくらしについて、パパの役割について、妊娠中の食事について、パパ・ママのお口の健康について、

　赤ちゃん人形だっこ体験、妊婦体験　●持ち物／親子（母子）健康手帳　●申し込み／保健センター

小牧平成夏まつり　昨年の様子小牧平成夏まつり　昨年の様子

●内容／子どもを  育てる  ことに  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（希望者だけ）味岡児童館

大城児童館

7月17日（金）

7月10日（金）育児相談、
妊婦・産婦健康相談

がいこくじん じんこう じんこうにん にんこまき ねん がつ にちげんざい

ぼ 　し けんしん　など か れ んだ ー

よぼう　そうだん

りにゅうしょく きょうしつ

しょき きょうしつ

りょうきん ほけんむりょう

いこうげつじ ほごしゃ にん さんかあか

りょうきん むりょう もう こ

もう こ

もう こ

もう こ

ほけん

げつじ　いこう

こまきしない にんぷす にんぷ さんか くみおっと
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りょうきん むりょう ほけん
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よやくひつよう
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ほけん せんたー
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じどうかんあじおか

じどうかんあじおか
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あか にんぎょう たいけん にんぷ たいけん けんこうてちょうおやこも もの ぼし ほけん せんたー

せんたー

せんたー
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はけんこうてちょうおやこ　　ぼしものもそうだんしんぱいふあんは はないよう

げつじ　けんしん

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

せっしゅ

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

せんたー

ねん がつ にちがつ にち か

きん

もく

ほけん せんたー

う かげつ

よしんひょう

かいじょう こまきし ほけん せんたー

う げつ ころ おく

みまん ひょうじゅんてき せっしゅきかん

すい

げつ

にち

にち  う

たいしょう ひと まえ てがみ おく くわ うけつけじかん かくにんてがみ

そうだんほけんわるつごううかならけんしん

 

こまきしやくしょ

 ほりのうち でんわ

まどぐち

かれんだーなどけんしんぼし

なつへいせいこまきかいだい

しまどぐちそうだんがいこくじん

ひろば きんにちがつきげんしはらぜいきんつぎ

しゅうねんとしょかん けっかちょうさそうていひがいじしん

ぐるーぷきよ

きゃんぺーんだうんらいと

としょかん

ひらぷーるすいえいせんたーすぽーつみなみ

ぐるーぷきよ

こうしゅうきゅうめいふつう

かただきけん

ひとかいぬ
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外国人の人口：7,338人 / 小牧の人口：153,768人（2015年  6月 1日現在）


