
●味岡児童館  子ども服リユース
●国民年金保険料が　変わります
●税金  納付期限
●狂犬病 予防注射と  預託動物病院
●中央道  桃花台バス停前  ロータリー

●小牧山城  築城450年
　おもてなし甲冑武将と写真撮影
　甲冑試着体験
●KIA交流パーティー
●KIA料理で国際交流
●KIA中国語・ポルトガル語入門講座

●35歳のための  ヤング検診
●第1期  日本語教室
　日本語  特選クラス
●外国人相談  窓口
●母子  検診等  カレンダー
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名古屋北年金事務所　TEL052-912-1246 小牧市保険年金課　TEL76-1124問合先

開始日 かいしび 対　象 たいしょう

利　用 りよう

場　所 ばしょ

リユース品 りゆーすひん

一人  5点まで。

※利用できる  時間は  味岡児童館の  開館時間です。

（開館時間:9:30～17:30  休館日:年末年始（12/28～1/4）

おおむね  小学校  低学年までの  子ども服  及び  マタニティ

小牧市民平成25年度5月15日から

小牧市大字岩崎577-1　TEL:75-4999

くる・くる・くるり
味岡児童館でも  子ども服リユース  が始まります！

現在、市内の  各児童館で  行っている  子ども服の

リユース「くる・くる・くるり」。

新しく  移った  味岡児童館でも  始まります。

 

○口座振替…金融機関、 名古屋北年金事務所
○クレジットカード…名古屋北年金事務所

国民年金保険料が  変わります
国民年金保険料（平成25年度）  月額15,040円      付加納付（多く納めたい人） 月額15,440円

金融機関の  窓口、 コンビニエンスストアなど、 口座振替 ・ クレジットカード。
○4月から  3月までの  保険料を  一括で  前納すると、 割引が  あります。
○口座振替で  月末  引き落としにすると、 1ヶ月  50円  割引されます。

申し込み先

保険料の納付方法

納められないときは、 市役所まで  ご相談ください。

3．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  指定期限内のみです。

平日の 昼間は 

忙しくて、 

税金の 支払いが

できない人は…

1．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　5月12日（日）、 5月26日（日）　8：30～17：15

2．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　※ただし、年末年始は　休みです。

次の 税金の 支払い期限は 5月31日（金）です
●軽自動車税（全期）

支払いは　早めに！ 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。

問合先 収税課 TEL0568-72-2101（代表）内線276～279 TEL0568-76-1117／0568-76-1118（直通）　

なごやきたねんきんじむしょ こまきしほけんねんきんかといあわせさき

しはら

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
けいじどうしゃぜい ぜんき

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

しゅうぜいかといあわせさき だいひょう ないせん ちょくつう

つ のうふしょ こ ん び に え ん す す と あば ー こ ー ど

していきげんないのうふしょ

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

ねんまつねんし やす

がつ にちにち がつ にち にち

つ ぎ ぜ い きん し はら き げん が つ に ち きん

そうだんしやくしょおさなごやきたねんきんじむしょくれじっとかーど

なごやきたねんきんじむしょきんゆうきかんこうざふりかえ

さきこもう

わりびきえんかげつおひげつまつこうざふりかえ

わりびきぜんのういっかつほけんりょうがつ がつ

くれじっとかーどこうざふりかえこんびにえんすすとあまどぐちきんゆうきかん

のうふほうほうほけんりょう

えんげつがくひとおさおおふかのうふえんげつがくねんどへいせいこくみんねんきんほけんりょう

かこ く み ん ね ん き ん ほ け ん り ょ う

こまきしおおあざいわさき

ねんまつねんしきゅうかんびかいかんじかん

かいかんじかんあじおかじどうかんじかんりよう

てんひとり

またにてぃおよふくこていがくねんしょうがっこう

こまきしみんにちがつねんどへいせい

はじあじおかじどうかんうつあた

りゆーす

ふくこおこかくじどうかんしないげんざい

はじふく　　　　　りゆーすこあじおかじどうかん



生活情報誌こまき生活情報誌こまき

3

問合先 環境対策課　TEL0568-76-1136

集合注射 しゅうごう
ちゅうしゃ

注意事項ちゅういじこう

狂犬病予防法で、 毎年1回、 狂犬病予防注射を  受けることが  決められています。 動物病院  または  狂犬病予防

集合注射で  受けてください。 動物病院で  注射を  受けた  場合は、 市役所で  狂犬病予防注射済票の  交付を  

受けますが、 下記の  表にある  動物病院で  注射を  受けた  場合は、 同じ  病院で  狂犬病予防注射済票の  交付が 

受けられます。 登録の  ある  犬の  所有者には、 毎年  3月  下旬頃に 「狂犬病予防注射の  お知らせ」の  はがきを  送付

しております。 予防注射  当日は、 はがき  裏面の  問診票を  記入の上、 もって  きてください。 

住所や  飼い主などの  変更、 飼い犬の  死亡の  場合は  市役所に  届出を  してください。

預託動物病院一覧

おおはし動物病院 岩崎字郷戸西1950-2 74-7030
こじま動物病院 小牧原3-2 76-7505
小牧獣医科病院 堀の内3-78 72-8221
こまきやま動物病院 山北町61 68-8963
つかはら動物病院 小牧原4-147 75-5601
野村犬猫病院 北外山736-1 77-4480
ハーモニー動物病院 中央5-262 76-5044
藤岡動物病院 岩崎5-310 73-8551
別所動物病院 若草町88 41-3322
よしざき動物病院 中央2-23 73-2137
犬山動物総合医療センター 犬山市羽黒字大見下29 67-1267
師勝動物病院 北名古屋市熊之庄江川3-1 24-0188
千村どうぶつ病院 岩倉市中本町南加路桶20-13 0587-66-1600
西川ふれあい動物病院 春日井市東野町西3-1-7 82-8234
吉永動物病院 春日井市岩野町1-59 83-2848

市
　
内

市
　
外

5月8日 水 桃ヶ丘会館 13:30～14:15

    高根会館 14:45～15:15

5月9日 木 池之内会館 13:30～14:00

  野口会館 14:30～15:00

5月14日 火 城山会館 13:30～14:00

  大草会館 14:30～15:15

5月15日 水 北里市民センター 13:30～14:00

  市民会館 14:30～15:00

5月16日 木 味岡市民センター 13:30～14:00

  東部市民センター 14:30～15:15

集合注射は表のとおりです。
※狂犬病は  人や犬などに  重い  神経症状を  起こし、死亡させる  病気

　です。 発生・流行を  防ぐため、 飼い犬には  予防注射を  しましょう。

※犬の  飼い主は、犬の  習性を  よく  理解して  まわりの  人に  迷惑を

　かけないように  しつけましょう。

※犬の  鳴き声や  悪臭などで  近所に  迷惑を  かけないように  しましょう。

※散歩の  時など、 ふんを  した場合は  かならず  もちかえりましょう。

※犬の  放し飼いは  やめ、 人に  危害を  加えないよう  十分に  注意

　しましょう。

※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（0568-72-0110）へご連絡ください。

犬の  狂犬病予防注射と  預託動物病院

1頭につき  3,300円 （狂犬病予防注射料金  2,750円、 注射済票交付手数料  550円）
※動物病院の  注射料金は  直接、 動物病院へ  問合せてください。

※犬の  登録を  していない  場合は  別に  登録手数料3,000円が  必要です。

注射会場には、 犬を  十分に  制御できる方が  お連れください。 首輪・鎖・

口輪等は、 確実で  安全なものを  してください。 屋外で  飼われている  犬  

だけでなく  室内で  飼われている  犬も  毎年  受けることが  法律で  義務と  されています。

電話番号住        所病  院  名

時　間会場名曜日実施日
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おわりししょあいちけんどうぶつほごかんりせんたー
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めいわくひとりかいしゅうせいいぬぬしかいぬ

よぼうちゅうしゃいぬかふせりゅうこうはっせい

びょうきしぼうおしんけいしょうじょうおもいぬひときょうけんびょう
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かすがいし  いわのちょうよしなが  どうぶつびょういん

かすがいし  ひがしのちょう  にしにしかわ  ふれあい どうぶつびょういん

いわくらし  なかほんまち
みなみかろおけちむら  どうぶつびょういん

きたなごやし  くまのしょう  えがわしかつ  どうぶつびょういん

いぬやまし  はぐろ  あざおおみしたいぬやま　どうぶつ
そうごういりょうせんたー

ちゅうおうよしざき　どうぶつびょういん

わかくさちょうべっしょ　どうぶつびょういん

いわさきふじおか　どうぶつびょういん

ちゅうおうはーもにー　どうぶつびょういん

きたとやまのむら　いぬねこひょういん

こまきばらつかはら　どうぶつびょういん

やまきたちょうこまきやま　どうぶつびょういん

ほりのうちこまき じゅういかびょういん

こまきばらこじま どうぶつびょういん

いわさき  あざごうどにしおおはし どうぶつびょういん

し
が
い

し
な
い

でんわじゅうしょびょういんめい
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そうふしきょうけんびょうよぼうちゅうしゃげじゅんごろがつまいとししょゆうしゃいぬとうろくう

こうふきょうけんびょうよぼうちゅうしゃずみひょうびょういんおなばあいうちゅうしゃどうぶつびょういんひょうかきう

こうふきょうけんびょうよぼうちゅうしゃずみひょうしやくしょばあいうちゅうしゃどうぶつびょういんうしゅうごうちゅうしゃ

きょうけんびょうよぼうどうぶつびょういんきうきょうけんびょうよぼうちゅうしゃまいとし１かいきょうけんびょうよぼうほう

よ た く ど う ぶ つ び ょ う い んき ょ う け ん び ょ う よ ぼ う ち ゅ う し ゃい ぬ
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交通防犯課 交通空港係　TEL.0568-７６-１１38問合先
といあわせさき こうつうぼうはんか こうつうくうこうかかり

改修工事のため、 上記期間は  味岡市民センター講堂が  利用できません。

講堂の  利用を  予定している  場合は  ご注意  ください。

中央道 桃花台バス停前 ロータリー

中央道  桃花台バス停前に、 バス停利用者の  送迎用

ロータリーが  オープン  しました。 また、 ロータリーの

隣には  パークアンドライド  駐車場が  できました。

ロータリーには  照明灯  及び  防犯カメラを  つけ、 バス停

西側には  屋根付きの  自転車駐輪場を  つくりました。

桃花台バス停からは  栄・名鉄バスセンターのほか、  

多治見・可児、 さらには  長野方面や  東京方面への  高速バスが、 平日は  合計171便  発着  しており、 栄までは  

約30分、 名古屋駅までは  約40分で  行くことが  できます。  お出かけの  際には、 ぜひ  ご利用  ください。  

小牧市 光ヶ丘 六丁目 地内 （桃花台線 旧車両 基地用地）小牧市 光ヶ丘 六丁目 地内 （桃花台線 旧車両 基地用地）

味岡市民センター講堂の  改修工事 平成26年1月4日（土）～2月28日（金）

問合先 味岡市民センター　TEL0568-76-7000

パークアンドライド
　　駐車場

自転車駐輪場
※緑道からのみの
　アクセスとなります

中央
自動
車道

バス停

小牧IC

小牧駅

▲中央道桃花台バス停前ロータリー位置図

▲自転車を利用される方への案内 ▲車を利用される方への案内

小牧JCT

春日井IC

東名高速道路

東部市民センター

桃花台センター
名古屋造形大学

中央
自動
車道

中央道桃花台
バス停前ロータリー

東部市民センター

中
央
自
動
車
道

矢印：自動車アクセス経路
（※案内標識に従ってお進みください。）

桃花台センター

光ケ丘1

桃花台東駅前

中央道桃花台
バス停前ロータリー

小牧山

市役所

名
鉄
小
牧
線
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とうかだいせん  きゅうしゃりょう  きちようちこまきし ひかりがおか ろっちょうめ ちない

りようさいでいぷんやくなごやえきぷんやく

さかえはっちゃくびんごうけいへいじつこうそくばすとうきょうほうめんながのほうめんかにたじみ

めいてつばすせんたーさかえとうかだいばすてい

じてんしゃちゅうりんじょうやねつきにしがわ

ばすていぼうはんかめらおよびしょうめいとうろーたりー

ちゅうしゃじょうぱーくあんどらいどとなり

ろーたりーおーぷんろーたりー

そうげいようばすていりようしゃとうかだいばすていまえちゅうおうどう

ろーたりーとうかだいばすていまえちゅうおうどう
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大人（高校生以上）100円  小人（中学生以下）30円

未就学児  無料    ※土日祝日は小人無料

5月26日（日） 12:30～13:50
小牧コミュニティーホール（名鉄小牧ホテル3F）

いろいろな  国の  友だちが  ほしい人。 楽しいことが  好きな人。

30名 （予約を  してください）

1,000円、 中学生以下  500円

平成25年5月8日（水）～ 平成25年5月22日（水）   お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  

来て下さい。 ※12:00～13:00、日曜日・月曜日・祝日は  お休み。

講師:吉田  マツコ  氏 6月8日（土）10:00～13:30
小牧市公民館3階  料理教室

小牧市に  住んでいる、 仕事を  している、 学校で  勉強している  または  

KIA会員で  中学生  以上の  人、 親子参加  できます （ただし  小学5年生  以上）

定員  24名 KIA会員200円、一般500円

平成25年5月9日（木） ～  平成25年5月31日（金） 9:00～17:00の間　お金を  もって、 

小牧市国際交流協会（KIA）へ  来て下さい。 ※12:00～13:00、日曜日・月曜日・祝日は  お休み。

エプロン・ふきん・筆記用具

小牧山城築城450年
〜信長の天下統一への夢・チャレンジ始まりの地 小牧〜

のぶなが

ねんちくじょうこまきやまじょう

てんかとういつ ゆめ ちゃれんじ はじ ち こまき

QQ AA織田信長って
どんな人？

町の  活性化の  ために、 だれでも  自由に  お店が  開ける 「楽市楽座」を

取り入れたり、 当時  まだ  戦で  重要と  されていなかった 「鉄砲」を 活用

するなど、 とても  斬新な  アイデアを  持って  いました。憲俊

観光大使
けんしゅん

かんこうたいし

ひと

おだのぶなが

甲冑を着て、 
武将の 気分を 体感！！

お子さんは  甲冑  試着  体験も  できるよ！

日　時 にちじ

日　時 にちじ

内　容 ないよう

対　象 たいしょう

対　象 たいしょう

場　所 ばしょ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

料　金 りょうきん

申込み もうしこみ

問合先
といあわせさき

小牧市歴史館（小牧城） TEL0568-72-0712
こまきしれきしかん こまきじょう

小牧市国際交流協会（KIA）交流パーティー  参加者募集

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

申込み もうしこみ

日　時 にちじ 日　時 にちじ

対　象 たいしょう

場　所 ばしょ

定　員 ていいん 参加費 さんかひ

申込み もうしこみ

持ち物 もちもの

いろいろな  国の  友だちを  つくりませんか。 ご飯を  食べたり、 音楽を  きいたり  楽しい  パーティーです。

問合先 小牧市国際交流協会（KIA）事務局　TEL0568-76-0905

料理で国際交流 ブラジルの  本場  家庭料理を  楽しく  作って  みませんか？

5月26日（日）
10:00～10:45 10:45～11:30
12:30～13:15 13:15～14:00
小牧市堀の内一丁目１番地　小牧市歴史館

大人の方

午前６名  午後６名 （申込み多数の場合は抽選）

１０００円（テキスト代・入館料等）

5月15日までに山田までお申込みください。

電話0568-73-6463

来館者の  方に  おもてなしの  一つとして、 

甲冑武将との  記念撮影や  お子さんには  

簡易な  甲冑の  試着体験を  おこないます。

5月12日（日） 10:00～15:00
小牧市堀の内一丁目1番地  小牧市歴史館  玄関前

※雨などの  場合は  3階で  実施。

歴史館  入館者

こまきしこくさいこうりゅうきょうかいといあわせさき じむきょく

ひっきようぐえぷろん

やすしゅくじつげつようびにちようびくだきこまきしこくさいこうりゅうきょうかい

かねあいだきんもく にちがつねんへいせいここのかがつねんへいせい

えんいっぱんえんかいいんめいていいん

いじょうしょうがく５ねんせいおやこさんかひといじょうちゅうがくせいいかいいん

べんきょうがっこうしごとすこまきし

りょうりきょうしつこまきしこうみんかん３かい

どにちがつしまつこよしだこうし

つくたのかていりょうりほんばぶらじる

こくさいこうりゅうりょうり

ぱーてぃーたのおんがくたはんともくに

やすしゅくじつげつようびにちようびくだき

こまきしこくさいこうりゅうきょうかいかねすいにちがつねんへいせい

えんちゅうがくせいいかえん

よやくめい

ひとすたのひとともくに

めいてつこまきほてるこまきこみゅにてぃーほーる

にちにちがつ

さ ん か し ゃ ぼ し ゅ うこ う り ゅ う ぱ ー て ぃ ーこ ま き し こく さ い こ う り ゅ う き ょ う か い

もあいであざんしん

かつようてっぽうじゅうよういくさとうじいと

らくいちらくざひらみせじゆうかっせいかまち

こどもむりょうどにちしゅくじつむりょうみしゅうがくじ

えんちゅうがくせいいかこどもえんこうこうせいいじょうおとな

にゅうかんしゃれきしかん

じっしかいばあいあめ

げんかんまえこまきしれきしかんばんちいっちょうめこまきしほりのうち

こまきしれきしかんばんちいっちょうめ

でんわ

もうしこやまだにちがつ

にゅうかんりょうなどだいえん

ちゅうせんばあいたすうもうしこめいごごめいごぜん

かたおとな

たいかんきぶんぶしょう

きかっちゅうかっちゅうしちゃくたいけん

こまきしほりのうち

にちにちがつ

にちにちがつ

しちゃくたいけんかっちゅうかんい

こきねんさつえいかっちゅうぶしょう

ひとつかたらいかんしゃ

しちゃく たいけんかっちゅうこ

しゃしんさつえいかっちゅうぶしょうれきしかん
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Bon Dia !

問合先 小牧市国際交流協会（KIA）事務局　TEL0568-76-0905

KIA

日　時 にちじ

内　容 ないよう

定　員 ていいん

時　間 じかん

対　象 たいしょう期日・場所 きじつ
ばしょ

申込・問合先 もうしこみ
といあわせさき

場　所 ばしょ

講　師 こうし

定　員 ていいん

受講料 じゅこうりょう

申込み もうしこみ

対　象 ばしょ

  ポルトガル語入門： 6/5～8/7の  水曜日 18:30～20:30  全10回

 中 国 語 入 門 : 6/1～8/17の  土曜日 18:30～20:30  全10回 （7月6日、27日は除く）

小牧市公民館4階  ローズ ／ チェスルーム

ポルトガル語： Hara Cecilia 先生

中国語： キョウ  サエ  先生

18歳以上の  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  勉強している  人  または  KIA  会員の  人

各16名（先着順）  ※申し込みが  6人より  少ないときは  止めます。

会員3,000円　　一般6,000円　（テキスト代を含む）

平成25年5月8日（水）～ 平成25年5月25日（土）

お金を  持って、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。（12:00～13:00、 日・月・祝日は  お休み）

 

 

小牧市に  住民登録が  あり、

事業所などで  健診を  受ける  機会が

ない方で、

①今年度35歳になる方

（昭和53年4月2日～昭和54年4月1日生まれ）

②36～39歳の方

中国語入門講座 ／ ポルトガル語入門講座
外国語を  勉強して  新しい  友だちを  作ろう!

35歳の  ための  ヤング健診

身体計測（身長測定、 体重測定、 腹囲測定）、 血圧測定、 尿検査、 

血液検査（脂質検査、 血糖検査、 貧血検査）、 

サリバスターテスト（歯肉の出血傾向のチェック）、 歯科衛生士による相談

生活習慣病予防の  ために、 内臓脂肪に  着目した
健診を  受けて  みませんか。

7月  1日（月） 保健センター
7月31日（水） 保健センター
8月11日（日） 小牧市公民館
10月17日（木） 保健センター
11月14日（木） 東部市民センター
2月  8日（土） 小牧市公民館
※7月1日（月）、8月11日（日）は、

　ポルトガル語の  通訳が  居ます。

9:30～12:00

受付時間は  混雑緩和のため

15分毎に  なります。

申込み時に  受付時間を  決めます。

450人（先着順）

料　金 りょうきん 無料

申し込みは、

①の方は  5月21日（火）から、

②の方は  6月3日（月）から。 

希望日時、 場所を  保健センターへ  

お申し込み  ください。

定員に  なり次第、 締め切ります。

（☎75-6471）

你 好 !

といあわせさき こまきしこくさいこうりゅうきょうかい じむきょく

はら せしりあ

やすしゅくじつげつにちきこまきしこくさいこうりゅうきょうかいもかね

どすいにちがつねんへいせい にちがつねんへいせい

ふくだいてきすとえんいっぱんえんかいいん

やすくにんこもうせんちゃくじゅんめいかく

ひとかいいんひとべんきょうがっこうこまきし

しごとこまきしすこまきしさいいじょう

せんせいさえきょうちゅうごくご

せんせいぽるとがるご

ちぇするーむ

のぞにち にちがつかいぜんどようびちゅうごくごにゅうもん

かいぜんすいようびぽるとがるごにゅうもん

ろーずこまきしこうみんかん4かい

つくともあたべんきょうがいこくご

ぽ る と が る ご に ゅ う も ん こ う ざち ゅ う ご く ご に ゅ う も ん こ う ざ

きししだいていいん

こもう

ほけんせんたーばしょきぼうにちじ

げつ

かにちがつかた

にちがつかた

こもう

かたさい

うにちがつねんしょうわ にちがつねんしょうわ

かたさいこんねんど

かた

きかいうけんしんじぎょうしょ

じゅうみんとうろくこまきし

むりょう

せんちゃくじゅんにん

きうけつけじかんじもうしこ

ふんごと

こんざつかんわうけつけじかん

いつうやくぽるとがるご

とうぶしみんせんたー

こまきしこうみんかん

ほけんせんたーげつにちがつ

ほけんせんたーすいにちがつ

ほけんせんたーもくにちがつ

もくにちがつ

にちにちがつ

こまきしこうみんかんどにちがつ

げつにちがつ にちにちがつ

そうだんしかえいせいしちぇっくしゅっけつけいこうしにくさりばすたーてすと

ひんけつけんさけっとうけんさししつけんさけつえきけんさ

にょうけんさけつあつそくていふくいそくていたいじゅうそくていしんちょうそくていしんたいけいそく

うけんしん

ちゃくもくないぞうしぼうせいかつしゅうかんびょうよぼう

けんしんさい
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土曜日
第1期　日本語教室 上級日本語クラス

中級 上級
上級A B C D E F G H I

13:00
～15:00

15:10
～17:10

15:10
～17:10

13:00
～15:00

10:30
～12:30

8:30
～10:30

10:30
～12:30

8:30
～10:30

17:20
～19:20 16:00～18:00

日
　
　
程

ク
ラ
ス

講師

時間

朝倉かおり朝倉 松岡 朝倉 松岡 松岡 松岡 朝倉 朝倉 朝倉
① 5月12日
② 5月19日
③ 5月26日
④ 6月  2日
⑤ 6月  9日
⑥ 6月23日
⑦ 6月30日
⑧ 7月  7日
⑨ 7月14日

⑪ 8月  4日
⑩ 7月23日

① ５月１1日
② ５月１8日
③ ５月２5日
④ ６月  1日
⑤ ６月  8日
⑥ ６月２2日
⑦ ６月29日
⑧ ７月  6日
⑨ ７月13日
⑩ 7月27日
⑪ ８月  3日
⑫ ８月１0日⑫ 8月11日

日曜日

初級 初中級

（3級対策） （2級対策）（1級対策）

KIA事務所に  直接  申し込み

1,000円（会員でない方は、 KIA年会費  2,000円が  必要です）

小牧市公民館4階  チェスルーム

日曜日

（平成25年5月12日～8月11日の12回）

小牧市公民館4階  ローズルーム

土曜日 16:00～18:00

（平成25年5月11日～8月10日の12回）

第1期 日本語教室
Ａ～Ｄ… 初級 Ｅ～Ｇ… 初中級 日本語を  レベルアップし  即戦力を  養うことを

目的と  します。

自分の  レベルに  合わせて  クラスが  えらべます。

日　時

対　象

場　所

日　時

場　所

料　金

申込み

外国人

小牧市国際交流協会（KIA)事務局　TEL0568-７６-0905  FAX0568-71-8396 mail： kia@ma.ccnw.ne.jp問合先

上級日本語クラス

Ｉ… 日本語検定1級対応Ｈ… 日本語検定2級対応

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

のぞ

が いこくじん　そ うだ ん　まどぐち

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
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。

生活交流課　TEL.0568-７６-1675問合先
といあわせさき せいかつこうりゅうか

だい き
にほんご きょうしつ

しょきゅう

へいせい

こまきし こうみんかん ちぇするーむ ろーずるーむ

じむしょ ちょくせつ もう こ

がいこくじん

ねんかいひかいいん かたえん えん ひつよう

かい こまきし こうみんかん かい

ねん がつ にち がつ にち かい

だいいっき　にほんごきょうしつ

きゅうたいさく きゅうたいさく きゅうたいさく

にちようび どようび

じょうきゅうにほんごくらす

にちようび

しょちゅうきゅう

にほんご けんてい2きゅう たいおう にほんご けんてい1きゅう たいおう

しょきゅう

あさくら まつおか あさくら あさくら あさくら あさくら こうし

じかん

に
っ
て
い

あさくらまつおか まつおか まつおか

しょちゅうきゅう ちゅうきゅう じょうきゅう

じょうきゅう

にちじ

ばしょ

にちじ

ばしょ

りょうきん

もうしこみ

たいしょう

にほんごじょうきゅう くらす

といあわせさき こまきし こくさい こうりゅう きょうかい じむきょく

5がつ12にち 5がつ11にち

かいにちがつねん にちがつへいせい

どようび

もくてき

やしなそくせんりょくれべるあっぷにほんご

くらすあれべるじぶん



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

5月14日（火）
5月21日（火）
5月28日（火）
6月  4日（火）

5月10日（金）
5月17日（金）
5月24日（金）

5月  1日（水）
5月  8日（水）
5月22日（水）

5月  8日（水）

5月  2日（木）

5月  9日（木）
5月30日（木）

5月31日（金）

5月29日（水）

成人検診成人検診

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（40人）
●料金／９３0円　●申込み／４月２２日（月）から保健センター

３0歳以上の小牧市に住民登録のある方（75人）
●料金／８３0円　●申込み／４月２２日（月）から保健センター

４０歳以上の小牧市に住民登録のある方
●料金／５２0円　●申込み／４月２２日（月）から保健センター

胃がん検診実施日時に
検査キットを回収します。

5月27日（月）

９:0０～１１:30

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

北里児童館

篠岡児童館

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

骨粗しょう症検診 5月23日（木）

※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・
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

BCG接種

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11月1日～10日生まれ
2011年11月11日～22日生まれ
2011年11月23日～30日生まれ

2011年  2月1日～15日生まれ
2011年  2月16日～28日生まれ

5月13日（月）

5月29日（水）
保健センター 14:00～15:00

生後5～8カ月未満（標準的接種期間）

※５月１３日はポルトガル・スペイン語の通訳がいます
※予診票は生後４か月頃送付します。

2010年  5月1日～12日生まれ
2010年  5月13日～23日生まれ
2010年  5月24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
2013年  1月1日～8日生まれ
2013年  1月9日～14日生まれ
2013年  1月15日～23日生まれ
2013年  1月24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
5月10日（金）

5月24日（金）
10:00～11:15

10:00～12:005月7日（火）、14日（火）
21日（火）、28日（火）

5月13日（月） 13:00～15:00
●料金／無料　●申込み／保健センター

●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

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

ぼ　し けんしん　とう か れ んだ ー

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

ば　よぼう　きょうしつ

せっしゅ

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

こつそ しょうけんしん

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

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

きたさと　　じどうかん

しのおか　　じどうかん

ほけん せんたー

い

かいしゅうけんさきっと

けんしん　じっし　にちじ

さい　いじょう

りょうきん えん もうしこ ほけん　せんたーがつ にち げつ

がつ にち げつ

げつ

りょうきん えん もうしこ ほけん　せんたー

こまきし じゅうみんとうろく かた にん

にんさい　いじょう

りょうきん えん もうしこ ほけん　せんたーがつ にち

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

ないよう にんしんちゅう しょくじ くち けんこうあか とう やくわり

こまき こそだ けんこうてちょうおやこも もの ぼし もうしこ ほけん せんたーじょうほう

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

ほけん せんたー

せいご かげつ

がつ にち ぽるとがる

よしんひょう せいご げつごろ そうふ

すぺいんご つうやく

みまん ひょうじゅんてきせっしゅきかん
げつ

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 もけんこうてちょう

せいじん　　けんしん

わす

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
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