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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

8月11日（火）
8月18日（火）
8月25日（火）
9月  1日（火）

8月  7日（金）
8月21日（金）
8月28日（金）

8月  5日（水）
8月19日（水）
8月26日（水）

8月  3日（月）
8月10日（月）
8月24日（月）

8月 6日（木）
8月27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  悪い場合は、 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  2月  1日～  9日生まれ
2014年  2月10日～21日生まれ
2014年  2月22日～28日生まれ

2013年  5月  1日～15日生まれ
2013年  5月16日～31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か月頃  送ります。
※会場は  小牧市保健センター

2012年  8月  1日～  9日生まれ
2012年  8月10日～18日生まれ
2012年  8月19日～31日生まれ

2015年  4月  1日～  7日生まれ
2015年  4月  8日～15日生まれ
2015年  4月16日～22日生まれ
2015年  4月23日～30日生まれ

8月 5日（水）

9月13日（日）

8月28日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

※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／0円　●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／0円　●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 

（妊婦だけの参加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／0円

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

8月18日（火）

8月11日（火）

8月  4日（火）

8月21日（金）

●料金／0円　●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

8月25日（火）

8月31日（月）

健診のお知らせ
けんしん

もくじもくじ

●国民年金保険料を  払えない？ 相談してください！

●小牧市救急医療体制について

●KIA日本文化教室

●KIAポルトガル語講座（初級）受講生募集

●ミッフィー  こどもミュージカル　

　ミッフィーの  おたんじょうび

●桂文珍  独演会  JAPAN TOUR ～一期一笑～

●図書館映画デー

●「河童の  クゥと  夏休み」を  見よう

●市営  大輪住宅  空き家  入居者募集【抽選】

 （家族・単身者向け）

●総合防災訓練を  行います

●次の  税金の  支払い期限は  8月31日（月）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
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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

名古屋コーチンは  小牧市で  誕生しました名古屋コーチンは  小牧市で  誕生しました

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
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りょうきん えん
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もう こ
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げつじ　いこう

こまきしない にんぷす
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ていたいじゅうじとどけ
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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 えん

よやくひつよう

よやくひつよう

よやくひつよう
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ほけん せんたー

ほけん

ごろ
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ほけん せんたー

ほけん せんたー
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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

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 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
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もく

ほけん せんたー
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よしんひょう

かいじょう こまきし ほけん せんたー

う げつごろ 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 ばあい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

こくみん

かれんだーなどけんしんぼし

しまどぐちそうだんがいこくじん

げつにちがつきげんしはらぜいきんつぎ

おこなくんれんぼうさいそうごう

むたんしんしゃかぞく

ちゅうせんぼしゅうにゅうきょしゃやあじゅうたくだいわしえい

みなつやすくぅかっぱねんきんほけんりょう

こまきし

にほん

ぽるとがる

みっふぃー

みっふぃー

かつらぶんちん

としょかん えいが でー

どくえんかい いちご  いちえ

みゅーじかる

ご こうざ しょきゅう じゅこうせい ぼしゅう

ぶんかきょうしつ

たいせいきゅうきゅう いりょう

はら そうだん

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

こまきしなごや こーちん たんじょうぜんご

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
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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

外国人の人口：7,403人 / 小牧の人口：153,775人（2015年  7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

国民年金保険料を  払えない？ 
相談してください！

総合防災訓練を  行います

本人と  家族の  収入が  少ない場合、 申請すると  国民年金保険料が

安くなることが  あります (免除申請と  いいます)。 

20歳～29歳の人は、 本人と  夫または  妻の  収入だけで  申請できます。 

希望する人は  保険年金課まで  来てください。

☆申請できる期間 : 申請する月  ～  2年 1ヶ月前の  月まで

※今、 免除･猶予されている人も、 毎年7月から  更新の  申請を  してください。

国民年金とは？国民年金とは？

日本に  住んでいる  20～59歳の人は、 国民年金保険料を  払うことが  

日本の  法律で  決まっています。 

これは  日本に  住んでいる  外国の人にも  あてはまります。

国民年金には、 3種類の  年金が  あります。

国民年金保険料を  6ヶ月以上  払った  外国の  人は、 

日本を  出た後  2年以内であれば  脱退一時金の

請求が  できます。 日本を  出る前に  市役所に  

来てください。 申請用紙を  渡します。

※ 脱退一時金

20～59歳の間に  死亡した人の家族が、 申請して  認められたときに  

払われます。
遺族基礎年金

20～59歳までに  病気、 けがで  障害等級1級  または  2級になった

人が、 申請して  認められたときに  払われます。
障害基礎年金

国民年金保険料を  25年以上  払っている (免除が  認められている) 

人が  65歳から  申請すると  払われます。
老齢基礎年金

次の 税金の 支払い期限は 8月 31日（月）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

こまき しやくしょ ほん ちょうしゃ かい しみん あんぜん か なか

問合先
といあわせさき

収税課　TEL.0568-76-1117／0568-76-1118（直通）
しゅうぜいか ちょくつう

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  相談や、 支払いが  できます｡
とき　8月 9日（日）、 8月 23日（日）　8:30～17:15

○市県民税（第2期） ○国民健康保険税（第3期）  

○介護保険料（第2期） ○後期高齢者医療保険料（第1期） 

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  前の日までに  口座の  残りのお金を  確認してください。

９月１日は 「防災の日」です。 その前に、 総合防災訓練を  行います。

皆さん、 ぜひ参加してください。

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！

ほけん ねんきん か

保険年金課　TEL.0568-76-1124問合先
といあわせさき

日　時 にちじ

場　所 ばしょ 参加予定 さんかよてい 1,500人光ヶ丘中学校（小牧市光ヶ丘三丁目52）

8月 23日（日） 8:00～10:30

参加しましょう！！  総合防災訓練

つ ぎ ぜ い きん し はら き げん が つ に ち げ つ

がつ にちにち がつ にち にち

へいじつ ひる ぜいきん

しはら

かくにんかねのここうざひまえきげんしはら

ひとしはらふりかえこうざぜいきんべんりふりかえこうざわす

にんさんちょうめひかりがおかこまきしちゅうがっこうひかりがおか

にちにちがつ

さんかみな

おこなくんれんぼうさいそうごうまえひぼうさいにちがつ

くんれんぼうさいそうごうさんか

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 しはら

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

しけんみん ぜい
だい き

けんこう ほけん

ほけんかいご りょうほけんいりょうこうれいしゃこうきりょう

こくみん ぜい
だい き

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

ねんきんしゅるいねんきんこくみん

わたようししんせいき

しやくしょまえにほん でせいきゅう

いちじきんだったいいないねんにほん で あと

ひとがいこくはらいじょうかげつほけんりょうねんきんこくみん

いちじきんだったい

はら

みとしんせいかぞくひとしぼうあいださい

はらみとしんせいひと

きゅうきゅうとうきゅうしょうがいびょうきさい

はらしんせいさいひと

みとめんじょはらいじょうねんほけんりょうねんきんこくみん

ひとがいこくすにほん

きほうりつにほん

はらほけんりょうねんきんこくみんひとさいすにほん

ねんきんこくみん

しんせいこうしんがつまいとしひとゆうよめんじょいま

つきまえかげつねんつきしんせいきかんしんせい

きかねんきんほけんひときぼう

しんせいしゅうにゅうつまおっとほんにんひとさいさい

しんせいめんじょやす

ほけんりょうねんきんこくみんしんせいばあいすくしゅうにゅうかぞくほんにん

そ うだ ん

はら

お こなくん れ んぼ うさ いそ うご う

ほ けんりょうね ん きんこくみ ん

しはら

はや

い ぞ くき そ

しょうが い き そ

ねんきん

ねんきん

ねんきん

ろうれいきそ

ぽるとが る ご げつ きん すぺい ん ご えいご げつ か もく

やす

ほけん ねんきん か ふくし そうむ か ぽるとがる ごぽるとがる ご

ほいく か ちゅうごく ご はな しょくいんぽるとがる ご
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保健センター　TEL.0568-75-6471問合先
ほけん せんたーといあわせさき

図書館 映画デー図書館 映画デー図書館 映画デー図書館 映画デー 小牧市救急医療体制について

※音声は  日本語です。 字幕は  ありません。
いりません0円

0円

50人どなたでも

ある日、 不思議な  石を  見つけた  康一は、 その石を  洗いました。 

すると、 石の  中から  河童の  子どもが  出てきました！ 

その  子どもの  河童は 「クゥ」と  名づけられました。 

そして、 康一家族との  秘密の  生活が  始まりましたが…。

自然の  尊さや  大切な  ことを  気づかせてくれる  

感動の  アニメーション  作品  です。

○申し込み書を  配る  期間 2015年 8月 10日（月）～2015年 9月 7日（月）

○申し込みの  期間 2015年 8月 31日（月）～2015年 9月 7日（月）

○抽選日 2015年 9月 18日（金）

○アパートに  入れる  日 (予定) 2015年 11月  1日（日）

（3）募集日程（予定）

（1）申し込み方法･･･市役所  建築課  窓口に  直接  持ってきて  ください。（東側の  庁舎  1階）

※河童：日本の  妖怪  

※監督の  代表作に 「ドラえもん」 「クレヨンしんちゃん」が  あります。

306人 どなたでも

まなび創造館 あさひホール
8月 8日（土） 13:30start （13:00open）

こまき環境市民会議

小牧市立図書館1階 視聴覚室8月 2日（日） 14:00～

休日や  夜の  突然の  病気や  けが！ どうしよう  病院に  行きたいけれど…？

大丈夫です！ 休日･夜も  開いている  病院が  あります。 

休日･夜の  突然の  病気や  けがには  3つの  段階が  あります。

段階に  よって  行く  病院が  違います。 注意して  ください。

今すぐ  手術や

輸血を  しないと

死んでしまう  場合

第三次

入院や  手術が

必要な  場合

第二次

入院する  必要が  ない

病気や  けがの  場合

初期（第一次）

0568-76-4131小牧市民病院

●第三次の病院

0568-77-1301

小牧市  中央  五丁目  39番地

夜と  休日が  開いて  います。小牧第一病院

●第二次の病院

0568-75-2070

内科･小児科･外科／8:30～11:30、13:00～16:30

歯科／8:30～11:30

小牧市  常普請  一丁目  318番地

日曜･祝日と  12月31日、 

1月1日、 1月2日、 1月3日の  

昼間が  開いて  います。
小牧市休日急病診療所

●初期（第一次）の病院

0568-81-1133

休日や  夜など  かかりつけの  医者が

いない  ときでも、 治療が  受けられる

病院を、 症状に  あわせて  24時間

いつでも  案内して  います。

救急医療情報センター

他に  救急医療情報システムが  あります。

上映プログラム

日　時 にちじ

対　象 たいしょう 定　員 ていいん

日　時 にちじ

主　催 しゅさい

内　容 ないよう

対　象 たいしょう定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

場　所 ばしょ

電　話 でんわ

電　話 でんわ

電　話 でんわ

電　話 でんわ

受付時間 うけつけじかん

診療時間しんりょうじかん

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

図書館　TEL.0568-73-9951問合先
としょかんといあわせさき

建築課　TEL.0568-76-1143問合先
けんちくかといあわせさき

場　所 ばしょ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

料　金 りょうきん

「河童の クゥと 夏休み」を 見よう「河童の クゥと 夏休み」を 見よう「河童の クゥと 夏休み」を 見よう「河童の クゥと 夏休み」を 見よう

市営 大輪住宅 空き家 入居者 募集市営 大輪住宅 空き家 入居者 募集 【抽選】（家族向け）

※音声は  日本語です。 字幕は  ありません。
※開いて  いない  日も  

　あります。 電話で  

　確認して  から  来て

　ください。

夜間／18:00～次の 日の 朝 8:00

休日／8:00～18:00

（2）募集内容･･･市営  大輪住宅  1棟   303号  504号

「小さい  潜水艦に  恋をした  でかすぎる  クジラの  話」

「凧になった  お母さん」 

「年老いた雌狼と  女の子の  話」（64分）

で ーえ い がと し ょ か ん た い せ いい り ょ うき ゅ う き ゅ うこ ま き し

みな つ や すく ぅか っ ぱ

むかぞくちゅうせん
ぼ し ゅ うに ゅ う き ょ し ゃやあじ ゅ う た くだ い わし え い

じまくにほんごおんせい

えん

えん

にん

しちょうかくしつかいとしょかんしりつこまきにちにちがつ

かあたこ

はなしくじらこいせんすいかんちい

ぷろぐらむじょうえい

しか

げかしょうにかないか

ばんちいっちょうめじょうぶしこまきし

あひるま

にちがつ

にちがつ にちがつ にちがつ

しゅくじつにちよう

あんない

じかんしょうじょうびょういん

うちりょう

いしゃよるきゅうじつ

せんたーじょうほういりょうきゅうきゅう

しすてむじょうほういりょうきゅうきゅうほか

びょういんしみんこまき

きゅうじつ

やかん

ばんちごちょうめちゅうおうこまきし

あきゅうじつよるびょういんだいいちこまき

しんりょうじょきゅうびょうきゅうじつこまきし

びょういんだいいちじ

びょういんだいにじ

びょういんだいさんじ

しょき

ばあいびょうき

ひつようにゅういん

ばあい

ばあいし

ひつよう

しゅじゅつにゅういん

しゅじゅついま

ゆけつ

だいいちじ

だいにじ

だいいさんじ

しょき

ちゅういちがびょういんいだんかい

だんかいびょうきとつぜんよるきゅうじつ

びょういんあよるきゅうじつだいじょうぶ

いびょういんびょうきとつぜんよるきゅうじつ

かいぎしみんかんきょう

にん

どにちがつ

ほーるそうぞうかん

くれよんどらだいひょうさくかんとく

じまくにほんごおんせい

ようかいにほんかっぱ

さくひんあにめーしょんかんどう

きたいせつとうとしぜん

はじせいかつひみつかぞくこういち

なくぅかっぱこ

でこかっぱなかいし

あらいしこういちみいしふしぎひ

よていひはいあぱーと

ちゅうせんび

きかんこもう

げつにちがつねん げつにちがつねん

げつにちがつねん

きんにちがつねん

にちにちがつねん

げつにちがつねん

きかんくばしょこもう

よていにっていぼしゅう

ごうとうじゅうたくだいわしえいないようぼしゅう

かいちょうしゃひがしがわもちょくせつまどぐちかけんちくしやくしょほうほうこもう

きかくにん

でんわ

ひあ
つぎ ひ あさ

はなし ふんこおんなおおかみめすとしお

ごう
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生活情報誌こまき 生活情報誌こまき

日本文化教室日本文化教室 ミッフィーの おたんじょうび
ミッフィー こどもミュージカル 

桂文珍独演会 JAPAN TOUR～一期一笑～桂文珍独演会 JAPAN TOUR～一期一笑～ポルトガル語講座（初級）受講生募集ポルトガル語講座（初級）受講生募集

※9:00～17:00 （12:00～13:00、 日曜日、 月曜日、 祝日は  お休み）

8月  1日（土）～  8月  20日（木）の  間に  お金を  もって、 

小牧市国際交流協会（KIA)事務局 （小牧市公民館  4階）へ  来てください。

※9:00～17:00 （12:00～13:00、 日曜日、 月曜日、 祝日は  お休み）

8月 7日（金）～ 8月 29日（土）の  間に  お金を  もって、 

小牧市国際交流協会（KIA）事務局（小牧市公民館  4階）へ  来てください。

会員3,000円、 会員でない人 6,000円 （テキストの  お金も  入っています。）

16人（先に  申し込んだ人）

小牧市に  住んでいる人 ･ 小牧市で  仕事を  している人 ･ 小牧市の学校で  勉強を  している人、 

または  KIA会員で  18歳以上の人

ハヤカワ ダ コスタ サラ 先生

小牧市公民館  4階  ローズルーム

9月 19日 ～ 12月 5日の 土曜日 
15:00～17:00 ※全部で10回

ポルトガル語で  話してみよう!

500円  ※申し込み  した後に  キャンセルしても  お金は  返りません。

50人（先に  申し込んだ人）

小牧市公民館  4階と  メロディーパーク

8月 29日（土） 受付 15:00～ 

※自分の浴衣、 帯、 腰紐2本、 小物、 下駄を  持ってきて  ください。 

　無い人は、 事務局に  相談して  ください。

ゆかたを  着て、 盆踊りに  参加しませんか。

文化振興課で  月～金曜日の間  受け付けています。 (8月 14日（金）17:15まで)  

予約した後、 2週間以内に  チケットを  買うところに  行って  チケットを  買ってください。

電話予約の  場合

電話予約の  場合

※チケットを  買うところは、 それぞれ  お休みの  日や  買える  時間が  違います。

○チケットを  買うところ 

小牧市東部･味岡･北里の各市民センター、 市民会館、 中部公民館、 勤労センター、 

まなび創造館、 ゆう友せいぶ、 ふらっとみなみ、 小牧市役所文化振興課、 

チケットぴあ （Pコード:444-650）

撮影:内池秀人（エクラン）

文化振興課で  月～金曜日の間  受け付けています。 (8月 28日（金）17:15まで)　

予約した後、 2週間以内に  チケットを  買うところに  行って  チケットを  買ってください。

※チケットを  買うところは、 それぞれ  お休みの  日や  買える  時間が  違います。

○チケットを  買うところ　

東部･味岡･北里の  各市民センター、 市民会館、 中部公民館、 勤労センター、 まなび創造館、 

ゆう友せいぶ、 ふらっとみなみ、 小牧市役所文化振興課、 チケットぴあ （Pコード:444-830）

※8月29日（土）に  チケットを  買うと  料金が  500円  増えます。  

一般：2,500円   中学生：1,500円

1回目：360人   2回目：360人中学生から  入れます。

北里市民センター講堂

8月 29日（土）

落語は  日本の  伝統文化で、 古くから  伝わる  お笑いの  ひとつです。 

有名な  落語家の  桂文珍さんが  落語の  ライブを  行います。

1階席一般：1,500円  小学生まで：500円　　　2階席一般：1,200円  小学生まで：300円 

1,300人小牧市市民会館ホール

8月 16日（日） 

ディック･ブルーナの  人気絵本シリーズ 「ミッフィー」の  

ミュージカルと  こども向けコンサートを  行います。

文化振興課　TEL.0568-76-1188問合先
ぶんか しんこう かといあわせさき

小牧市国際交流協会（KIA)事務局　TEL.0568-76-0905問合先
こまきし こくさい こうりゅう きょうかい じむきょくといあわせさき

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

日　時 にちじ

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

日　時 にちじ

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

講　師 こうし

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

小牧市国際交流協会（KIA)事務局　E-mail : kia@ma.ccnw.ne.jp
TEL.0568-76-0905　FAX.0568-71-8396

問合先
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

1回目 11:00 ～ 12:30（10:30open）　

2回目 14:00 ～ 15:30（13:30open）

※席が 決まっています。

KIAの会員  及び  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  外国人

※8月16日（日）に  チケットを  買うと  料金が  500円  増えます。  ※席が  決まっています。 

※0～3歳までの  子どもが  大人の  膝の上に  乗って  見るのは  無料です。

1回目 チケットは  全て  なくなりました
2回目 18:00start（17:30open）

き ょ う し つぶ ん かに ほ ん

ぼ し ゅ うじ ゅ こ う せ い
しょきゅう

こ う ざごぽ る と が る

やすしゅくじつげつようびにちようび

きかいこうみんかんこまきしじむきょくきょうかいこうりゅうこくさいこまきし

かねあいだもくにちがつどにちがつ

かえかねきゃんせるあとこもうえん

ひとこもうさきにん

めろでぃーぱーくかいこうみんかんこまきし

うけつけどにちがつ

そうだんじむきょくひとな

もげたこものほんこしひもおびゆかたじぶん

さんかぼんおどき

み っ ふ ぃ ー

み ゅ ー じ か るみ っ ふ ぃ ー

かちけっといいないしゅうかんあとよやく

きんにちがつつうあいだきんようびげつ

あいだきんようびげつ

かしんこうぶんか

かちけっといいないしゅうかんあとよやく

きんにちがつつうかしんこうぶんか

ばあいよやくでんわ

ばあいよやくでんわ

ちがやす ひ か じかんちけっと か

ちけっと か

ちけっと か

こーどちけっと

かしんこうぶんかしやくしょこまきゆう

しやくしょこまきゆう

そうぞうかん

せんたーきんろうこうみんかんちゅうぶかいかんしみんせんたーしみんかくきたさとあじおかとうぶこまきし

かちけっと

こさい

きせきふえんりょうきんがつ にち にち ちけっと か

えん

きかくせいさく

しょうがくせいえんいっぱんせきかいえんしょうがくせいえんいっぱんせきかい

にんほーるかいかんしみんこまきし

かいめ

かいめ

にちにちがつ

おこなこんさーとむみゅーじかる

みっふぃーしりーずえほんにんきぶるーなでぃっく

い ち えい ち ご
ど く え ん か いぶ ん ち んか つ ら

こーどちけっとかしんこうぶんか

そうぞうかん

えくらんひでとうちいけさつえい

せんたーきんろうこうみんかんちゅうぶかいかんしみんせんたーしみんかくきたさとあじおかとうぶ

ちけっと か

きせき

ふえんがつ にち ど ちけっと か りょうきん

えんちゅうがくせいえんいっぱん

にんかいめにんかいめはいちゅうがくせい

こうどうせんたーしみんきたさと

かいめ

かいめ

どにちがつ

おこならくご らいぶぶんちんかつららくごかゆうめい

わらつたふるぶんかでんとうにほんらくご

やすしゅくじつげつようびにちようび

きかいこうみんかんこまきしじむきょくきょうかいこうりゅうこくさいこまきし

かねあいだどにちがつきんにちがつ

はいかねてきすとえんひとかいいんえんかいいん

ひとこもうさきにん

ひといじょうさいかいいん

ひとべんきょうがっこうこまきしひとしごとこまきしひとすこまきし

せんせいさらこすただはやかわ

るーむろーずかいこうみんかんこまきし

かいぜんぶ

どようびにちがつにちがつ

はなごぽるとがる

ちがやす ひ か じかんちけっと か

がいこくじん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かいいん およ

むりょうみのうえひざおとな

ちけっと すべ
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生活情報誌こまき 生活情報誌こまき

日本文化教室日本文化教室 ミッフィーの おたんじょうび
ミッフィー こどもミュージカル 

桂文珍独演会 JAPAN TOUR～一期一笑～桂文珍独演会 JAPAN TOUR～一期一笑～ポルトガル語講座（初級）受講生募集ポルトガル語講座（初級）受講生募集

※9:00～17:00 （12:00～13:00、 日曜日、 月曜日、 祝日は  お休み）

8月  1日（土）～  8月  20日（木）の  間に  お金を  もって、 

小牧市国際交流協会（KIA)事務局 （小牧市公民館  4階）へ  来てください。

※9:00～17:00 （12:00～13:00、 日曜日、 月曜日、 祝日は  お休み）

8月 7日（金）～ 8月 29日（土）の  間に  お金を  もって、 

小牧市国際交流協会（KIA）事務局（小牧市公民館  4階）へ  来てください。

会員3,000円、 会員でない人 6,000円 （テキストの  お金も  入っています。）

16人（先に  申し込んだ人）

小牧市に  住んでいる人 ･ 小牧市で  仕事を  している人 ･ 小牧市の学校で  勉強を  している人、 

または  KIA会員で  18歳以上の人

ハヤカワ ダ コスタ サラ 先生

小牧市公民館  4階  ローズルーム

9月 19日 ～ 12月 5日の 土曜日 
15:00～17:00 ※全部で10回

ポルトガル語で  話してみよう!

500円  ※申し込み  した後に  キャンセルしても  お金は  返りません。

50人（先に  申し込んだ人）

小牧市公民館  4階と  メロディーパーク

8月 29日（土） 受付 15:00～ 

※自分の浴衣、 帯、 腰紐2本、 小物、 下駄を  持ってきて  ください。 

　無い人は、 事務局に  相談して  ください。

ゆかたを  着て、 盆踊りに  参加しませんか。

文化振興課で  月～金曜日の間  受け付けています。 (8月 14日（金）17:15まで)  

予約した後、 2週間以内に  チケットを  買うところに  行って  チケットを  買ってください。

電話予約の  場合

電話予約の  場合

※チケットを  買うところは、 それぞれ  お休みの  日や  買える  時間が  違います。

○チケットを  買うところ 

小牧市東部･味岡･北里の各市民センター、 市民会館、 中部公民館、 勤労センター、 

まなび創造館、 ゆう友せいぶ、 ふらっとみなみ、 小牧市役所文化振興課、 

チケットぴあ （Pコード:444-650）

撮影:内池秀人（エクラン）

文化振興課で  月～金曜日の間  受け付けています。 (8月 28日（金）17:15まで)　

予約した後、 2週間以内に  チケットを  買うところに  行って  チケットを  買ってください。

※チケットを  買うところは、 それぞれ  お休みの  日や  買える  時間が  違います。

○チケットを  買うところ　

東部･味岡･北里の  各市民センター、 市民会館、 中部公民館、 勤労センター、 まなび創造館、 

ゆう友せいぶ、 ふらっとみなみ、 小牧市役所文化振興課、 チケットぴあ （Pコード:444-830）

※8月29日（土）に  チケットを  買うと  料金が  500円  増えます。  

一般：2,500円   中学生：1,500円

1回目：360人   2回目：360人中学生から  入れます。

北里市民センター講堂

8月 29日（土）

落語は  日本の  伝統文化で、 古くから  伝わる  お笑いの  ひとつです。 

有名な  落語家の  桂文珍さんが  落語の  ライブを  行います。

1階席一般：1,500円  小学生まで：500円　　　2階席一般：1,200円  小学生まで：300円 

1,300人小牧市市民会館ホール

8月 16日（日） 

ディック･ブルーナの  人気絵本シリーズ 「ミッフィー」の  

ミュージカルと  こども向けコンサートを  行います。

文化振興課　TEL.0568-76-1188問合先
ぶんか しんこう かといあわせさき

小牧市国際交流協会（KIA)事務局　TEL.0568-76-0905問合先
こまきし こくさい こうりゅう きょうかい じむきょくといあわせさき

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

日　時 にちじ

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

日　時 にちじ

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

講　師 こうし

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

小牧市国際交流協会（KIA)事務局　E-mail : kia@ma.ccnw.ne.jp
TEL.0568-76-0905　FAX.0568-71-8396

問合先
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

1回目 11:00 ～ 12:30（10:30open）　

2回目 14:00 ～ 15:30（13:30open）

※席が 決まっています。

KIAの会員  及び  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  外国人

※8月16日（日）に  チケットを  買うと  料金が  500円  増えます。  ※席が  決まっています。 

※0～3歳までの  子どもが  大人の  膝の上に  乗って  見るのは  無料です。

1回目 チケットは  全て  なくなりました
2回目 18:00start（17:30open）

き ょ う し つぶ ん かに ほ ん

ぼ し ゅ うじ ゅ こ う せ い
しょきゅう

こ う ざごぽ る と が る

やすしゅくじつげつようびにちようび

きかいこうみんかんこまきしじむきょくきょうかいこうりゅうこくさいこまきし

かねあいだもくにちがつどにちがつ

かえかねきゃんせるあとこもうえん

ひとこもうさきにん

めろでぃーぱーくかいこうみんかんこまきし

うけつけどにちがつ

そうだんじむきょくひとな

もげたこものほんこしひもおびゆかたじぶん

さんかぼんおどき

み っ ふ ぃ ー

み ゅ ー じ か るみ っ ふ ぃ ー

かちけっといいないしゅうかんあとよやく

きんにちがつつうあいだきんようびげつ

あいだきんようびげつ

かしんこうぶんか

かちけっといいないしゅうかんあとよやく

きんにちがつつうかしんこうぶんか

ばあいよやくでんわ

ばあいよやくでんわ

ちがやす ひ か じかんちけっと か

ちけっと か

ちけっと か

こーどちけっと

かしんこうぶんかしやくしょこまきゆう

しやくしょこまきゆう

そうぞうかん

せんたーきんろうこうみんかんちゅうぶかいかんしみんせんたーしみんかくきたさとあじおかとうぶこまきし

かちけっと

こさい

きせきふえんりょうきんがつ にち にち ちけっと か

えん

きかくせいさく

しょうがくせいえんいっぱんせきかいえんしょうがくせいえんいっぱんせきかい

にんほーるかいかんしみんこまきし

かいめ

かいめ

にちにちがつ

おこなこんさーとむみゅーじかる

みっふぃーしりーずえほんにんきぶるーなでぃっく

い ち えい ち ご
ど く え ん か いぶ ん ち んか つ ら

こーどちけっとかしんこうぶんか

そうぞうかん

えくらんひでとうちいけさつえい

せんたーきんろうこうみんかんちゅうぶかいかんしみんせんたーしみんかくきたさとあじおかとうぶ

ちけっと か

きせき

ふえんがつ にち ど ちけっと か りょうきん

えんちゅうがくせいえんいっぱん

にんかいめにんかいめはいちゅうがくせい

こうどうせんたーしみんきたさと

かいめ

かいめ

どにちがつ

おこならくご らいぶぶんちんかつららくごかゆうめい

わらつたふるぶんかでんとうにほんらくご

やすしゅくじつげつようびにちようび

きかいこうみんかんこまきしじむきょくきょうかいこうりゅうこくさいこまきし

かねあいだどにちがつきんにちがつ

はいかねてきすとえんひとかいいんえんかいいん

ひとこもうさきにん

ひといじょうさいかいいん

ひとべんきょうがっこうこまきしひとしごとこまきしひとすこまきし

せんせいさらこすただはやかわ

るーむろーずかいこうみんかんこまきし

かいぜんぶ

どようびにちがつにちがつ

はなごぽるとがる

ちがやす ひ か じかんちけっと か

がいこくじん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かいいん およ

むりょうみのうえひざおとな

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

図書館 映画デー図書館 映画デー図書館 映画デー図書館 映画デー 小牧市救急医療体制について

※音声は  日本語です。 字幕は  ありません。
いりません0円

0円

50人どなたでも

ある日、 不思議な  石を  見つけた  康一は、 その石を  洗いました。 

すると、 石の  中から  河童の  子どもが  出てきました！ 

その  子どもの  河童は 「クゥ」と  名づけられました。 

そして、 康一家族との  秘密の  生活が  始まりましたが…。

自然の  尊さや  大切な  ことを  気づかせてくれる  

感動の  アニメーション  作品  です。

○申し込み書を  配る  期間 2015年 8月 10日（月）～2015年 9月 7日（月）

○申し込みの  期間 2015年 8月 31日（月）～2015年 9月 7日（月）

○抽選日 2015年 9月 18日（金）

○アパートに  入れる  日 (予定) 2015年 11月  1日（日）

（3）募集日程（予定）

（1）申し込み方法･･･市役所  建築課  窓口に  直接  持ってきて  ください。（東側の  庁舎  1階）

※河童：日本の  妖怪  

※監督の  代表作に 「ドラえもん」 「クレヨンしんちゃん」が  あります。

306人 どなたでも

まなび創造館 あさひホール
8月 8日（土） 13:30start （13:00open）

こまき環境市民会議

小牧市立図書館1階 視聴覚室8月 2日（日） 14:00～

休日や  夜の  突然の  病気や  けが！ どうしよう  病院に  行きたいけれど…？

大丈夫です！ 休日･夜も  開いている  病院が  あります。 

休日･夜の  突然の  病気や  けがには  3つの  段階が  あります。

段階に  よって  行く  病院が  違います。 注意して  ください。

今すぐ  手術や

輸血を  しないと

死んでしまう  場合

第三次

入院や  手術が

必要な  場合

第二次

入院する  必要が  ない

病気や  けがの  場合

初期（第一次）

0568-76-4131小牧市民病院

●第三次の病院

0568-77-1301

小牧市  中央  五丁目  39番地

夜と  休日が  開いて  います。小牧第一病院

●第二次の病院

0568-75-2070

内科･小児科･外科／8:30～11:30、13:00～16:30

歯科／8:30～11:30

小牧市  常普請  一丁目  318番地

日曜･祝日と  12月31日、 

1月1日、 1月2日、 1月3日の  

昼間が  開いて  います。
小牧市休日急病診療所

●初期（第一次）の病院

0568-81-1133

休日や  夜など  かかりつけの  医者が

いない  ときでも、 治療が  受けられる

病院を、 症状に  あわせて  24時間

いつでも  案内して  います。

救急医療情報センター

他に  救急医療情報システムが  あります。

上映プログラム

日　時 にちじ

対　象 たいしょう 定　員 ていいん

日　時 にちじ

主　催 しゅさい

内　容 ないよう

対　象 たいしょう定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

場　所 ばしょ

電　話 でんわ

電　話 でんわ

電　話 でんわ

電　話 でんわ

受付時間 うけつけじかん

診療時間しんりょうじかん

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

図書館　TEL.0568-73-9951問合先
としょかんといあわせさき

建築課　TEL.0568-76-1143問合先
けんちくかといあわせさき

場　所 ばしょ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

料　金 りょうきん

「河童の クゥと 夏休み」を 見よう「河童の クゥと 夏休み」を 見よう「河童の クゥと 夏休み」を 見よう「河童の クゥと 夏休み」を 見よう

市営 大輪住宅 空き家 入居者 募集市営 大輪住宅 空き家 入居者 募集 【抽選】（家族向け）

※音声は  日本語です。 字幕は  ありません。
※開いて  いない  日も  

　あります。 電話で  

　確認して  から  来て

　ください。

夜間／18:00～次の 日の 朝 8:00

休日／8:00～18:00

（2）募集内容･･･市営  大輪住宅  1棟   303号  504号

「小さい  潜水艦に  恋をした  でかすぎる  クジラの  話」

「凧になった  お母さん」 

「年老いた雌狼と  女の子の  話」（64分）

で ーえ い がと し ょ か ん た い せ いい り ょ うき ゅ う き ゅ うこ ま き し

みな つ や すく ぅか っ ぱ

むかぞくちゅうせん
ぼ し ゅ うに ゅ う き ょ し ゃやあじ ゅ う た くだ い わし え い

じまくにほんごおんせい

えん

えん

にん

しちょうかくしつかいとしょかんしりつこまきにちにちがつ

かあたこ

はなしくじらこいせんすいかんちい

ぷろぐらむじょうえい

しか

げかしょうにかないか

ばんちいっちょうめじょうぶしこまきし

あひるま

にちがつ

にちがつ にちがつ にちがつ

しゅくじつにちよう

あんない

じかんしょうじょうびょういん

うちりょう

いしゃよるきゅうじつ

せんたーじょうほういりょうきゅうきゅう

しすてむじょうほういりょうきゅうきゅうほか

びょういんしみんこまき

きゅうじつ

やかん

ばんちごちょうめちゅうおうこまきし

あきゅうじつよるびょういんだいいちこまき

しんりょうじょきゅうびょうきゅうじつこまきし

びょういんだいいちじ

びょういんだいにじ

びょういんだいさんじ

しょき

ばあいびょうき

ひつようにゅういん

ばあい

ばあいし

ひつよう

しゅじゅつにゅういん

しゅじゅついま

ゆけつ

だいいちじ

だいにじ

だいいさんじ

しょき

ちゅういちがびょういんいだんかい

だんかいびょうきとつぜんよるきゅうじつ

びょういんあよるきゅうじつだいじょうぶ

いびょういんびょうきとつぜんよるきゅうじつ

かいぎしみんかんきょう

にん

どにちがつ

ほーるそうぞうかん

くれよんどらだいひょうさくかんとく

じまくにほんごおんせい

ようかいにほんかっぱ

さくひんあにめーしょんかんどう

きたいせつとうとしぜん

はじせいかつひみつかぞくこういち

なくぅかっぱこ

でこかっぱなかいし

あらいしこういちみいしふしぎひ

よていひはいあぱーと

ちゅうせんび

きかんこもう

げつにちがつねん げつにちがつねん

げつにちがつねん

きんにちがつねん

にちにちがつねん

げつにちがつねん

きかんくばしょこもう

よていにっていぼしゅう

ごうとうじゅうたくだいわしえいないようぼしゅう

かいちょうしゃひがしがわもちょくせつまどぐちかけんちくしやくしょほうほうこもう

きかくにん

でんわ

ひあ
つぎ ひ あさ

はなし ふんこおんなおおかみめすとしお

ごう
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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

国民年金保険料を  払えない？ 
相談してください！

総合防災訓練を  行います

本人と  家族の  収入が  少ない場合、 申請すると  国民年金保険料が

安くなることが  あります (免除申請と  いいます)。 

20歳～29歳の人は、 本人と  夫または  妻の  収入だけで  申請できます。 

希望する人は  保険年金課まで  来てください。

☆申請できる期間 : 申請する月  ～  2年 1ヶ月前の  月まで

※今、 免除･猶予されている人も、 毎年7月から  更新の  申請を  してください。

国民年金とは？国民年金とは？

日本に  住んでいる  20～59歳の人は、 国民年金保険料を  払うことが  

日本の  法律で  決まっています。 

これは  日本に  住んでいる  外国の人にも  あてはまります。

国民年金には、 3種類の  年金が  あります。

国民年金保険料を  6ヶ月以上  払った  外国の  人は、 

日本を  出た後  2年以内であれば  脱退一時金の

請求が  できます。 日本を  出る前に  市役所に  

来てください。 申請用紙を  渡します。

※ 脱退一時金

20～59歳の間に  死亡した人の家族が、 申請して  認められたときに  

払われます。
遺族基礎年金

20～59歳までに  病気、 けがで  障害等級1級  または  2級になった

人が、 申請して  認められたときに  払われます。
障害基礎年金

国民年金保険料を  25年以上  払っている (免除が  認められている) 

人が  65歳から  申請すると  払われます。
老齢基礎年金

次の 税金の 支払い期限は 8月 31日（月）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

こまき しやくしょ ほん ちょうしゃ かい しみん あんぜん か なか

問合先
といあわせさき

収税課　TEL.0568-76-1117／0568-76-1118（直通）
しゅうぜいか ちょくつう

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  相談や、 支払いが  できます｡
とき　8月 9日（日）、 8月 23日（日）　8:30～17:15

○市県民税（第2期） ○国民健康保険税（第3期）  

○介護保険料（第2期） ○後期高齢者医療保険料（第1期） 

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  前の日までに  口座の  残りのお金を  確認してください。

９月１日は 「防災の日」です。 その前に、 総合防災訓練を  行います。

皆さん、 ぜひ参加してください。

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！

ほけん ねんきん か

保険年金課　TEL.0568-76-1124問合先
といあわせさき

日　時 にちじ

場　所 ばしょ 参加予定 さんかよてい 1,500人光ヶ丘中学校（小牧市光ヶ丘三丁目52）

8月 23日（日） 8:00～10:30

参加しましょう！！  総合防災訓練

つ ぎ ぜ い きん し はら き げん が つ に ち げ つ

がつ にちにち がつ にち にち

へいじつ ひる ぜいきん

しはら

かくにんかねのここうざひまえきげんしはら

ひとしはらふりかえこうざぜいきんべんりふりかえこうざわす

にんさんちょうめひかりがおかこまきしちゅうがっこうひかりがおか

にちにちがつ

さんかみな

おこなくんれんぼうさいそうごうまえひぼうさいにちがつ

くんれんぼうさいそうごうさんか

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 しはら

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

しけんみん ぜい
だい き

けんこう ほけん

ほけんかいご りょうほけんいりょうこうれいしゃこうきりょう

こくみん ぜい
だい き

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

ねんきんしゅるいねんきんこくみん

わたようししんせいき

しやくしょまえにほん でせいきゅう

いちじきんだったいいないねんにほん で あと

ひとがいこくはらいじょうかげつほけんりょうねんきんこくみん

いちじきんだったい

はら

みとしんせいかぞくひとしぼうあいださい

はらみとしんせいひと

きゅうきゅうとうきゅうしょうがいびょうきさい

はらしんせいさいひと

みとめんじょはらいじょうねんほけんりょうねんきんこくみん

ひとがいこくすにほん

きほうりつにほん

はらほけんりょうねんきんこくみんひとさいすにほん

ねんきんこくみん

しんせいこうしんがつまいとしひとゆうよめんじょいま

つきまえかげつねんつきしんせいきかんしんせい

きかねんきんほけんひときぼう

しんせいしゅうにゅうつまおっとほんにんひとさいさい

しんせいめんじょやす

ほけんりょうねんきんこくみんしんせいばあいすくしゅうにゅうかぞくほんにん

そ うだ ん

はら

お こなくん れ んぼ うさ いそ うご う

ほ けんりょうね ん きんこくみ ん

しはら

はや

い ぞ くき そ

しょうが い き そ

ねんきん

ねんきん

ねんきん

ろうれいきそ

ぽるとが る ご げつ きん すぺい ん ご えいご げつ か もく

やす

ほけん ねんきん か ふくし そうむ か ぽるとがる ごぽるとがる ご

ほいく か ちゅうごく ご はな しょくいんぽるとがる ご



P4

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

8月11日（火）
8月18日（火）
8月25日（火）
9月  1日（火）

8月  7日（金）
8月21日（金）
8月28日（金）

8月  5日（水）
8月19日（水）
8月26日（水）

8月  3日（月）
8月10日（月）
8月24日（月）

8月 6日（木）
8月27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  悪い場合は、 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  2月  1日～  9日生まれ
2014年  2月10日～21日生まれ
2014年  2月22日～28日生まれ

2013年  5月  1日～15日生まれ
2013年  5月16日～31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か月頃  送ります。
※会場は  小牧市保健センター

2012年  8月  1日～  9日生まれ
2012年  8月10日～18日生まれ
2012年  8月19日～31日生まれ

2015年  4月  1日～  7日生まれ
2015年  4月  8日～15日生まれ
2015年  4月16日～22日生まれ
2015年  4月23日～30日生まれ

8月 5日（水）

9月13日（日）

8月28日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

※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／0円　●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／0円　●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 

（妊婦だけの参加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／0円

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

8月18日（火）

8月11日（火）

8月  4日（火）

8月21日（金）

●料金／0円　●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

8月25日（火）

8月31日（月）

健診のお知らせ
けんしん

もくじもくじ

●国民年金保険料を  払えない？ 相談してください！

●小牧市救急医療体制について

●KIA日本文化教室

●KIAポルトガル語講座（初級）受講生募集

●ミッフィー  こどもミュージカル　

　ミッフィーの  おたんじょうび

●桂文珍  独演会  JAPAN TOUR ～一期一笑～

●図書館映画デー

●「河童の  クゥと  夏休み」を  見よう

●市営  大輪住宅  空き家  入居者募集【抽選】

 （家族・単身者向け）

●総合防災訓練を  行います

●次の  税金の  支払い期限は  8月31日（月）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

名古屋コーチンは  小牧市で  誕生しました名古屋コーチンは  小牧市で  誕生しました

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

いこうげつじ ほごしゃ にん さんかあか

りょうきん えん

えん

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 えん 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

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 えん

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

ほけん せんたー

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 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 げつごろ 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 ばあい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

こくみん

かれんだーなどけんしんぼし

しまどぐちそうだんがいこくじん

げつにちがつきげんしはらぜいきんつぎ

おこなくんれんぼうさいそうごう

むたんしんしゃかぞく

ちゅうせんぼしゅうにゅうきょしゃやあじゅうたくだいわしえい

みなつやすくぅかっぱねんきんほけんりょう

こまきし

にほん

ぽるとがる

みっふぃー

みっふぃー

かつらぶんちん

としょかん えいが でー

どくえんかい いちご  いちえ

みゅーじかる

ご こうざ しょきゅう じゅこうせい ぼしゅう

ぶんかきょうしつ

たいせいきゅうきゅう いりょう

はら そうだん

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

こまきしなごや こーちん たんじょうぜんご

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8月号
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生活情報誌こまき

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

外国人の人口：7,403人 / 小牧の人口：153,775人（2015年  7月 1日現在）


