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※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。

検診のお知らせ
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。

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

●対象／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

●対象／40歳以上の小牧市に住民登録のある方

●料金／930円

●申込み／保健センター

●対象・定員／20歳以上の小牧市に住民登録のある方

　①20歳以上の奇数年生まれの方

　②偶数年生まれの方で平成24年度未受診の方

　③平成5・6年生まれで20歳になった方

●料金／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）

●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）

●対象／20歳以上の小牧市に住民登録のある方

　①20歳以上の奇数年生まれの方

　②偶数年生まれの方で平成24年度未受診の方

　③平成5・6年生まれで20歳になった方

●定員／100人　●料金／750円

●申込み／保健センター

●対象／30歳以上  39歳までの  小牧市に

　　　　住民登録の  ある方

●定員／115人　●料金／1,000円

●申込み／保健センター

●対象／40歳以上の小牧市に住民登録のある方

　①40歳以上の奇数年生まれの方

　②偶数年生まれの方で平成24年度未受診の方

　③昭和48年生まれで40歳になった方

●定員／115人　●料金／1,200円

●申込み／保健センター

●対象／30歳以上の小牧市に住民登録のある方

●料金／830円

●申込み／保健センター

1月14日（火）

受診期間
～ 平成26年3月31日（月）

1月17日（金）

回収日の  年間日程は  申し込み後、

採便容器  送付時に  同封します。

9:00～15:30

9:30～11:00

9:00～11:00

9:00～15:30

9:30～15:30

市内産婦人科

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

1月22日（水）
2月27日（木）

2月18日（火）

2月  7日（金）

14:00～15:30 保健センター

東部市民センター

3月13日（木） 9:30～11:00 東部市民センター

東部市民センター

乳がん検診
（マンモグラフィ）

乳がん検診
（超音波）

胃がん検診

骨粗しょう症検診

子宮がん検診
（頚部のみ）

（内診、視診、細胞診）

子宮がん施設検診
（内診、視診、細胞診）

9:00～11:00

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

↑今年度最後の
検診です

無料クーポン券が
届いた方は
申込みできます

行 事 名 場　所時　間 対象・内容・申込みなど期　日

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

1月27日（月）
2月  3日（月）
2月19日（水）

2月17日（月）

けんしん

さいごこんねんど

↑今年度最後の
検診です
けんしん

さいごこんねんど
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りょうきんにんていいん

ていいん にん

たいしょう

たいしょう

どうふうそうふじさいべんようき

ごこもうねんかんにっていかいしゅうび
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外国人の人口：7,061人 / 小牧の人口：153,465人（2013年12月1日現在）
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小牧市環境キャラクター
「エコリン」

こまきしかんきょう きゃらくたー

えこりん

廃棄物対策課ごみ減量推進係　TEL0568-76-1187問合先
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

各種言語 （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  ございます。

市役所、 各市民センター、 都市センターで  配布しています。  また、 市ホームページから  ダウンロードも  できます。

資源 ・ ごみの  分別に

ご協力  お願い  します。

小牧市では  資源・ごみの  分け方と  出し方の  ルールが  決められて  います。

次の  ことに  注意して  資源・ごみを  出して  ください。

❶資源・ごみは  必ず  小牧市の  指定袋に  入れて  出して  ください。

❷資源・ごみの  分け方と  出し方の  パンフレットを  参照し、 分別を  する。

❸資源・ごみ  収集カレンダーを  確認し、決められた日（指定日）の 
 当日  朝8:30までに  出す。

資　源
＝ 緑袋 

燃やさない ごみ
＝ 赤袋

燃やす ごみ
＝ 白袋

※小牧市の  指定袋は  スーパーや

　コンビニ、 薬局などで  販売して

　います。

※ただし、 品目ごとに  必ず  
分けて  入れてください。

問合先
といあわせさき

学校教育課　TEL0568-76-1165
がっこうきょういくか

小牧市では、 お子さんが  学校に  通う  うえで  教材の  お金や  給食 （お昼ごはん）の  お金などの  支払いが
できない  ご家庭に  対して  その  負担を  軽く  する  制度が  あります。
詳しくは、  学校  教育課  または  お子さんが  通っている  各学校に  お尋ね  ください。

就学援助制度就学援助制度

検診のお知らせ

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

1月  7日（火）
1月14日（火）
1月21日（火）
1月28日（火）

1月10日（金）
1月17日（金）
1月24日（金）

1月  8日（水）
1月15日（水）
1月29日（水）

1月22日（水）

1月  19日（日）

1月16日（木）
1月30日（木）

1月31日（金）

1月29日（水）

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

保健センター

大城児童館

小牧児童館

北里児童館

※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。

※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  ご相談  下さい。

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頃

10:00～11:00頃

保健センター 10:00～12:00

10:00～11:00

2012年7月  1日～11日生まれ
2012年7月12日～22日生まれ
2012年7月23日～31日生まれ

2011年10月  1日～15日生まれ
2011年10月16日～31日生まれ

1月  9日（木）

1月31日（金）
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）
※予診票は生後４か月頃送付します。

2011年1月  1日～11日生まれ
2011年1月12日～20日生まれ
2011年1月21日～31日生まれ

４か月児以降の親子（２7組）
●料金／無料　●申込み／保健センター

９か月児以降の親子（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、

　赤ちゃん人形抱っこ体験、妊婦擬似体験　●持ち物／親子（母子）健康手帳　●申込み／保健センター

1歳前後で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9月  1日～  8日生まれ
2013年9月  9日～16日生まれ
2013年9月17日～23日生まれ
2013年9月24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

13:00～15:00

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～11:15

1月  6日（月）

1月  7日（火）

1月14日（火）

1月21日（火）

1月28日（火）

1月10日（金）

1月17日（金）

1月24日（金）

10:00～12:00

●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

出生体重が  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

育児相談・妊婦・
産婦健康相談

パパママ教室

期　日

問合先 収税課  TEL0568-76-1117　　長寿介護課  TEL0568-76-1197　　保険年金課  TEL0568-76-1128

国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料の 「納付（入）済額の  お知らせ」
平成25年 1月 1日から  12月 31日までの  1年間で  納められた  国民健康保険税 ・ 介護保険料 ・ 
後期高齢者医療保険料の  金額を  ご確認  いただく  ための、 納付（入）済額の  お知らせを 
1月  23日（木）に  送付します。
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おやこ

ぎょうじめい

ぼし もけんこうてちょう 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

くだそうだんほけんばあいわるつごううかならけんしん

ていたいじゅうじ

しゅうが く     　 え んじょ   　   せ い ど

たずかく がっこうかよこきょういくかがっこうくわ

しはらかねひるきゅうしょくかねきょうざいかよがっこうここまきし

せいどかるふたんたいかてい

きるーるかただかたわしげんこまきし

だしげんちゅういつぎ

だいしていぶくろこまきしかならしげん

みどりぶくろあかぶくろしろぶくろ

しげんもも

ひんもく

いわ

かなら

はんばいやっきょくこんびに

すーぱーしていぶくろこまきし

ぶんべつさんしょうぱんふれっとかただかたわしげん

ぱんふれっとたがろぐごちゅうごくごえいごすぺいんごぽるとがるごかくしゅげんご

はいふとしせんたーかくしみんせんたーしやくしょ だうんろーどしほーむぺーじ

していびひきかくにんしゅうしゅうかれんだーしげん

だあさとうじつ

ねがきょうりょく

ぶんべつ
しげん

といあわせさき ほけんねんきんかしゅうぜいか ちょうじゅかいごか

そうふもくにちがつ

しずみがくにゅうのうふかくにんきんがくいりょうほけんりょうこうきこうれいしゃ

かいごほけんりょうこくみんけんこうほけんぜいおさねんかんにちがつにちがつねんへいせい

しがくずみにゅうのうふほけんりょういりょうこうれいしゃこうき

ほけんりょうかいごほけんぜいけんこうこくみん
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小牧市国際交流協会（KIA)事務局
TEL0568-76-0905　FAX0568-71-8396   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）

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 じむきょく

か どようび にち げつようび しゅくじつ のぞ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

対　象 ばしょ 国際交流が  好きな  人

●市県民税（第4期） ●国民健康保険税（第８期）

●介護保険料（第７期） ●後期高齢者医療保険料（第６期）

❸  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…

❶  本庁舎  2階で、 税金の  支払相談、 支払窓口を  開いています。

❷  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 1月 31日（金）です

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）　
といあわせさき だいひょう

 とき　1月12日（日）、 1月26日（日）　8：30～17：15

KIA ࠕ⬸˪ᗍ�ǏǦƜƞȦǸȊȐKIA ࠕ⬸˪ᗍ�ǏǦƜƞȦǸȊȐ

いろいろな  国の  料理や

文化を  体験しよう！お楽しみ
抽選会

各国の
ダンス きもの  の

試着

お茶席 国際屋台
おとなりの
外国人
コーナー

小牧市  公民館  講堂 ・ ロビー

1月26日（日） 12:00～16:00くらいまで

当日  お手伝い  いただく  ボランティア  スタッフを  募集  しています。ボランティア

入場無料 （屋台の  料理を  食べる  ひとは  食券を  買ってください。）
食券 ： 1月4日（土）から  KIA  事務局で  売っています。
1枚 500円 （5ヵ国の  食べ物 ・ ペットボトル  1本 ・ 抽選券が  ついています。）

こくみん  けんこう  ほけんぜいし  けんみん  ぜい だい き

だい き だい き

だい き

こうき  こうれいしゃ  いりょう  ほけんりょうかいご  ほけんりょう

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 きげん ぜんじつ

わす こうざふりかえ べんり

つ ぎ ぜ い きん し はら き げん が つ に ち きん

しはら ひと

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

していきげんないのうふしょ

ぜいきん しはら

ぼしゅうすたっふぼらんてぃあてつだとうじつぼらんてぃあ

ちゅうせんけんぽんぺっとぼとるものたこくえんまい

うじむきょくどにちがつしょっけん

かしょっけんたりょうりやたいむりょうにゅうじょう

ひとすこくさいこうりゅう

ろびーこうどうこうみんかんこまきし

にちにちがつ

たいけんぶんか

りょうりくに

やたいこくさい

こーなー

がいこくじん

ちゃせき

しちゃく

だんす

かっこく

ちゅうせんかい

たの

ふぇす たこうりゅうこくさ い

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

ば ー こ ー ど

しゅうぜいか ないせん ちょくつう
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日　時 にちじ

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

料金 りょうきん

問合先
といあわせさき

小牧市 消防本部  消防総務課  消防係　TEL76-0229（直通）
こまきし     しょうぼうほんぶ      しょうぼうそうむか    しょうぼうがかり ちょくつう

小牧市歴史館（小牧城）　TEL／FAX.72-0712問合先

廃棄物対策課　TEL0568-76-1147問合先
はいきぶつたいさくかといあわせさき

新年恒例の  消防出初式が  行われます。
式典の  あと、 桃花台  ひまわり幼稚園
幼年消防クラブの  特別演技、 名古屋市
消防音楽隊の  特別演奏、 消防署  救助隊  救助演練、
消防火消太鼓隊  演奏が  行われ、 一斉放水で 
締めくくられます。

ᡴ௬�ᗬ⫲�ԦՄಓ

市民会館  駐車場
（雨天時は、 大ホール）

2014年 1月 11日（土）
9:30～11：40

小牧市歴史館（小牧城）は  正月  3が日  開館します
2014年 1月 1日（祝・水）～3日（金） 9：00～16：30 （入館は 16：15まで）
※年末12月29日～31日は休館いたします。

大人（高校生以上）100円　／　小人（中学生以下）30円　／　未就学児  無料

団体（30名以上）の場合: 大人（高校生以上）60円　／　小人（中学生以下）20円

※土日祝日は  小人無料 （1月1日は  祝日のため  小人無料）

平成26年

小牧駅  周辺は 「路上喫煙禁止区域」に      
指定されています
「小牧市  快適で  清潔な  まちづくり  
条例」に  基づき、 平成20年12月1日より、 
小牧駅  周辺は 「路上喫煙禁止区域」に  
指定され、 区域内での  喫煙が  禁止されて
います。 路上での  喫煙により、 受動喫煙に
よる  健康被害、 たばこの  火による  火傷、 
吸殻の  ポイ捨てによる  ごみの  散乱など、 
様々な  問題が  生じています。
ご理解と  ご協力を  お願いいたします。

メロディーパーク

WC

小牧駅
名鉄小牧駅ビル

県
道
名
古
屋
犬
山
線

旧県
道名
古屋
犬山
線

市
道
小
牧
西
線

市道小牧駅前線（ハナミズキ通り）

市
道
犬
山
公
園
小
牧
線

カリヨン
広場

小牧駅西駐車場

ラピオ

ガスビル
バスターミナル

GS

郵便局

小牧小学校

…対象区域

…喫煙場所

といあわせさき こまきしれきしかん こまきじょう

ね んへ い せ い
こ ま き し し ょ う ぼ う で ぞ め し き

おこな

ねがきょうりょくりかい

さんらん

しょうもんだいさまざま

ぽいすすいがら

やけどひけんこうひがい

じゅどうきつえんきつえんろじょう

きんしきつえんくいきないしてい

ろじょうきつえんきんしくいきしゅうへんこまきえき

にちがつねんへいせいもとじょうれい

せいけつかいてきこまきし

してい

くいききんしきつえんろじょうしゅうへんこまきえき

しょうぼうでぞめしきしんねん  こうれい

ようちえん

ようねん      しょうぼうくらぶ

とうかだいしきてん

とくべつえんそうしょうぼうおんがくたい

なごやしとくべつえんぎ

おこなしょうぼうひけしたいこたい

しょうぼうしょ きゅうじょえんれんきゅうじょたい

えんそう

し

いっせいほうすい

どにちがつねん

だいほーるうてんじ

しみん      かいかん ちゅうしゃじょう

か い かんに ちしょうが つ
こ ま きじょう

こ ま きし れ きしかん

にゅうかんきんにちしゅく すいにちがつねん

きゅうかんにちにちがつねんまつ

みしゅうがくじ むりょうえん 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

えん ちゅうがくせい　いかこども えんこうこうせい　いじょうおとなばあいめいいじょうだんたい

こども  むりょうしゅくじつにちがつこども  むりょうどにちしゅくじつ

こまきしょうがっこう

らぴお

こまきえき

たいしょうくいき

きつえんばしょ

めろでぃーぱーく

ばすたーみなる

めいてつこまきえきびる

かりよん

こまきえきにしちゅうしゃじょう

がすびる

ゆうびんきょく

ひろば

しどう　こまきえきまえせんはなみずきどおり

し
ど
う
　
こ
ま
き
に
し
せ
ん

し
ど
う
　
い
ぬ
や
ま
こ
う
え
ん
こ
ま
き
せ
ん

きゅ
うけ
んど
うな
ごや
いぬ
やま
せん

け
ん
ど
う
な
ご
や
い
ぬ
や
ま
せ
ん
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外国人相談窓口のお知らせ

問合先 小牧市役所  市長公室  危機管理課　TEL0568-76-1171（直）

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）

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.0568-７６-１１73問合先

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

定　員 ていいん料　金 りょうきん

講　師 こうし

防災講演会のごあんない
2011年 3月に  発生した  東日本大震災は、 様々な  分野・場面を  通じて 「地域力」
という  課題を  提起しました。 1995年に  発生した  阪神淡路大震災では、 
ボランティアの  活動や  住民の  自発的な  防災活動が  防災上、 重要であることが  
認識されました。 当市では、 この時期を  とらえて  毎年 「防災講演会」を  開催し、
防災啓発を  図っています。 今年度は  下記の  とおり  開催いたしますので、  
ご案内  いたします。

演題 「南海トラフ  巨大地震から  いのちと  まちを  守る」

2014年 1月 19日（日） 10:00～11:30 （開場 9:30）

小牧市 市民会館 （小牧市 小牧二丁目 107番地）

名古屋大学  減災連携研究センター  准教授  護  雅史  氏

護  雅史 氏  プロフィール

入場無料 600人

1965年 生まれ
1991年 名古屋大学 大学院 工学研究科 建築学 専攻  終了後、 清水建設㈱  入社
2004年 文部科学省 地震防災 研究課に  出向し、 地震調査 研究 推進本部で  勤務
2006年 10月  名古屋大学  大学院  環境学  研究科  准教授
2011年 名古屋大学  減災連携研究センター  准教授

専門： 耐震工学、 地震工学、 地震防災。 工学（博士）

といあわせさき

こまき　しやくしょ ほんちょうしゃ かい せいかつ　　　　こうりゅうかない

ぽるとがるご げつ 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

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

小牧市国際交流協会（KIA)事務局  小牧市2-107 市公民館4階
TEL0568-76-0905　FAX0568-71-8396   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）

問合先・申込先

ボランティア
参加者募集

国際交流  及び  多文化共生に  興味が  ある方、  ボランティア
活動を  始めて  みませんか

小牧市国際交流協会（KIA）事務局へ  直接  問い合わせ  下さい。

ぼ う さ い こ う え ん か い

ばめんぶんやさまざまひがしにほんだいしんさいはっせいがつねん

ていきかだい

ちいきりょくつう

かつどうぼ ら ん てぃ あ

はんしんあわじだいしんさいはっせいねん

にんしき

じゅうようぼうさいじょうぼうさいかつどうじはつてきじゅうみん

ぼうさいこうえんかいまいとしじきとうし

はかぼうさいけいはつ

かいさい

あんない

かいさいかきこんねんど

まもきょだいじしんなんかい　　とらふえんだい

かいじょうにちにちがつねん

ばんちこまき    にちょうめこまきししみん　　かいかんこまきし

げんさいれんけいけんきゅうせんたー もり まさふみなごや　　だいがく しじゅんきょうじゅ

にんにゅうじょうむりょう

ぷ ろふぃーるしまさふみもり

うねん

にゅうしゃしみずけんせつ　かぶしゅうりょうごせんこうけんちくがくこうがくけんきゅうかだいがくいんなごや　　だいがくねん

きんむすいしんほんぶけんきゅうじしんちょうさしゅっこうけんきゅうかじしんぼうさいもんぶかがくしょうねん

じゅんきょうじゅけんきゅうかかんきょうがくだいがくいんなごや　　だいがくがつねん

じゅんきょうじゅげんさい  れんけい  けんきゅう  せんたーなごや　　だいがくねん

こうがく はくしじしんぼうさいじしんこうがくたいしんこうがくせんもん

ちょくききかんりかしちょうこうしつこまきしやくしょ

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 じむきょく

か どようび にち げつようび しゅくじつ のぞ

こまきし しこうみんかん かい

ぼらんてぃあ

さんかしゃぼ しゅう

こくさいこうりゅう

こまきしこくさいこうりゅうきょうかい じむきょく くだちょくせつ と あ

およ たぶんかきょうせい きょうみ かた ぼらんてぃあ

かつどう はじ
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日　時 にちじ 場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

定　員 ていいん

問合先
といあわせさき ぶんかしんこうか

○チケット販売日 平成25年 12月 18日（水） 9:00から
○販 売 窓 口 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（9:30～）、 文化振興課　※施設により  開館時間・休業日が  異なります。
○電 話 予 約 文化振興課のみで  受付
 ・12月 18日（水）14:00から  2月 28日（金）　・予約後、 2週間  以内に  各販売窓口で  購入
○アートフレンド会員は、 12月17日まで  先行  予約  受付中！ （9:00から、 文化振興課のみで  受付）

◯販売開始日 平成25年  12月4日（水）9:00から
◯販売場所 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
 （9:30から）、 文化振興課、 中部フィルハーモニー 交響楽団 事務局（小牧市市民会館内）、
 交響楽団 役員、 交響楽団 楽団員
 ※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。
 ※アートフレンド会員を  対象とし、 一部の  席の  先行予約を  受付ます。

●先行予約… 平成25年 11月 26日（火）～12月 3日（火）
 電話受付  ※文化振興課のみで  受付（0568-76-1188）
●入場料割引き… 指定席、 自由席は  500円引き　学生は200円引き

綾戸智恵 コンサート 2014綾戸智恵 コンサート 2014

1,300名未就学児の 入場不可

対　象 たいしょう 未就学児の入場不可

小牧市市民会館2014年 3月 1日（土） 17:30開演（17:00開場）

●プログラム「フォーエバー・ヤング」「シェナンドー」「この素晴らしき世界」「テネシー・ワルツ」他

【前売り券】 ◆一般：1階席4,500円／2階席4,000円　◆アート会員：1階席4,000円／2階席3,500円
【当日券】 ◆一般：1階席5,000円／2階席4,500円　◆アート会員：1階席4,500円／2階席4,000円

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

定　員 ていいん 1,200名小牧市市民会館

2014年 2月 2日（日） 14:00開演（13:30開場）

◆指定席：4,000円　　◆自由席：3,000円　　◆学生席：1,000円（自由席のみ）

“Forever Young”“Forever Young”
1998年 6月に  40歳にして  衝撃的  デビューを  飾った  JAZZアーティスト  綾戸智恵による  
スペシャル  コンサートを  開催します！

中部フィルハーモニー交響楽団  第24回 定期演奏会中部フィルハーモニー交響楽団  第24回 定期演奏会
●ヴィヴァルディ  ヴァイオリン協奏曲集 「和声と 創意への 試み」第1集「四季」Op.8より 第4番「冬」、第1番「春」
●モーツァルト  ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466
●メンデルスゾーン  交響曲 第4番 イ長調 Op.90「イタリア」

指揮：秋山  和慶　　ピアノ：萩原  麻未　　演奏：中部フィルハーモニー交響楽団

※当日券 割増なし　※アート会員 割引あり　※支援会員 割引あり　※割引の併用はできません。

お得なアート会員特典

文化振興課  TEL.0568-76-1188　　中部フィルハーモニー交響楽団  TEL.0568-43-4333

問合先
といあわせさき ぶんかしんこうか

文化振興課  TEL.0568-76-1188

主催：小牧市  小牧市教育委員会　　共催：中部フィルハーモニー交響楽団

©Akira Muto
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小牧市環境キャラクター
「エコリン」

こまきしかんきょう きゃらくたー

えこりん

廃棄物対策課ごみ減量推進係　TEL0568-76-1187問合先
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

各種言語 （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  ございます。

市役所、 各市民センター、 都市センターで  配布しています。  また、 市ホームページから  ダウンロードも  できます。

資源 ・ ごみの  分別に

ご協力  お願い  します。

小牧市では  資源・ごみの  分け方と  出し方の  ルールが  決められて  います。

次の  ことに  注意して  資源・ごみを  出して  ください。

❶資源・ごみは  必ず  小牧市の  指定袋に  入れて  出して  ください。

❷資源・ごみの  分け方と  出し方の  パンフレットを  参照し、 分別を  する。

❸資源・ごみ  収集カレンダーを  確認し、決められた日（指定日）の 
 当日  朝8:30までに  出す。

資　源
＝ 緑袋 

燃やさない ごみ
＝ 赤袋

燃やす ごみ
＝ 白袋

※小牧市の  指定袋は  スーパーや

　コンビニ、 薬局などで  販売して

　います。

※ただし、 品目ごとに  必ず  
分けて  入れてください。

問合先
といあわせさき

学校教育課　TEL0568-76-1165
がっこうきょういくか

小牧市では、 お子さんが  学校に  通う  うえで  教材の  お金や  給食 （お昼ごはん）の  お金などの  支払いが
できない  ご家庭に  対して  その  負担を  軽く  する  制度が  あります。
詳しくは、  学校  教育課  または  お子さんが  通っている  各学校に  お尋ね  ください。

就学援助制度就学援助制度

検診のお知らせ

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

1月  7日（火）
1月14日（火）
1月21日（火）
1月28日（火）

1月10日（金）
1月17日（金）
1月24日（金）

1月  8日（水）
1月15日（水）
1月29日（水）

1月22日（水）

1月  19日（日）

1月16日（木）
1月30日（木）

1月31日（金）

1月29日（水）

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

保健センター

大城児童館

小牧児童館

北里児童館

※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。

※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  ご相談  下さい。

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頃

10:00～11:00頃

保健センター 10:00～12:00

10:00～11:00

2012年7月  1日～11日生まれ
2012年7月12日～22日生まれ
2012年7月23日～31日生まれ

2011年10月  1日～15日生まれ
2011年10月16日～31日生まれ

1月  9日（木）

1月31日（金）
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）
※予診票は生後４か月頃送付します。

2011年1月  1日～11日生まれ
2011年1月12日～20日生まれ
2011年1月21日～31日生まれ

４か月児以降の親子（２7組）
●料金／無料　●申込み／保健センター

９か月児以降の親子（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、

　赤ちゃん人形抱っこ体験、妊婦擬似体験　●持ち物／親子（母子）健康手帳　●申込み／保健センター

1歳前後で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9月  1日～  8日生まれ
2013年9月  9日～16日生まれ
2013年9月17日～23日生まれ
2013年9月24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

13:00～15:00

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～11:15

1月  6日（月）

1月  7日（火）

1月14日（火）

1月21日（火）

1月28日（火）

1月10日（金）

1月17日（金）

1月24日（金）

10:00～12:00

●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

出生体重が  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

育児相談・妊婦・
産婦健康相談

パパママ教室

期　日

問合先 収税課  TEL0568-76-1117　　長寿介護課  TEL0568-76-1197　　保険年金課  TEL0568-76-1128

国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料の 「納付（入）済額の  お知らせ」
平成25年 1月 1日から  12月 31日までの  1年間で  納められた  国民健康保険税 ・ 介護保険料 ・ 
後期高齢者医療保険料の  金額を  ご確認  いただく  ための、 納付（入）済額の  お知らせを 
1月  23日（木）に  送付します。
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●資源ごみの 分け方と 出し方
●就学 支援制度
●国民健康保険税・介護保険料・
　後期高齢者医療保険料の
 「納付（入）済額の お知らせ」
●税金の  支払期限

初日の出（小牧山から）初日の出（小牧山から）

P2

P8P3

P3

P6P4

P7P5

P5●KIA 国際交流 ふれあいフェスタ
●路上喫煙 禁止区域
●小牧市 消防 出初式
●小牧市 歴史館（小牧城）は
　正月 3が日 開館します
●防災 講演会
●KIA ボランティア 参加者 募集

●外国人 相談窓口の お知らせ
●綾戸智恵 コンサート 2014
 “Forever Young”
●中部フィルハーモニー交響楽団
　第24回 定期演奏会
●母子健診等 カレンダー
●成人検診

もくじもくじ

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。

検診のお知らせ
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。

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

●対象／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

●対象／40歳以上の小牧市に住民登録のある方

●料金／930円

●申込み／保健センター

●対象・定員／20歳以上の小牧市に住民登録のある方

　①20歳以上の奇数年生まれの方

　②偶数年生まれの方で平成24年度未受診の方

　③平成5・6年生まれで20歳になった方

●料金／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）

●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）

●対象／20歳以上の小牧市に住民登録のある方

　①20歳以上の奇数年生まれの方

　②偶数年生まれの方で平成24年度未受診の方

　③平成5・6年生まれで20歳になった方

●定員／100人　●料金／750円

●申込み／保健センター

●対象／30歳以上  39歳までの  小牧市に

　　　　住民登録の  ある方

●定員／115人　●料金／1,000円

●申込み／保健センター

●対象／40歳以上の小牧市に住民登録のある方

　①40歳以上の奇数年生まれの方

　②偶数年生まれの方で平成24年度未受診の方

　③昭和48年生まれで40歳になった方

●定員／115人　●料金／1,200円

●申込み／保健センター

●対象／30歳以上の小牧市に住民登録のある方

●料金／830円

●申込み／保健センター

1月14日（火）

受診期間
～ 平成26年3月31日（月）

1月17日（金）

回収日の  年間日程は  申し込み後、

採便容器  送付時に  同封します。

9:00～15:30

9:30～11:00

9:00～11:00

9:00～15:30

9:30～15:30

市内産婦人科

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

1月22日（水）
2月27日（木）

2月18日（火）

2月  7日（金）

14:00～15:30 保健センター

東部市民センター

3月13日（木） 9:30～11:00 東部市民センター

東部市民センター

乳がん検診
（マンモグラフィ）

乳がん検診
（超音波）

胃がん検診

骨粗しょう症検診

子宮がん検診
（頚部のみ）

（内診、視診、細胞診）

子宮がん施設検診
（内診、視診、細胞診）

9:00～11:00

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

↑今年度最後の
検診です

無料クーポン券が
届いた方は
申込みできます

行 事 名 場　所時　間 対象・内容・申込みなど期　日

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

1月27日（月）
2月  3日（月）
2月19日（水）

2月17日（月）

けんしん

さいごこんねんど

↑今年度最後の
検診です
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さいごこんねんど
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外国人の人口：7,061人 / 小牧の人口：153,465人（2013年12月1日現在）


