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***************************************

***************************************

資源・ごみの 分け方と 出し方に ついて

今回は「家庭で 使った 植物性の 天ぷら油」についてです

廃棄物対策課ごみ減量推進係　TEL0568-76-1187問合先

家庭で　使った　植物性の　天ぷら油
（事業所から　のものや、　ラードなどの　動物性の　ものは　除く）

市役所（東庁舎）、　エコ・ハウス小牧、　資源回収ステーション、

東部市民センター、　北里市民センター、　味岡市民センター、　都市センター、

西部コミュニティセンター、　南部コミュニティセンター

対象となるもの

◆回収場所

◆回収時間
８:30から　17:00まで

◆回収方法

びん  又は  ボトルに  入れ、 ふたを  閉めて  持ってきて  ください

小牧市  不妊治療等  助成事業平成24年度

対象となる

医療行為

補助期間・

補助金額

不妊検査、 不妊治療（※特定不妊治療を除く）、 人工授精
※医師の　認めた　保険適用外の　自費診療分も　含む。

※特定不妊治療（体外受精および顕微授精）は　県の　補助対象です。 保健所に　お問い合わせ　ください。

申請日において　市内に　住民登録をしている　ご夫婦で、　

市税（市県民税、固定資産税） および　国民健康保険税を　支払っている方。

１年度につき  １回、 ５万円まで、 治療を　受けている　医療機関で　医師の  認めた  検査  

及び  治療の  自己負担分を  補助します。 

平成24年　3月1日から　平成25年　2月末日　の間に　受けたもの。

対　象

市では、 不妊検査、 不妊治療（体外受精、顕微授精を除く）と、 人工授精に かかる費用を　
助成します。

平成25年　3月15日まで　※申請書類　受渡しは　2月末日まで

保健センター　TEL0568-75-6471
ほけんせんたー

問合先
といあわせさき

申込み

※夫婦の  いずれか一方が  平成24年度に  愛知県内の  他の  市町村で  一般不妊治療費の  補助を  受けている場合は  申請できません。

※小牧市に  ひっこしてきた場合、 その日から  あとの  治療分が  補助の  対象。　

※小牧市から  ほかの市へ  ひっこし予定の  人は、 その  前日までの補助と  なりますので、 ひっこし前に  申請を  終えてください。

※第2子以降の　妊娠も　対象

こちらの

のぼりが

目印です！
めじるし

こ ま き し ふ に ん ち り ょ う と う じ ょ せ い じ ぎ ょ う

し ふにんけんさ

じょせい

じんこうじゅせい ひようふにんちりょう たいがいじゅせい けんびじゅせい のぞ

へいせい ねんど

また ぼとる い し も

じぎょうしょ らーど どうぶつせい のぞ

しやくしょ

だいにし　いこう にんしん たいしょう

たいしょう

たいしょう

ほじょきかん

ほじょきんがく

もうしこ

ふにんけんさ

いし

とくていふにんちりょう

しんせいび

いちねんど

ねん

ねんへいせい がつ にち
しんせいしょるい

ふうふ

こまきし

こまきし し よてい ひと ぜんじつ

ばあい ちりょうぶん ほじょ

ほじょ まえ しんせい お

たいしょうひ

いっぽう へいせい ねんど あいちけんない ほか しちょうそん いっぱんふにんちりょうひ ほじょ う ばあい しんせい

うけわた がつまつじつ

ねんへいせいへいせい がつ がつまつじつ あいだ うにち

いっかい ごまんえん いしう いりょう　きかんちりょう みと けんさ

およ ちりょう じこふたんぶん ほじょ

しぜい しけんみんぜい こていしさんぜい こくみんけんこうほけんぜい しはら かた

しない じゅうみんとうろく ふうふ

たいがいじゅせい けんびじゅせい けん ほじょたいしょう ほけんじょ と あ

みと ほけんてきようがい じひしんりょうぶん ふく

じんこうじゅせいふにんちりょう とくてい　　ふにんちりょう のぞ

いりょう　こうい

とうぶしみん あじおかしみん　　せんたー

せいぶ　　　　　こみゅにてぃ　　　　せんたー なんぶ　　　　こみゅにてぃ　　　　せんたー

とし　　せんたーきたざとしみん　　　せんたーせんたー

ひがしちょうしゃ えこ　はうす　　　　こまき しげんかいしゅう すてーしょん

こんかい
かてい つか しょくぶつせい てん あぶら

し げ ん わ か た だ か た

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

たいしょう

かてい つか しょくぶつせい てん あぶら

かいしゅうばしょ

かいしゅうじかん

かいしゅうほうほう
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子ども服のリユースしています！
子ども服リユースの流れ

いらなくなった
子ども服をください！

児童館で　
いらなくなった　
子供服を　引き取り

リユースできるもの

Ｔシャツ、シャツ、トレーナー、セーター、
ズボン、スカート、上着、防寒着など
マタニティ服

小学校低学年までの
子ども服  及び  マタニティ服

小さくなったりして　着られなくなった　

子ども服、　ありませんか？

もう  着られないけど  捨てるのは  もったいない・・

そんな　子ども服を　ぜひ　もってきてください！

ひとり5つまで
もらえます。
お金は　いりません

じどうかん

※小牧市民 だけ

洗濯されていないもの
シミやほつれのあるもの
小物（帽子、靴、鞄等）
特定のスポーツユニフォーム
下着、靴下、パジャマ、水着、制服

日にちと時間

児童センター 小牧5-253 75-3817 毎月1～7日 毎月1～14日

篠岡児童館 池之内3428-2 79-0690 毎日 毎日

小牧児童館 新町3-257 77-0906 

小牧南児童館 北外山1187 77-0454  

北里児童館 下小針中島2-130 71-1183  

西部児童館 西之島528-1 42-0205  

大城児童館 城山3-2-4 78-0046 毎日 毎日

味岡児童館 岩崎250-1 75-4999 H25ひっこしのあと行う予定

時間が　場所により　違います！ 下の　電話で　確認してください！

引取りできるもの

引取りできないもの

※それぞれ休館日を除きます

毎月1～7日
毎月第3日曜日

から次の土曜日

児童館 住    所 電話番号 引き取り時期 服の提供時期

難しい手続きはありません！
名前などを　かくだけです！

かんたん！ 無料！
気軽にどうぞ！

どちらもお金は

かからないんだね！

じどうかん

こどもふく ひ と

こ

こ

こ

ちい き

き す

こ

こ

こ

ふく

ふく

ふく

しゃつ

ひきと

ひきと

せんたく

しみ

こもの ぼうし くつ などかばん

したぎ みずぎ せいふくくつした ぱじゃま

すぽーつとくてい ゆにふぉーむ

とれーなー せーたー

ずぼん うわぎ ぼうかんぎ

またにてぃふく

すかーと

しゃつ

およ またにてぃふく

り ゆ ー す

り ゆ ー す なが

かね

りゆーす

しょうがっこう ていがくねん

こまき しみん

ふく

ふく

ふく

ひ じかん

じかん ばしょ ちが

じどうかん じゅうしょ

こまき

いけのうち

しんまち

きたとやま

しもおばり なかしま

にしのしま

しろやま

いわさき

でんわ ばんごう ひ

まいつき まいつき

まいつき

まいにち まいにち

まいにち

まいつき だい にちようび

どようびつぎ

まいにち

よていおこな

きゅうかんび のぞ

にち にち

にち

と じき ふく ていきょうじき

じどうかん

じどうかん

じどうかん

じどうかん

じどうかん

じどうかん

じどうかん

じどう

しのおか

こまき

こまきみなみ

きたざと

せいぶ

おおしろ

あじおか

でんわした かくにん

むずか

なまえ

てつづ

むりょう

きがる

かね
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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

●国民健康保険税（第６期）

●後期高齢者医療保険料（第４期）

●介護保険料（第５期）

次の 税金の 支払い期限が １１月３０日(金) です

バーコード付きの　納付書なら　コンビニエンスストアでも　税金の　支払いが　できます。

※納付書の　納付期限内。

平日の  昼間は  忙しいから、 税金の  納付が  できない  人は・・・

支払いは  早めに！ みんなのために  支払いの  ルールを  守りましょう。 支払い忘れ  防止には、 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  預金残高を   確認してください。

支払いが　遅れると　市役所から　再び　納付書（督促状）が　送られ　遅れていることを　通知します。　

気がついたら　早めに　支払いを　してください。 支払いが　遅れる　理由には　様々な　事情が　

あるかもしれませんが、 市役所収税課へ　相談・連絡等が　なければ　分かりません。　

遅れている　理由が　あれば　伝えてください。

☆支払いが遅れると・・・

小牧市役所  本庁舎（新庁舎）  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

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。

１

2

3

本庁舎２階、 日曜日に　市の　税金の　支払相談、 支払窓口を　開いています｡

日時 ： １１月１１日（日）　１１月２５日（日）  　８:３０から17：１５まで

小牧駅出張所では、 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から17：１５まで　※小牧駅出張所の  休業日は  年末年始です。

にちようびほんちょうしゃ かい ぜいきんし しはらいそうだん しはらいまどぐち ひら

へいじつ ひるま ぜいきんいそが のうふ ひと

にちじ

こまきえきしゅっちょうじょ

こまきえきしゅっちょうじょ きゅうぎょうび

つ のうふしょ こ ん び に え ん す す と あば ー こ ー ど

のうふきげんないのうふしょ

ぜいきん しはら

ねんまつねんし

まいにち つごう よ りようぜいきん しはらいまどぐち ひら

がつ にち にち がつ にち にち

しはら

しはら おく

しはら しはら こうざ ふりかえ

べんり こうざぜいきん ふりかえ ぜんじつしはら　　　きげんしはら ひと よきん ざんだか かくにん

はや るーる ぼうしまも わす

こくみん けんこう ほけん　ぜい かいごほけんりょうだいろっき

だいよんきこうきこうれいしゃいりょうほけんりょう

だい  ご  き

つ ぎ ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ に ち き ん

しはら おく しやくしょ ふたた のうふしょ とくそくじょう おく おく つうち

き はや しはら しはら おく りゆう さまざま じじょう

しやくしょ しゅうぜいか そうだん れんらくとう わ

おく りゆう つた

こまき　しやくしょ ほんちょうしゃ
しんちょうしゃ

ぽるとがるご

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

げつ きん すぺいんご えいご げつ もくか

にかい せいかつ　　　　こうりゅうかない

のぞ

といあわせさき せいかつこうりゅうか

が い こ く じ ん   そ う だ ん ま ど ぐ ち し



5

生活情報誌こまき生活情報誌こまき

いきいきこまき

場所：小牧市市民会館・公民館
11月17日（土）・18日（日）10:00～15:00

生活展

農業祭

環 境フェア

消 防フェア

●市内消費者団体のパネル展示

●おもちゃ修理コーナー

●刃物研ぎコーナー

●クイズラリー

●マイバック作製コーナー
●古紙リサイクルコーナー
●クラフトコーナー
●エコカー展示コーナー

●消火・地震・濃煙体験
●ちびっ子レスキュー
●救急車の展示・救急体験

2012

両日午前・午後 150名粗品進呈

●物産展コーナー…りんご･さんま寿司等
●生産者直売コーナー…柿･名古屋コーチン等
●米消費拡大推進コーナー…みたらしだんご
●緑化推進コーナー…苗木の配布

お子様連れ
の

家族で楽し
めます!!

体験型のブ
ースが

たくさんあ
るよ！

しない　　しょうひしゃ　だんたい

ぶっさんてん　　　　こーなー

せいかつしゃ　ちょくばい　　　こーなー

こめ　しょうひ　　かくだい　すいしん　　　こーなー

りょくか　すいしん　　　こーなー

まいばっく

こし りさいくる こーなー

くらふと こーなー

えこかー

しょうか

きゅうきゅうしゃ てんじ きゅうきゅうたいけん

こ れすきゅー

じしん のうえん　たいけん

こーなーてんじ

さくせい こーなー

たいけんが
た

こさま　づ

かぞく
たの

ぶーす

なえぎ はいふ

かき なごや こーちん など

す　し　など

りょうじつ　ごぜん めい そしな　しんていごご

しゅうり こーなー

はもの

くいず　　　らりー

こーなーと

ぱねる てんじ

ば し ょ こ ま き し し み ん か い か ん

せ い か つ て ん

の う ぎ ょ う さ い

か ん き ょ う 　 　 　 ふ ぇ あ

し ょ う ぼ う 　 　 　 ふ ぇ あ

こ う み ん か ん

がつ にち ど にち にち

農政課　TEL.０５６８-７６-1131問合先
といあわせさき のうせいか
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問合先 小牧市国際交流協会（KIA）事務局  小牧市公民館4階　TEL0568-76-0905

小牧市国際交流協会（KIA)事務局　小牧市公民館4階
TEL0568-76-0905　FAX0568-71-8396   E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp問合先・申込先

小牧国際ボウル

いろいろな　国の　人との　出会いに　関心のある　小学生以上の人

中学生より　年上の　日本人、　外国人　それぞれ　６０人
小学生２０人（日本人１０人、外国人１０人）の　全部で　１４０人

１１月２５日（日）　９：３０～１２：３０

ボウリング交流会ボウリング交流会

小学生 ： 会員３００円、 その他５００円
中学生以上 ： 会員５００円、 その他８００円

世界の　ともだちと　ボウリングを　楽しみませんか？

※定員になったら　受付を　終わりにします。
※当日　市民会館から　小牧国際ボウルまで　バスで　行けます。　予約が　必要です。

１０月１７日（水）～１１月１６日（金）[日・月曜日・祝日、12：00から13:00は休み]に、
申込の紙（市生活交流課、市公民館、市民センターなどにあります）と　お金を　持って　
小牧市国際交流協会へ　来てください。

おかざき　世界　子ども　美術博物館

小学3年～中学3年で　小牧市にすんでいる・小牧の学校で　勉強をしている人。
またはＫＩＡの会員。

日本人・外国人の　子ども　それぞれ　15人。

１２月９日（日）　9:00～16:00（予定）　
雨でも　行きます。

会員300円、　会員で　ない人500円

2012年１１月６日（火）～2012年１１月２７日（火）
お金をもって　国際交流協会事務局（小牧市公民館4階）へ　来てください。

ジュニア倶楽部
ＥＢアートで  世界に  １つだけの  ものを  作ったり、  
たのしい  イベントが  たくさん  あります！！！
EBアートとは・・・石膏板や　粘土板に　描き、

 陶画のように　仕上がる　アートです

KIA

KIA 「世界の友達と 見て、 
  ふれて、体験しよう！」

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

こまきし　 こくさいこうりゅうきょうかい き

じむきょく こまきしこうみんかんよんかい

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

こくさいこうりゅうきょうかい　じむきょく

こまきし  こうみんかん

こまきし　  こうみんかんよんかい き

かいじむきょく

日 時 にちじ

場 所 ばしょ

対 象 たいしょう

定 員 ていいん

料　金 りょうきん

申込み もうしこみ

がつ

がつ

あめ

せかい

しょうがくさんねん

にほんじん

かいいん

ねん

かね

むいか かがつ ねん にち かがつ

えん かいいん えんひと

がいこくじん こ にん

ちゅうがくさんねん

かいいん

こまきし こまき がっこう べんきょう ひと

びじゅつはくぶつかんこ

い

ここのか にち
よてい

こまき　こくさい　ぼうる

ちゅうがくせい

しょうがくせい

しょうがくせい かいいん えん えんた

ちゅうがくせいいじょう

がつ

もうしこみ しせいかつこうりゅうか しこうみんかん しみん　　せんたー かね もかみ

にち すい がつ にち きん にち　　げつようび　しゅくじつ やす

かいいん えん えんた

にん にん にん にんぜんぶにほんじん がいこくじん

としうえ にほんじん がいこくじん にん

くに ひと かんしん しょうがくせいいじょう ひとで　あ

にち にち

ていいん

あーと せっこうばん

とうが あーとし　あ

ねんどばん か

とうじつ しみんかいかん こまき　こくさい　　ぼうる ばす い よやく ひつよう

うけつけ お

ぼ う り ん ぐ

く 　 ら 　 ぶじ ゅ に あ

こ う り ゅ う か い

　せかい

あーと

いべんと

せかい つく

せかい ともだち

たいけん

み

ぼうりんぐ たの

日 時 にちじ

場 所 ばしょ

対 象 たいしょう

定 員 ていいん

料　金 りょうきん

申込み もうしこみ
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イルミネーション

小牧勤労センター　小牧市大字上末２２３３番地２　TEL0568-７９-７７１１問合先

11月17 日（土）～12月25日（火）　17:00 ～22:00

小牧駅　周辺の　広場や　道路

期 間

屋外駐車場 多目的ホール

体 育 館 テニスコート

場 所

イルミネーション

小牧勤労センターで　色々な　催しを　行います。１日を　楽しく　過ごしてください。

１１月４日（日） ９:00から 16:00

・やさい、　くだものなど　販売
・のみもの、　食べ物の　屋台販売
・こども向け　イベント （丸太切りなど）

・のど自慢
（見学できます）

・アイドルダンス講習 （見学できます） ・テニス大会 （見学できます）

今年は　市民の　手作りによる　イルミネーションも　あります。
いつもとは　違う　小牧の　夜景を　お楽しみ　ください。

※申し込みはいりません日 時 場 所

演奏と　ともに、　みんなでイルミネーションを　点灯しましょう！オープニングイベント
にぎわい広場11月17日（土）　17:00～18:00

こ ま き 　 　 き ん ろ う 　 　 せ ん た ー

い る み ね ー し ょ ん

し ゅ う ね ん か ん し ゃ さ い

こまき　きんろう　　せんたー こまきし　おおあざかみずえ ばんちといあわせさき

こまき　きんろう　　せんたー

ことし しみん

ちが こまき やけい たの

てづく いるみねーしょん

にちがつ にち

いろいろ もよお おこな いちにち たの す

はんばい

あいどる　　　だんす　　こうしゅう けんがく けんがくてにす　たいかい

けんがく

じまん

た もの やたいはんばい

む いべんと まるた ぎ

おくがいちゅうしゃじょう

たいいくかん

がつ

にちじ ばしょ

こまきえき しゅうへん ひろば どうろ

にち ど がつ にち か

きかん

お ー ぷ に ん ぐ い べ ん と

ばしょ

えんそう

がつ にち ど ひろば もう　　　こ

いるみねーしょん てんとう

たもくてきほーる

てにすこーと



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

11月13日（火）
11月20日（火）
11月27日（火）
12月4日（火）

11月2日（金）
11月9日（金）
11月16日（金）

11月7日（水）
11月14日（水）
11月28日（水）

11月7日（水）

11月8日（木）

11月29日（木）

11月30日（金）

11月28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

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）

11月26日（月）
12月3日（月）
12月17日（月）

※胃がん検診実施日時に採便容器を回収します。

9:0０～15:30

14:００～15:30

12月12日（水） ９:3０～１１:00

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

小牧児童館

篠岡児童館

保健センター

市内産婦人科

保健センター

東部市民センター

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）

子宮がん検診
（内診、視診、細胞診）

12月13日（木）

11月21日（水）

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

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

●定員／85人　●料金／1,200円　●申込み／保健センター
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

10:00～11:00

2011年５月1日～12日生まれ
2011年５月13日～23日生まれ
2011年５月24日～3１日生まれ

2010年８月1日～15日生まれ

2010年８月16日～31日生まれ

2009年1１月1日～13日生まれ
2009年1１月14日～22日生まれ
2009年1１月23日～3０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

歯が生え始めた子どもとその親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７月1日～9日生まれ
2012年７月10日～18日生まれ
2012年７月19日～23日生まれ
2012年７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

11月9日（金）
11月16日（金）
11月20日（火）

10:00～11:15

9:00～12:00

13:00～16:00 ●料金／無料　●申込み／保健センター
11月5日（月）
11月14日（水）
11月28日（水）

●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

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

頸部がん検診750円

（ ）

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 おや 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 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

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 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

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

きたさと じどうかん

しのおか じどうかん

こまき　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
けいぶ

けんしん

けんしん

けんしん

い　し

ひつよう 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 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 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

ほけん 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

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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