
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

四季の森、バラ・アジサイまつり四季の森、バラ・アジサイまつり
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6月  4日（火）
6月11日（火）
6月18日（火）
6月25日（火）

6月  7日（金）
6月14日（金）
6月21日（金）

6月  5日（水）
6月12日（水）
6月26日（水）

6月  5日（水）

7月21日（日）

6月  6日（木）
6月20日（木）

6月28日（金）

6月26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

西部児童館
味岡児童館
小牧南児童館
小牧児童館

保健センター

※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 10:00～12:00

10:00～11:00

2011年 12月1日～10日生まれ
2011年 12月11日～22日生まれ
2011年 12月23日～31日生まれ

2011年  3月1日～15日生まれ
2011年  3月16日～31日生まれ

6月19日（水）
6月  6日（木）

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）

2010年  6月1日～11日生まれ
2010年  6月12日～22日生まれ
2010年  6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

市内在住の妊婦とその夫（妊婦のみの参加も可）30組

●内容／揺さぶられ症候群、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24日～31日生まれ
2013年  2月1日～7日生まれ
2013年  2月8日～14日生まれ
2013年  2月15日～20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
6月14日（金）
6月18日（火）
6月21日（金）
6月28日（金）

10:00～11:15

10:00～12:006月4日（火）、11日（火）
18日（火）、25日（火）

6月10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

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

パパママ教室

期　日

●消火器の 捨て方に  ついて
●税金の 納付 期限
●市・県民税 納税 通知書に ついて
●児童手当、 出産奨励 手当

●国民健康保険税に ついて
●市営住宅 入居者 募集
●バラ あじさい まつり
●駅前 モニュメント 設置
●KIA 国際 こども 教室

●KIA インドネシア 理解講座
●バレーボール チケット 案内
●35歳の ための ヤング検診
●母子 検診等 カレンダー
●外国人相談 窓口
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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.0568-７６-１１73問合先
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外国人の人口：7,207人 / 小牧の人口：153,402人（2013年5月1日現在）
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出し方

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

ᗬសߎǈ�ྟǀƥƹǅ�ƾƞǀ

登録方法 とうろくほうほう

注意 ちゅうい

サービス内容 さーびすないよう

❶特定窓口へ  回収を  たのむ。

●資源・ごみ収集日を  パソコンや  携帯電話に  メールで  知らせます。

●パソコンや  携帯電話から  登録・変更・解除が  できます。

●メールは、 収集日の  前日  18:00頃、 または  当日  6:00頃に  送ります。

●ごみの  種類を  選んで  受取ることが  できます。

（例えば、 資源ごみの  日だけ  メールを受けることもできます）

（携帯電話は  すべて登録と  なりますが、 お知らせメールから  変更できます。）

❷指定引取場所へ 持っていく。
※もっていく前に　電話を　してください。

小牧市の　指定引取場所

西濃運輸（株）小牧支店 新小木 77-7361

小牧市の　特定窓口（平成25年4月現在）※50音順

⛁ᚚɈƮǙٻ⭟ᄚ�Ƥ᭤ǣƵ�ȲɉȼȆɉȤȊ

ǼȌȔșȭɄȪƅ�ȺǵȐɉǄǃǬ�ԦƳᅝǈ�ᖢน㛂

（株）絹庄 中　央 77-2281
小牧防災 池之内 78-3109
（株）スギサン化学 横　内 77-7222
（株）ハタノ 中　央 72-1133
フルサワ商会 多気西町 72-0891
名岐防災（株） 新　町 73-6482
元田防災設備（有） 応　時 76-0039
ヤマオカ電機（株） 藤　島 73-7870

資源・ごみ収集日を  お知らせする　
メールサービスが  6月1日から  始まります。 
ポルトガル語・スペイン語・中国語が  
あります。

カセットボンベや  スプレー缶、 ライターの  ガスが  残ったままで  ごみ集積場へ  出されていることが  あります。
ガスが  残って  いると  ごみ収集車の  中で爆発し、 火災と  なることが  あり  きけんです。 カセットコンロで  使った  
カセットボンベ、 スプレー缶などを  出すときは、 必ず  ぜんぶ  使いきり、 穴を  開けて  出してください。

カセットボンベ、スプレー缶・・・資源用収集袋（緑袋）に　入れ、 金属類の　日に　出してください。

ライター・・・燃やさないごみ用収集袋（赤袋）に　入れ、 燃やさないごみの　日に　出してください。

料金

無 料

①携帯電話で  QRコードを  読み取り、 サイトに  つなげたあと、 

　画面に  従って  登録を  してください。

②下の  アドレスに  接続して、 画面に  従って  登録を  してください。

業者名 住　所 電話番号 業者名 住所 電話番号

くわしくは　廃棄物対策課に　聞くか、

市ホームページを　見てください。

❸ゆうパックコールセンター（TEL.0120-822-306）へ
　回収をたのむ。（リサイクル料金＋ゆうパック料金が必要）

http://www.53cal.jp/komaki/

●スプレー缶の　ガスの　抜き方に　ついて

ほぼ  すべての  スプレー缶（エアゾール製品）には 「ガス抜きキャップ」が  ついています。 これを  使うと、 残った  ガスを  

簡単に  抜くことが  できます。 商品に 書いてある  説明を  必ず読み、 火の気が  無く  風通しのよい  屋外で  ガス抜きを  

行ってください。 詳しくは （一般社団法人）日本エアゾール協会の  ホームページを  見てください。

●ライターの　ガスの　抜き方に　ついて

使い捨てライターの  ガスを抜くには、 操作レバーを  下げ、 輪ゴムや  セロハンテープなどで  固定し、 火の気が無く  風通しのよい  

屋外に  半日から  一日置いた後、 火が  着かなければ  ガス抜きは  完了です。 詳しくは （一般社団法人）日本喫煙具協会の  

ホームページを 見てください。 なお、 大量に  ライターがあり  処理に  困る  場合は、 廃棄物対策課まで　教えて　ください。

サービスを使うとき、 登録・変更・解除などは  

使う人本人が  してください。 登録情報は  

本サービスの  メールを  送る　ためだけに  

使います。 メール受信拒否などの  設定に  よって  

サービスが  受けられないことが  あります。

廃消火器は 次の 方法で　
捨ててください。

（リサイクル料金が いります）

（リサイクル料金＋回収料金が　いります）
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モニュメントの設置

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

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 かいじむきょく

6月1日（土） ～  6月20日（木） 9：00～17：00の間に  電話、 FAX、 E-mailで　申込
※日、月、祝日、12:00～13:00はお休み　※FAX、 E-mailの  場合は  名前・年  または
学年・住所・電話番号・会員か  会員でないかを  書いて  お申込下さい。

KIA

KIA

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

講　師 こうし

料　金 りょうきん

申込期間 もうしこみ
きかん

定　員 ていいん

参加費 さんかひ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

申込期間 もうしこみ
きかん

対　象 ばしょ

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　6月  9日（日）、 6月23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 7月  1日（月）です
●市県民税（第１期）

●国民健康保険税（第１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

問合先

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

市民税課　TEL76-1182

問合先 子育て支援課　TEL76-1129

平成25年度 市・県民税の 納税通知書を 送ります

減免について

市・県民税の納税通知書の郵送

6月は　児童手当現況届を　出す月です

出産奨励手当が　なくなります

いま  児童手当を  受けているひとへ、

出産奨励手当とは

インドネシア理解講座
17,000以上の　島々。
  たくさんの  異なる人が  住む  
     インドネシアの  文化を  知る！

国際こども教室「ふれあい体験ツアー」
みんなで  モンパ君、 モンピーちゃんに  会いに行こう！

モニュメントの設置
市では、  名古屋造形大学に  協力して  もらい、 モニュメントを  置いて  います。 今年も  小牧駅  

西駐車場  北側、  小牧駅前  にぎわい広場に  モニュメント  6個を  置きました。 ぜひ  見てください。

2013年 7月7日（日） 8:30～16:30ごろ （雨でも  行きます）

2013年 6月23日（日） 14:00～16:00

KIA会員  または  小牧市に  住んでいる  小学3～6年生

日本モンキーパーク

外国籍、 日本の  こども  それぞれ  20名

会員 300円   会員でない人 800円　他に お金は いりません

小牧市公民館4F  視聴覚室

ヘニ  ヘルナワティ氏 （Ms.Heni Hernawati）

小牧市に  住んでいる、 仕事をしている、 学校で  勉強を  している　
または  KIA会員の  中学生以上の  方

50名（予約が必要です） 無料

6/1（土）～6/22（土） 9:00～17:00の間に （日・月・祝・12:00～13:00はお休み）
国際交流協会（KIA）事務局 （市公民館4階）へ  お金を  持って  来てください

平成25年度の　納税通知書を　6月はじめに　送ります。 個人の  市・県民税は  今年
1月1日現在、 市内に  住所が  ある人に、 前年中の  所得に  対して  税金が  かかります。

5月の  終わりに  現況届を  送りました。 児童手当が  続けて  受け取れるか  どうかを  確かめる  大切な
書類なので、 6月中に  出して  ください。 現況届を  出さないと、 児童手当を  もらうことは  できません。

小牧市に  1年以上  住んでいて、 その家の  18歳未満の  こどもの  うち、
産まれた  順に  3番目  以降の  子を  産んだ  時に、 20万円を  もらえること。

2014年3月31日までの  出産は、 手当てが　もらえます。 
2014年4月1日からの  出産は、 手当てが  もらえません。

会社を  やめたときなど  所得が  多く  減ったときや  災害、 死亡、 長い  病気などで
税金を  払うことが  できない  ときは、 決められた  期限までに  申し込めば  税金が
少なくなることが  あります。 市役所まで  相談に  きてください。

問合先 小牧市国際交流協会（KIA）事務局　TEL0568-76-0905
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

問合先 都市政策課   TEL76-1155
といあわせさき
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駐車場案内図

6月1日（土）～16日（日）　9:00～19:00日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

申 込 み もうしこみ

募集内容 ぼしゅうないよう

申込期間 もうしこみ
きかん

申込方法 もうしこみ
ほうほう

問合先 保険年金課国保係　TEL0568-76-1123

問合先

ழ႞ટ௱භ௱561༃
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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？

1582年、 織田信長は、 京都の  本能寺で  家臣の  明智光秀に  襲われて
死んで  しまいます。 明智光秀が  信長を  襲った  理由は、 信長を 恨んで
いたことや  自分が  天下を  治めたい  という  説など  いくつか  ありますが、
その理由は  明らかに  なって  いません。

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

国民健康保険税は 便利な 口座振替で
小牧市では、 便利で  払い忘れのない  口座振替での  支払いが  おすすめ。
口座振替キャンペーンとして、 1,000名の  方に、 こまきプレミアム商品券
「贈答用（共通券）」（1,000円分）を  プレゼント。

6月3日（月） から 8月30日（金）まで

2013年度 国民健康保険税の 納税通知書を 送ります
2013年度の  国民健康保険税の  支払いを  お知らせする  手紙を  6月の  中ごろに  送ります。
国民健康保険税は  2013年  4月以降に  小牧市の  国民健康保険に  加入している  人に  かかります。  
税額は  2012年中の  所得 （会社から  もらった  給料など） などにより  きまります。

会社を  やめたときなど  所得が  多く  減った  ときや  災害、 死亡、 長い 病気などで  税金を  
払うことが  できないときは、 決められた  期限までに  申し込めば  税金が  少なくなる  ことが  あります。
市役所まで  相談に  きてください。

銀行等へ  通帳・印かん・納税通知書 （市役所からの  税金を  支払う  通知の  手紙）を  
もって  申し込み。 （口座振替申込用紙は  銀行等  及び  市役所  保険年金課  にあり。）
なお、 市役所では、 キャッシュカード （できない  銀行も  あり） による  口座振替の  
手続きが  できます。
※銀行等では、 キャッシュカードによる  手続きは  できません。

あたらしく  国民健康保険税の  口座振替の  手続きをして、 口座登録を  つづけていて、
国民健康保険税を  きちんと  払っている人。
ただし、 年金天引き （年金から  自動的に  引かれていた） から  変更した  人は  除きます。

市営  鷹之橋住宅  入居者  募集
市役所  建築課  窓口へ  直接  もってきて  ください （東側の  庁舎  1階） ※閉庁日は  除く

市営  鷹之橋住宅  206号

募集日程の  お知らせ（予定）
● 申込書を  配る  期間 2013年6月3日（月） ～2013年6月24日（月）

● 申し込みの  期間 2013年6月17日（月） ～2013年6月24日（月）

● 抽選日 2013年7月5日（金）

● アパートに　入れる  日 （予定） 2013年9月1日（日）

建築課営繕係　　TEL0568-76-1143

税金の減免に  ついて

あいち戦国姫隊あいち戦国姫隊

Ҳ⪭⨖ⰨҲ⪭⨖Ⱘ
バラ・アジサイステージバラ・アジサイステージ

▲大野耕生

のりば：多目的広場

乗車料：３才以上  一律  100円

※未就学児は  保護者の  同乗が  必要です。

君は  この  問題が  とけるかな？

これは  何と  読むでしょう？

これが  受付の  合い言葉  です。

君は  この  問題が  とけるかな？

これは  何と  読むでしょう？

これが  受付の  合い言葉  です。
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小牧市総合公園  市民四季の森

6/1
Sat

（期間中は  休まず  開園）

※パークゴルフは ６/3（月）、10（月）のみ  メンテナンスのため  お休み  致します

１0:30～

１1:00～

１2:30～

①12:00～
②14:00～

①12:00～　②14:30～

11:00～16:00

11:00～16:00

11:00～16:00

11:00～16:00

（6/1は12:00～）

①12:20～
②14:20～

キン肉マン、 トリコなど  数々の  アニメや  特撮番組の  主題歌を  歌う
『串田アキラ』さんと  一緒に  親子で  盛り上がろう！
キン肉マン、 トリコなど  数々の  アニメや  特撮番組の  主題歌を  歌う
『串田アキラ』さんと  一緒に  親子で  盛り上がろう！
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こまちんと  くまモンが  やってくる!!こまちんと  くまモンが  やってくる!!

体験型謎解きイベント体験型謎解きイベント
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○2010 熊本県くまモン
協力：熊本県大阪事務所
ｃ

小牧山城築城

450年  観光大使の  憲俊さんも  来場します!!

小牧山城築城

450年  観光大使の  憲俊さんも  来場します!!

バラ  アジサイまつり花と 緑で「夢・チャレンジ」

入 場
無 料

水辺の音楽広場

6/1
Sat

多目的広場 6/1
Sat

6/2
Sun

多目的広場

6/1
Sat

6/2
Sun

園内全域

6/1
Sat

くつろぎ広場6/9
Sun/2

Sun
/9
Sun

/16
Sun

岐阜武将隊　
信義徹誠
岐阜武将隊　
信義徹誠
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先着１０００名
無料配布

バラや  アジサイの  絵を  描いて
飛ばそう！

大草5786-1

小牧発祥の  鶏 ･ 名古屋コーチンと  地元の  
食材が  たっぷり  つまった  名物鍋。 今年は  
小牧山城築城450年記念  特別バージョン！

園内全域
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¥1,000

年上坂
宮ノ上

東洞野口大山

市民四季の森 P

大山川
中
央
自
動
車
道

19

178

年上坂東

P 北入口 ホタルの里

エコハウス
・小牧

東入口

南入口

駐車場案内図

6月1日（土）～16日（日）　9:00～19:00日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

申 込 み もうしこみ

募集内容 ぼしゅうないよう

申込期間 もうしこみ
きかん

申込方法 もうしこみ
ほうほう

問合先 保険年金課国保係　TEL0568-76-1123

問合先

ழ႞ટ௱භ௱561༃
ġఒෳɈ๏ݚຕێɒɈპĆʙ̒ ˄̀ ʐɘɤɈණ!ழ႞ġ

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？

1582年、 織田信長は、 京都の  本能寺で  家臣の  明智光秀に  襲われて
死んで  しまいます。 明智光秀が  信長を  襲った  理由は、 信長を 恨んで
いたことや  自分が  天下を  治めたい  という  説など  いくつか  ありますが、
その理由は  明らかに  なって  いません。

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

国民健康保険税は 便利な 口座振替で
小牧市では、 便利で  払い忘れのない  口座振替での  支払いが  おすすめ。
口座振替キャンペーンとして、 1,000名の  方に、 こまきプレミアム商品券
「贈答用（共通券）」（1,000円分）を  プレゼント。

6月3日（月） から 8月30日（金）まで

2013年度 国民健康保険税の 納税通知書を 送ります
2013年度の  国民健康保険税の  支払いを  お知らせする  手紙を  6月の  中ごろに  送ります。
国民健康保険税は  2013年  4月以降に  小牧市の  国民健康保険に  加入している  人に  かかります。  
税額は  2012年中の  所得 （会社から  もらった  給料など） などにより  きまります。

会社を  やめたときなど  所得が  多く  減った  ときや  災害、 死亡、 長い 病気などで  税金を  
払うことが  できないときは、 決められた  期限までに  申し込めば  税金が  少なくなる  ことが  あります。
市役所まで  相談に  きてください。

銀行等へ  通帳・印かん・納税通知書 （市役所からの  税金を  支払う  通知の  手紙）を  
もって  申し込み。 （口座振替申込用紙は  銀行等  及び  市役所  保険年金課  にあり。）
なお、 市役所では、 キャッシュカード （できない  銀行も  あり） による  口座振替の  
手続きが  できます。
※銀行等では、 キャッシュカードによる  手続きは  できません。

あたらしく  国民健康保険税の  口座振替の  手続きをして、 口座登録を  つづけていて、
国民健康保険税を  きちんと  払っている人。
ただし、 年金天引き （年金から  自動的に  引かれていた） から  変更した  人は  除きます。

市営  鷹之橋住宅  入居者  募集
市役所  建築課  窓口へ  直接  もってきて  ください （東側の  庁舎  1階） ※閉庁日は  除く

市営  鷹之橋住宅  206号

募集日程の  お知らせ（予定）
● 申込書を  配る  期間 2013年6月3日（月） ～2013年6月24日（月）

● 申し込みの  期間 2013年6月17日（月） ～2013年6月24日（月）

● 抽選日 2013年7月5日（金）

● アパートに　入れる  日 （予定） 2013年9月1日（日）

建築課営繕係　　TEL0568-76-1143

税金の減免に  ついて

あいち戦国姫隊あいち戦国姫隊

Ҳ⪭⨖ⰨҲ⪭⨖Ⱘ
バラ・アジサイステージバラ・アジサイステージ

▲大野耕生

のりば：多目的広場

乗車料：３才以上  一律  100円

※未就学児は  保護者の  同乗が  必要です。

君は  この  問題が  とけるかな？

これは  何と  読むでしょう？

これが  受付の  合い言葉  です。

君は  この  問題が  とけるかな？

これは  何と  読むでしょう？

これが  受付の  合い言葉  です。
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小牧市総合公園  市民四季の森

6/1
Sat

（期間中は  休まず  開園）

※パークゴルフは ６/3（月）、10（月）のみ  メンテナンスのため  お休み  致します

１0:30～

１1:00～

１2:30～

①12:00～
②14:00～

①12:00～　②14:30～

11:00～16:00

11:00～16:00

11:00～16:00

11:00～16:00

（6/1は12:00～）

①12:20～
②14:20～

キン肉マン、 トリコなど  数々の  アニメや  特撮番組の  主題歌を  歌う
『串田アキラ』さんと  一緒に  親子で  盛り上がろう！
キン肉マン、 トリコなど  数々の  アニメや  特撮番組の  主題歌を  歌う
『串田アキラ』さんと  一緒に  親子で  盛り上がろう！
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こまちんと  くまモンが  やってくる!!こまちんと  くまモンが  やってくる!!

体験型謎解きイベント体験型謎解きイベント
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Q
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○2010 熊本県くまモン
協力：熊本県大阪事務所
ｃ

小牧山城築城

450年  観光大使の  憲俊さんも  来場します!!

小牧山城築城

450年  観光大使の  憲俊さんも  来場します!!

バラ  アジサイまつり花と 緑で「夢・チャレンジ」

入 場
無 料

水辺の音楽広場

6/1
Sat

多目的広場 6/1
Sat

6/2
Sun

多目的広場

6/1
Sat

6/2
Sun

園内全域

6/1
Sat

くつろぎ広場6/9
Sun/2

Sun
/9
Sun

/16
Sun

岐阜武将隊　
信義徹誠
岐阜武将隊　
信義徹誠
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先着１０００名
無料配布

バラや  アジサイの  絵を  描いて
飛ばそう！

大草5786-1

小牧発祥の  鶏 ･ 名古屋コーチンと  地元の  
食材が  たっぷり  つまった  名物鍋。 今年は  
小牧山城築城450年記念  特別バージョン！

園内全域
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PALAU

SINGAPORE

MYANMAR

モニュメントの設置

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

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 かいじむきょく

6月1日（土） ～  6月20日（木） 9：00～17：00の間に  電話、 FAX、 E-mailで　申込
※日、月、祝日、12:00～13:00はお休み　※FAX、 E-mailの  場合は  名前・年  または
学年・住所・電話番号・会員か  会員でないかを  書いて  お申込下さい。

KIA

KIA

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

講　師 こうし

料　金 りょうきん

申込期間 もうしこみ
きかん

定　員 ていいん

参加費 さんかひ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

申込期間 もうしこみ
きかん

対　象 ばしょ

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　6月  9日（日）、 6月23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 7月  1日（月）です
●市県民税（第１期）

●国民健康保険税（第１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

問合先

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

市民税課　TEL76-1182

問合先 子育て支援課　TEL76-1129

平成25年度 市・県民税の 納税通知書を 送ります

減免について

市・県民税の納税通知書の郵送

6月は　児童手当現況届を　出す月です

出産奨励手当が　なくなります

いま  児童手当を  受けているひとへ、

出産奨励手当とは

インドネシア理解講座
17,000以上の　島々。
  たくさんの  異なる人が  住む  
     インドネシアの  文化を  知る！

国際こども教室「ふれあい体験ツアー」
みんなで  モンパ君、 モンピーちゃんに  会いに行こう！

モニュメントの設置
市では、  名古屋造形大学に  協力して  もらい、 モニュメントを  置いて  います。 今年も  小牧駅  

西駐車場  北側、  小牧駅前  にぎわい広場に  モニュメント  6個を  置きました。 ぜひ  見てください。

2013年 7月7日（日） 8:30～16:30ごろ （雨でも  行きます）

2013年 6月23日（日） 14:00～16:00

KIA会員  または  小牧市に  住んでいる  小学3～6年生

日本モンキーパーク

外国籍、 日本の  こども  それぞれ  20名

会員 300円   会員でない人 800円　他に お金は いりません

小牧市公民館4F  視聴覚室

ヘニ  ヘルナワティ氏 （Ms.Heni Hernawati）

小牧市に  住んでいる、 仕事をしている、 学校で  勉強を  している　
または  KIA会員の  中学生以上の  方

50名（予約が必要です） 無料

6/1（土）～6/22（土） 9:00～17:00の間に （日・月・祝・12:00～13:00はお休み）
国際交流協会（KIA）事務局 （市公民館4階）へ  お金を  持って  来てください

平成25年度の　納税通知書を　6月はじめに　送ります。 個人の  市・県民税は  今年
1月1日現在、 市内に  住所が  ある人に、 前年中の  所得に  対して  税金が  かかります。

5月の  終わりに  現況届を  送りました。 児童手当が  続けて  受け取れるか  どうかを  確かめる  大切な
書類なので、 6月中に  出して  ください。 現況届を  出さないと、 児童手当を  もらうことは  できません。

小牧市に  1年以上  住んでいて、 その家の  18歳未満の  こどもの  うち、
産まれた  順に  3番目  以降の  子を  産んだ  時に、 20万円を  もらえること。

2014年3月31日までの  出産は、 手当てが　もらえます。 
2014年4月1日からの  出産は、 手当てが  もらえません。

会社を  やめたときなど  所得が  多く  減ったときや  災害、 死亡、 長い  病気などで
税金を  払うことが  できない  ときは、 決められた  期限までに  申し込めば  税金が
少なくなることが  あります。 市役所まで  相談に  きてください。

問合先 小牧市国際交流協会（KIA）事務局　TEL0568-76-0905
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

問合先 都市政策課   TEL76-1155
といあわせさき

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

しけんみんぜい

こくみんけんこうほけんぜい

だいいっき

だいいっき

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

といあわせさき

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

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 げ つ

がつついたち ど がつ はつか もく あいだ でんわ もうしこみ

にち げつ しゅくじつ やす ばあい なまえ とし

がくねん じゅうしょ かいいん かいいん か もうしこみ くだでんわ    ばんごう

しはら ひと

ば ー こ ー ど

むりょうひつようよやくめい

かたちゅうがくせい　いじょうかいいん

べんきょうがっこうしごとすこまきし

へるなわてぃへに し

しちょうかくしつこまきし　　　こうみんかん

にちにちがつねん

しぶ んかい ね ど ねし あ

すひとこと

しまじまいじょう

りか い こうざい ん ど ねし あ

きもかねかいし　こうみんかんじむきょくこくさいこくりゅうきょうかい

やすしゅくげつにちあいだどど

かねほかえん ひとかいいん えんかいいん

めいにほんがいこくせき

ねんせいしょうがくすこまきしかいいん

にほん もんきーぱーく

いあめにちにちがつねん

いあも ん ぴ ーも ん ぱ くん

つ あ ーた い けん
きょうしつこくさ い

としせいさくか

みおこもにゅめんとひろばこまきえきまえきたがわにしちゅうしゃじょう

こまきえきことしおもにゅめんときょうりょくなごやぞうけいだいがくし

せっちも にゅめん と

しえんかこそだ

まんえんときうこいこうばんめじゅんう

さい　みまんいえすねん　いじょうこまきし

しゅっさんしょうれいてあて

てあしゅっさんついたちがつねん

てあしゅっさんにちがつねん

しゅっさんしょう れ いて あ て

じどうてあてだげんきょうとどけだがつちゅうしょるい

たいせつたしとうつづじどうてあておげんきょうとどけおがつ

うじどうてあて

つ きだじどうて あ て げん きょうとど けが つ

しみんぜいか

そうだんしやくしょすく

ぜいきんこもうきげんきはらぜいきん

びょうきながしぼうさいがいへおおしょとくかいしゃ

げんめん

ぜいきんたいしょとくぜんねんちゅうひとじゅうしょしないがつついたちげんざい

ことしけんみんぜいしこじんおくがつのうぜいつうちしょねんどへいせい

ゆうそうのうぜいつうちしょけんみんぜいし

おくの うぜ い つ うちしょけん みんぜ いしね ん どへ い せ い

こまきし  こうみんかん
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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

販 売 場 所 はんばい
ばしょ

チケット発売日 ちけっと
はつばいび

開 催 日 程 かいさい
にってい

'*7#�ᧁਹȡȽɉȭɉȼƄ

ɀɉȼȚȻɉȁ�����ᡴ॑̓

公益財団法人  小牧市体育協会　小牧市大字間々原新田737  TEL.0568-７3-3330 問合先
といあわせさき

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

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

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 ついて
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  15分ごとです。
申込みの時に  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。

ᄚሄWTȦǴɄȺɄȚ

6月15日（土）・・・・・・開場時間/11:30　試合開始/13:00
6月16日（日）・・・・・・開場時間/11:30　試合開始/13:00

2013年 5月11日（土）
AM 8:30～

小牧市スポーツ公園
総合体育館内
パークアリーナ小牧

チ
ケ
ッ
ト
価
格

小牧市スポーツ公園総合体育館内  パークアリーナ小牧

座  席 通常価格 小牧市民 特別割引価格

SSアリーナサイド席（1階アリーナサイド） 5,000円

Sスタンドサイド席（2階スタンドサイド） 4,000円

Aアリーナエンド席（1階アリーナエンド） 3,000円

2階自由席（ 一   般 ） 2,000円

2階自由席（ 小中高生 ） 1,000円

4,000円
3,000円
2,000円
1,000円
500円

【協力:小牧市バレーボール協会】※チケットは  1人5枚まで。※席数に  限りが  あります。

はんばい
ばしょ試 合 会 場

（H26）

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

きうけつけじかんときもうしこ

ふんうけつけじかん

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

ないぞうしぼう

せいかつしゅうかんびょうよぼう

けんしんやんぐ

さい

しあいかいしかいじょうじかんどにちがつ

ふぃんらんどにっぽん

こまきたいかい
わーるどりーぐ

ばれーぼーるだんし

ままはらしんでんおおあざこまきしたいいくきょうかいこまきしこうえきざいだんほうじん

きょうかいばれーぼーるこまきしきょうりょくかぎせきすうまいひとりちけっと

えんえんしょうちゅうこうせいじゆうせきかい

えんえんいっぱんじゆうせきかい

えんえんありーなえんどかいせきありーなえんど

えんえんすたんどさいどかいせきすたんどさいど

えんえんありーなさいどかいせきありーなさいど

とくべつわりびきかかくこまきしみんつうじょうかかくざせき

ちけっと
かかくこまきぱーくありーな

こまきし

どにちがつねん

こまきぱーくありーなすぽーつ

すぽーつ

こまきし

しあいかいしかいじょうじかんにちにちがつ

こうえん

こうえんそうごうたいいくかんない

そうごうたいいくかんない



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

四季の森、バラ・アジサイまつり四季の森、バラ・アジサイまつり

P2

P8

P3

P4 P6

P5

P6

P7

6月  4日（火）
6月11日（火）
6月18日（火）
6月25日（火）

6月  7日（金）
6月14日（金）
6月21日（金）

6月  5日（水）
6月12日（水）
6月26日（水）

6月  5日（水）

7月21日（日）

6月  6日（木）
6月20日（木）

6月28日（金）

6月26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

西部児童館
味岡児童館
小牧南児童館
小牧児童館

保健センター

※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 10:00～12:00

10:00～11:00

2011年 12月1日～10日生まれ
2011年 12月11日～22日生まれ
2011年 12月23日～31日生まれ

2011年  3月1日～15日生まれ
2011年  3月16日～31日生まれ

6月19日（水）
6月  6日（木）

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）

2010年  6月1日～11日生まれ
2010年  6月12日～22日生まれ
2010年  6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

市内在住の妊婦とその夫（妊婦のみの参加も可）30組

●内容／揺さぶられ症候群、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24日～31日生まれ
2013年  2月1日～7日生まれ
2013年  2月8日～14日生まれ
2013年  2月15日～20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
6月14日（金）
6月18日（火）
6月21日（金）
6月28日（金）

10:00～11:15

10:00～12:006月4日（火）、11日（火）
18日（火）、25日（火）

6月10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

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

パパママ教室

期　日

●消火器の 捨て方に  ついて
●税金の 納付 期限
●市・県民税 納税 通知書に ついて
●児童手当、 出産奨励 手当

●国民健康保険税に ついて
●市営住宅 入居者 募集
●バラ あじさい まつり
●駅前 モニュメント 設置
●KIA 国際 こども 教室

●KIA インドネシア 理解講座
●バレーボール チケット 案内
●35歳の ための ヤング検診
●母子 検診等 カレンダー
●外国人相談 窓口

もくじもくじ

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

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　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

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

ていたいじゅうじとどけ
しゅっせいたいじゅう

とどけでさき ほけん　ねんきん　かほけん　　　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 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

せいぶ　　 じどうかん

こまきみなみ　　 じどうかん

こまき　　 じどうかん

あじおか　　じどうかん

ほけん せんたー

ないよう にんしんちゅう しょくじ くち けんこうゆ しょうこうぐん 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

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 みまん ひょうじゅんてきせっしゅきかん

すい

にち

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

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

しき もり ばら あじさい

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.0568-７６-１１73問合先

といあわせさき せいかつこうりゅうか

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

かれんだーけんしんとうぼし

まどぐちきょうしつこくさいてあてしょうれいしゅっさんてあてじどう

せっちもにゅめんとえきまえつうちしょのうぜいけんみんぜいし

ばらきげんのうふぜいきん

あんないちけっとばれーぼーるぼしゅうにゅうきょしゃしえいじゅうたくかたすしょうかき

りかいこうざいんどねしあこくみんけんこうほけんぜい

がいこくじんそうだん

やんぐけんしんさい

ていたいじゅうじ
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外国人の人口：7,207人 / 小牧の人口：153,402人（2013年5月1日現在）


