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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

12月15日（火）
12月22日（火）
  1月  5日（火）
  1月12日（火）

12月  4日（金）
12月11日（金）
12月18日（金）

12月  2日（水）
12月  9日（水）
12月16日（水）

12月21日（月）
12月14日（月）

12月10日（木）

12月  3日（木）
12月10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  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  悪い人は、 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  6月  1日～11日生まれ
2014年  6月12日～20日生まれ
2014年  6月21日～30日生まれ

2013年  9月  1日～15日生まれ
2013年  9月16日～30日生まれ

保健センター 13:45～14:30

2012年12月  1日～11日生まれ
2012年12月12日～21日生まれ
2012年12月22日～31日生まれ

2015年  8月  1日～  7日生まれ
2015年  8月  8日～16日生まれ
2015年  8月17日～22日生まれ
2015年  8月23日～31日生まれ

12月  9日（水）

  1月31日（日）

12月18日（金）

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

10:00～11:00

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

●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

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

12月15日（火）

12月  8日（火）

12月  1日（火）

12月18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

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

日にち

12月21日（月）

健診のお知らせ
けんしん し

もくじもくじ

●家電リサイクル法の対象に  なるもの

 （テレビ、冷蔵庫、洗濯機など）を  捨てたいなと思ったら

●B型・C型肝炎ウイルス検査結果が  陽性で  あった人へ

●KIA プレスクール

●KIA  第3期日本語教室

●12月の  児童館  イベント情報

●クリスマスコンサート～ベルで  きらめく  クリスマス～

●プラネタリウム 新番組

●図書館映画デー

●図書館クリスマス会

●えほん図書館クリスマス会

●2016年  小牧市  成人祝賀式

●次の  税金の  支払い期限は  12月25日（金）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

（標準的  接種期間は  生まれてから  5か月～8か月）

生まれてから  5か月～1歳未満

10:00～11:15
●内容／子どもを  育てる  ことに  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（希望者だけ）

西部児童館

小牧南児童館

小牧南児童館

12月18日（金）

12月11日（金）

12月22日（火）

育児相談、
妊婦・産婦健康相談

昨年度  イルミネーションの  様子昨年度  イルミネーションの  様子

小牧市内に  住んでいる  妊婦と  その夫 （妊婦のみの参加OK）30組

ぼ 　し けんしん　など か れ んだ ー
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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

いくじ そうだん

にんぷ さんぷ そうだんけんこう
じどうかんこまきみなみ

じどうかんこまきみなみ

じどうかんせいぶ ないよう こ そだ

ふあん しんぱい そうだん
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外国人の人口：7,462人 / 小牧の人口：153,686人（2015年  11月 1日現在）
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
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問合先
といあわせさき

愛知県春日井保健所 生活環境安全課　TEL.0568-31-2189愛知県春日井保健所 生活環境安全課　TEL.0568-31-2189
あいちけんあいちけん

次の 税金の 支払い期限は 12月 25日（金）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）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　    あんぜんかしみん　    あんぜんか そうだんそうだん ちょくつうちょくつう

問合先
といあわせさき

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

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　12月 13日（日）、 12月 27日（日）　8:30～17:15

○固定資産税（第3期） ○国民健康保険税（第7期）

○介護保険料（第6期） ○後期高齢者医療保険料（第5期）

○固定資産税（第3期） ○国民健康保険税（第7期）

○介護保険料（第6期） ○後期高齢者医療保険料（第5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。

今月は、 支払い期限が  25日（金）です。 支払いは  早めに！ 

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。

家電リサイクル法の  対象に  なるものは 「家電リサイクル法」で 決められて  います。

捨てるときは、 お店などに  引き取りを  頼み、 決められた  リサイクル料金を  払って  ください。

愛知県では、  対象と  なる人が  肝炎ウイルスの  精密検査を  初めて  受けたとき  
又は  定期検査を  受けたときに  払う  お金を  減らすことが  できます。

エアコン、 テレビ、 冷蔵庫 ・ 冷凍庫、 洗濯機 ・ 衣類乾燥機

製品を  買ったときと  同じ店に  引き渡す。 
買い替える  場合は  新しい製品を  買う店に  引き渡す。

小牧市の  許可を  持つ収集運搬業者へ  引き取りを  頼む。

※持ち込む  前に  リサイクル料金の  振り込みが  必要です。

　詳しくは  廃棄物対策課に  問い合わせて  ください。

自分で  指定引き取り場所（西濃運輸㈱  新小木一丁目）に  持ち込む。

※買ったときに  付いてきて  いたもの （リモコンなど）も  一緒に  回収

※テレビは  ブラウン管式 ・ 液晶式 ・ プラズマ式の  もの

引き渡し方法①引き渡し方法①

引き渡し方法②引き渡し方法②

引き渡し方法③引き渡し方法③

対象と  なる人
春日井市又は  保健所が  行う  Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査（検診＊1）の
結果が  陽性で  あった人で、 条件に  あてはまる  人

詳しいことは、 春日井保健所に  問い合わせて  ください。＊１  病気か  どうかを  調べること

家電リサイクル法の  対象に  なるもの

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査結果が  陽性で  あった 人へ

（テレビ、 冷蔵庫、 洗濯機など）を  捨てたいなと  思ったら

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

対象と なるもの

小牧市環境キャラクター
「エコリン」 小牧市 成人 祝賀式2016年 

こども政策課　TEL.0568-76-11７９問合先
といあわせさき

2016年 1月 10日(日)　13:30～（受付13:00～）

1995年4月2日～1996年4月1日に  生まれて、  小牧市に  住民登録を  している人。

当日は、 直接  会場に  来て  ください。

当日、 「東日本大震災」「東日本豪雨」の  義援金を  受け付けています。 ぜひ  協力して  ください。

パークアリーナ小牧

かせいさく

対象者 たいしょうしゃ

その他 そのた

日　時 にちじ

会　場 かいじょう

※決められた  リサイクル料金を  払ってください。 また、 集めて  運ぶお金が  かかるかも  しれません。

※収集運搬業者に  ついては、 廃棄物対策課に  問い合わせて  ください

※決められた  リサイクル料金を  払ってください。 また、 集めて  運ぶお金が  かかるかも  しれません。
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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

しさんしさん

ほけんほけんかいごかいご りょうりょうほけんほけんいりょういりょうこうれいしゃこうれいしゃこうきこうきりょうりょう

こていこてい ぜいぜい
だいだい きき

けんこうけんこう ほけんほけんこくみんこくみん ぜいぜい
だいだい きき

だいだい きき だいだい きき

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

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

あんぜんかかんきょうせいかつほけんじょかすがい

あとほけんじょかすがいくわしらびょうき
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ほう きりさいくるかでんたいしょうほうりさいくるかでん
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みんなにっこり

        クリスマス☆
みんなにっこり

        クリスマス☆

べんきょうじかんは  1じかんです。
2016年1月～3月の  土曜日

岩崎保育園・古雅保育園・小牧市公民館 4階
（好きな  場所で  べんきょうして  ください）

2016年に  日本の  小学校へ  いく  

外国に  ルーツのある  子ども

それぞれの  場所で  10人くらい

図書館 クリスマス会図書館 クリスマス会

えほん図書館 クリスマス会えほん図書館 クリスマス会

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

内　容 ないよう

内　容 ないよう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

内　容 ないよう

定　員 ていいん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

内　容 ないよう

定　員 ていいん

定　員 ていいん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

おはなしこいこい  クリスマス会おはなしこいこい  クリスマス会

80人（当日  先に  来た  人順）

人形劇や  手品、 詩や  わらべうた  などの  楽しい  クリスマス会です！

12月2日（水）～

クリスマス会の  前までに、 電話または  えほん図書館に  来て  申し込んで  ください。

※当日  来ない  人が、 当日  来る  人の  代わりに  申し込むことは  できません。いります

＊1 1組 ＝ 1家族

12月14日（月）･21日（月）  ①20組  （先に  申し込んだ  人順） ②20組（先に  申し込んだ  人順）

12月20日（日） ①15組（先に  申し込んだ  人順）  ②15組（先に  申し込んだ  人順）

絵本の  読みきかせ、 ハンドベルの  演奏、 ペープサート劇など

（どの日の  どの時間も  同じ  内容です）

0円0～3歳ぐらいの  子どもと  その保護者

えほん図書館（ラピオ4階） おはなしの  部屋 ～みるみる～

12月14日（月） ／ 20日（日） ／ 21日（月） 
①10:10～10:40　　②11:10～11:40

0円

無料

小牧市国際交流協会(KIA)事務局に

直接  来て  ください。

図書館1階  視聴覚室

12月13日（日）14:30～15:30

おはなしの森  クリスマス会おはなしの森  クリスマス会

50人（当日  先に  来た  人順）

大型絵本や  人形劇などの  楽しい  クリスマス会です！

0円東部市民センター2階  視聴覚室

12月5日（土） 10:30～11:30

図書館　TEL.0568-73-9951問合先
としょかんといあわせさき

問合先
といあわせさき

えほん図書館　TEL.0568-41-4646  9:30～20:00（火曜日は  お休み）えほん図書館　TEL.0568-41-4646  9:30～20:00（火曜日は  お休み）
としょかんとしょかん かようびかようび やすやす

2016年 プレスクールスケジュール

第１回 1月  9日（土）

第２回 1月16日（土）

第３回 1月23日（土）

第４回 1月30日（土）

第５回 2月  6日（土）

第６回 2月13日（土）

第７回 2月20日（土）

第８回 2月27日（土）

第９回 3月  5日（土）

 第10回 3月12日（土）

だいいっかい

だいにかい

だいさんかい

だいよんかい

だいごかい

だいろくかい

だいななかい

だいはちかい

だいきゅうかい

だいじゅっかい

ねん ぷれすくーる　　　　　すけじゅーる

第３期 日本語教室第３期 日本語教室

小学校に 通う 前に プレスクールで 

「プレスクール」では  小牧の  小学校に  通う前に、 子どもたちが

日本語や  小学校の  ことを  べんきょう  します。

①ひらがなを  よむ。 かく。  ②すうじを  よむ。 かく。  

③がっこうの  ルールを  べんきょう  します。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

受講料 じゅこうりょう

申し込みもうしこみ

対　象 たいしょう

日曜日 （2016年 1月 10日 ～ 4月 10日の 12回）
小牧市公民館４階　チェスルーム

外国人

1,000円 （会員でない  人は、 KIA年会費 2,000円が  いります）

小牧市国際交流協会(KIA)事務局に  直接  来て  ください。　

※自分の  レベルに  合わせて  クラスが  えらべます。

中級 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

17:10

日　程

クラス

先　生

時　間

朝倉 松岡 朝倉 松岡 松岡 松岡 朝倉 朝倉 朝倉

① 1月10日 ② 1月17日 ③ 1月31日 ④ 2月  7日 ⑤ 2月21日 ⑥ 2月28日
⑦ 3月  6日 ⑧ 3月13日 ⑨ 3月20日 ⑩ 3月27日 ⑪ 4月  3日 ⑫ 4月10日

初級 初中級

～19:10

日本語検定
2級対応

日本語検定
3級対応

日本語検定
1級対応

申し込み方法

申し込み受付期間

日本語を べんきょう しませんか？

＊1

12月 6日（日） 14:00～

図書館 映画デー図書館 映画デー
日　時 にちじ

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

上映 プログラム

小牧市立図書館1階  視聴覚室

どなたでも 50人

0円 いりません。

図書館　TEL.0568-73-9951問合先
としょかんといあわせさき

※音声は  日本語です。 字幕は  ありません。

TEL0568-76-0905　FAX0568-71-8396   E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp
9:00～17:00（12:00～13:00、土・日・祝日はお休み）問合先・申し込み先

といあわせさき もう こ さき
きょうかいこうりゅうこくさいこまきし こまきし  こうみんかん かい やすしゅくじつにちどじむきょく

小牧市国際交流協会（KIA)事務局 小牧市公民館4階

「MERRY CHRISTMAS」

（他）

「鬼の子と  ゆきうさぎ」

（28分）

（22分）

くりすます

に ほ ん ご

し ょ う が っ こ う

か いく り す ま すと し ょ か ん

か いく り す ま すと し ょ か ん

ま えか よ
ぷ れ す く ー る

しょうがっこうにほんご

こまえかよしょうがっこうこまき

るーる

すくーるぷれ

き

き

ちょくせつじむきょく

えんねんかいひひとかいいんえん

がいこくじん

るーむちぇすかいこうみんかんこまきし

じぶん れべる くらすあ

あさくら まつおか あさくら あさくら あさくら あさくらまつおか まつおか まつおか

たいおうきゅうきゅう

にほんごけんていにほんごけんていにほんごけんてい

しょきゅう しょちゅうきゅう ちゅうきゅう じょうきゅう

くらす

じかん

せんせい

にってい

がつ にち

き ょ う し つに ほ ん ご

きだ い

たいおうたいおう きゅう

かいにちがつにちがつねん
にちようび

すいにちがつきかんうけつけこもう

ほうほうこもう こもうきとしょかんでんわまえかいくりすます

こもうかひとくとうじつひとことうじつ

じゅんひとこもうさきくみじゅんひとこもうさきくみ

じゅんひとこもうさきくみ じゅんひとこもうさきくみ

くみ かぞく

げつにちげつにちがつ

にち にちがつ

えんほごしゃこさい

へやかいらぴおとしょかん

げつにちがつ げつにちにちにち

ないようおなじかんひ

げきぺーぷさーとえんそうべるはんどよえほん

じゅんひときさきとうじつにんえんしちょうかくしつかいとしょかん

にちにちがつ

かいくりすますたのしてじなにんぎょうげき

かいくりすますもり

じゅんひときさきとうじつにんえんしちょうかくしつかいせんたーしみんとうぶ

どにちがつ

かいくりすますたのにんぎょうげきえほんおおがた

かいくりすます

どようびがつがつねん

ちょくせつ

じむきょくきょうかいこうりゅうこくさいこまきし

きょうかいこうりゅうこくさいこまきし

むりょうにんばしょ

るーつ こがいこく

しょうがっこうにほんねん

ばしょす

こうみんかんこまきし かいほいくえんいわさき ほいくえんこが

で ーえい がとしょかん

えん

にん

しつしちょうかくかいとしょかんしりつこまき

にちにちがつ

じまくにほんごおんせい

ぷろぐらむじょうえい

おに こ

ほか

ふん

ふん
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満天の  星空と  ミュージックベルの  美しく  澄んだ  音色が、 心地よく  癒して  くれます。 

プラネタリウムで  ちょっと  早い  クリスマスを  お楽しみ  ください。 

ミュージックベルの  演奏体験が  できる  コーナーも  あり、 子どもから  大人まで  楽しめる  コンサートです。

ゆらめく  カーテン、 渦巻く  光…。 美しい  オーロラに  包まれる  感覚を  ぜひ  体験してみて  ください！ 

アイスランドや  アラスカで  撮影した  さまざまな  オーロラ映像、 北極圏で  見える  星空などの  自然の  美しさと  

オーロラの  美しさ、 両方を  楽しむ  ことが  できる  作品です。

●新番組は、 12月1日(火)から  始まります

●火～金曜日  ①15:30～　

　土、日、祝日  ①10:30～  ②13:30～  ③15:30～

　約45分の  番組です。 

※土･日･祝日の  ①が  別番組に  なる日が  あります。 

　解説は  全て  日本語です。 字幕は  ありません。

●休館日/月曜日(祝日の  ときは  開いて  います)

小牧中部公民館  プラネタリウム（小牧市小牧五丁目253番地）

100円 （3才以上）

各回80人どなたでも

※中学生以下は、 土･日･祝日の  入場無料

[団体料金  50円  (30人以上、 1週間前までに  電話での  予約が  いります)]

※団体の  予約は  時間･曜日が  限られて  います。

　必ず  予約を  する前に  問い合わせて  ください。

＊１解説･･･わかりやすく  説明すること『オーロラの  調べ  ～神秘の  光を  探る～ 』 (冬の  星座解説＊1付)

出演

（13:00から  入場受付を  始めます。 ドーム内への  入場は  13:15からです。 

　時間は  前後する  ことが  あります。 )

どなたでも 80人(早く  申し込んだ  人順) 0円

12月2日(水) 9:00から  申し込み  受付を  始めます。

電話  または  小牧中部公民館1階  窓口で  申し込み  してください。

12月23日 (水祝)  13:30～14:30

小牧中部公民館　TEL.0568-75-1861問合先
といあわせさき こまき ちゅうぶ こうみんかん

小牧中部公民館　TEL.0568-75-1861問合先
といあわせさき

申し込み もうしこみ

定　員 ていいん対　象 たいしょう 料　金 りょうきん

日　時 にちじ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

定　員 ていいん対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

場　所 ばしょ

楽器で  あそぼ

ベビーマッサージ教室

リトミック

わくわくウィーク
～冬休み 日替わり あそび～

ハッピー★クリスマス
～コンサート＆レクリエーション～

こどもだって  忘年会☆
～ビンゴで あそんで カラオケ大会～

いっしょに  リトミック♪

★クリスマス会★
♪クリスマスコンサートも あります

英語で  あそぼう！

クリスマス会
【手品ショー＆ビンゴゲーム】

お茶の  おけいこ
（全４回）

楽器で  あそぼ

えいごで  あそぼ

ベビーマッサージ

産後ヨガ

インターナショナル  あそび
『ジュエリークイリング』

クリスマス会
～ピエロショー～

ちびっこクリスマス
コンサート

12月21日(月)

12月17日(木)

12月14日(月)

12月26日(土)
12月22日(火)～

12月13日(日)

12月27日(日)

12月12日(土)

12月13日(日)

12月  6日(日)

12月23日(水祝)

1月11日(月祝)

1月10日(日)

12月20日(日)

12月  6日(日)

12月21日(月)

12月18日(金)

12月  3日(木)

12月10日(木)

12月  5日(土)

12月20日(日)

12月  8日(火)

11:00～11:40

10:00～10:40

自由参加…申し込みは  いりません。 直接  会場へ  行ってください。

10:00～10:45

11:00～11:40

10:00～10:40

14:00～15:00

13:00～14:00

13:30～15:30

11:00～11:30

10:00～10:30

14:00～15:30

14:00～15:00

13:30～15:30

13:00～13:30

10:30～11:00

11:00～11:40

10:00～10:30

10:00～11:45

13:30～15:00

10:00～11:00

13:30～14:30

10:30～11:10

2～3歳児親子 各15組

申し込み受付:12/4(金)

2～6ヶ月児の親子 8組

申し込み受付:12/2(水)～

2～3歳児親子 各15組

申し込み受付:11/28(土)～ 

自由参加　（一部  年齢制限  有)

自由参加

定員:100人

申し込み受付:12/10(木)～

1歳6ヶ月～3歳児親子 各15組

申し込み受付:11/28(土)～

自由参加

年中～小学3年生 20人

申し込み受付:11/22(日)～

自由参加

年中児以上 6人（4回とも  参加できる人）

申し込み受付:11/22(日)～ 

TELでは  申し込み  できません

2～3歳児親子 15組

申し込み受付:12/7(月)～

1～3歳児親子  15組

申し込み受付:12/4(金)～

2～6ヶ月児の  親子 10組

申し込み受付:11/19（木）～

2～6ヶ月児と  保護者 10組

申し込み受付:11/29(日)～

持ち物:バスタオル2枚、 フェイスタオル1枚

小学生以上  10人

申し込み受付:11/23(月祝)～

自由参加

定員:120人

1歳以上で  保育園・幼稚園に  通う前の

子どもと  親　　◇自由参加

※3歳までの  子どもは  必ず  保護者と  一緒に  来てください

※申し込みが  必要なものは  直接  申し込んでください

０円

０円

一部  お金が  いります

チケット販売は 

12/10(木)～12/24(木)

※数に  限りが  あります

０円

０円

０円

200円（4回分）
※お金を  持って

直接  申し込んでください

０円

バスタオル・親子健康手帳

０円

0円
バスタオル2枚と

フェイスタオル1枚

０円

０円

☎78-0046

大城児童館

☎42-0205

西部児童館

☎71－1183

北里児童館

☎77－0454

小牧南児童館

☎77-0906

小牧児童館

☎79－0690

篠岡児童館

☎75－4999

味岡児童館

☎75－3817

児童センター

行事名 日時 時間 申し込み 材料費など 児童館名

小牧中部公民館  プラネタリウム（小牧市小牧五丁目253番地）

TEL OK

TEL OK

TEL OK

TEL OK

TEL OK

TEL OK

TEL OK

TEL OK

TEL OK

TEL OK

TEL OK

（親子ともに 上履き、 水筒、

タオルを 持ってきて ください）

ベル・カント ： 今井 孝子  ／  前原 智子  ／  横井 恵子

©CKAGAYA Studio

ちゅうぶ こうみんかんこまき

＊1

じどうかんめいざいりょうひなどもうしこみじかんにちじぎょうじめい

がっき

きょうしつまっさーじべびー

りとみっく

ひがふゆやす

うぃーく

れくりえーしょんこんさーと

くりすますはっぴー

たいかいからおけびんご

ぼうねんかい

りとみっく

こんさーとくりすます

かいくりすます

えいご

げーむびんごしょーてじな

かいぜん

ちゃ

がっき

まっさーじべびー

よがさんご

くいりんぐじゅえりー

なしょなるいんたー

しょーぴえろ

かいくりすます

かいくりすます

こんさーと

くりすます

こもうちょくせつひつようこもう

きいっしょほごしゃかならこさい

げつしゅく

すいしゅく

げつ

きん

もく

ど

にち

かにちがつ

げつしゅくうけつけこもう

うけつけこもう

うけつけこもう

うけつけこもう

うけつけこもう

こもう

うけつけこもう

うけつけこ にちもう

にんねんせいしょうがくねんちゅう

いじょうねんちゅうじ

うけつけこもう

うけつけこ もくもう

うけつけこ ど

ど

もう

うけつけこ すいもう

うけつけこもう きん

にん

えん

じどうかんおおしろ

じどうかんせいぶ

じどうかんきたさと

じどうかんこまきみなみ

じどうかんこまき

じどうかんしのおか

じどうかんあじおか

せんたーじどう

こもうまどぐちかいこうみんかんちゅうぶこまきでんわ

はじうけつけこもうすいにちがつ

えんじゅんひとこもうはやにん

ばんちごちょうめこまきこまきしぷらねたりうむこうみんかんちゅうぶこまき

むりょうにゅうじょうしゅくじつにちどいかちゅうがくせい

いじょうさいえん

にんかくかい

ばんちごちょうめこまきこまきしぷらねたりうむこうみんかんちゅうぶこまき

あしゅくじつげつようびきゅうかんび

じまくにほんごすべかいせつ

ひべつばんぐみしゅくじつにちど

ばんぐみふんやく

しゅくじつにちど

きんようびか

はじかにちがつしんばんぐみ

さくひんたのりょうほううつくおーろら

うつくしぜんほしぞらみほっきょくけんえいぞうおーろらさつえいあらすかあいすらんど

たいけんかんかくつつおーろらうつくひかりうずまかーてん

せつめいかいせつつきかいせつせいざふゆさぐひかりしんぴしらおーろら

と あよやく まえかなら

かぎようびじかんよやくだんたい

よやくでんわまえしゅうかんいじょうにんえんりょうきんだんたい

ぜんごじかん

にゅうじょうないどーむはじうけつけにゅうじょう

しゅくすいにちがつ

けいこよこいともこまえはらたかこいまいかんとべるしゅつえん

こんさーとたのおとなここーなーたいけんえんそうべるみゅーじっく

たのくりすますはやぷらねたりうむ

いやここちねいろすうつくべるみゅーじっくほしぞらまんてん

えん

えん

えん

こもうちょくせつ

もかね

てちょうけんこうおやこ

えん

えん

えん

えん

かぎかず

もくもく

はんばいちけっと

かねいちぶ

もたおる

すいとううわばおやこ

えん

えん

えん

いじょうしょうがくせい

にん

くみおやこかげつじ

くみおやこさいじ

くみおやこさいじ

くみおやこ

くみ

いかいじょうちょくせつこもうさんかじゆう

おやこ

さいじさい かげつ

かげつじ

くみかく

かく

おやこさいじ

くみかくおやこさいじ

くみほごしゃ

にち

ひとさんかかい かいぶんにん

げつ

きん

もく

にち

まいまいばすたおる ふぇいすたおる まい

まいばすたおる

ばすたおる

ふぇいすたおるものも

かげつじ

ていいん

にんていいん

おや さんかこ じゆう

さんかじゆう

さんかじゆう

さんかじゆう

さんかじゆう

さんか ありせいげんねんれいいちぶじゆう

かよ まえようちえんほいくえんいじょうさい

じ ょ う ほ う

く り す ま すべ る
こ ん さ ー とく り す ま す

し ん ば ん ぐ みぷ ら ね た り う む

い べ ん とじ ど う か んが つ

＊1
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満天の  星空と  ミュージックベルの  美しく  澄んだ  音色が、 心地よく  癒して  くれます。 

プラネタリウムで  ちょっと  早い  クリスマスを  お楽しみ  ください。 

ミュージックベルの  演奏体験が  できる  コーナーも  あり、 子どもから  大人まで  楽しめる  コンサートです。

ゆらめく  カーテン、 渦巻く  光…。 美しい  オーロラに  包まれる  感覚を  ぜひ  体験してみて  ください！ 

アイスランドや  アラスカで  撮影した  さまざまな  オーロラ映像、 北極圏で  見える  星空などの  自然の  美しさと  

オーロラの  美しさ、 両方を  楽しむ  ことが  できる  作品です。

●新番組は、 12月1日(火)から  始まります

●火～金曜日  ①15:30～　

　土、日、祝日  ①10:30～  ②13:30～  ③15:30～

　約45分の  番組です。 

※土･日･祝日の  ①が  別番組に  なる日が  あります。 

　解説は  全て  日本語です。 字幕は  ありません。

●休館日/月曜日(祝日の  ときは  開いて  います)

小牧中部公民館  プラネタリウム（小牧市小牧五丁目253番地）

100円 （3才以上）

各回80人どなたでも

※中学生以下は、 土･日･祝日の  入場無料

[団体料金  50円  (30人以上、 1週間前までに  電話での  予約が  いります)]

※団体の  予約は  時間･曜日が  限られて  います。

　必ず  予約を  する前に  問い合わせて  ください。

＊１解説･･･わかりやすく  説明すること『オーロラの  調べ  ～神秘の  光を  探る～ 』 (冬の  星座解説＊1付)

出演

（13:00から  入場受付を  始めます。 ドーム内への  入場は  13:15からです。 

　時間は  前後する  ことが  あります。 )

どなたでも 80人(早く  申し込んだ  人順) 0円

12月2日(水) 9:00から  申し込み  受付を  始めます。

電話  または  小牧中部公民館1階  窓口で  申し込み  してください。

12月23日 (水祝)  13:30～14:30

小牧中部公民館　TEL.0568-75-1861問合先
といあわせさき こまき ちゅうぶ こうみんかん

小牧中部公民館　TEL.0568-75-1861問合先
といあわせさき

申し込み もうしこみ

定　員 ていいん対　象 たいしょう 料　金 りょうきん

日　時 にちじ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

定　員 ていいん対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

場　所 ばしょ

楽器で  あそぼ

ベビーマッサージ教室

リトミック

わくわくウィーク
～冬休み 日替わり あそび～

ハッピー★クリスマス
～コンサート＆レクリエーション～

こどもだって  忘年会☆
～ビンゴで あそんで カラオケ大会～

いっしょに  リトミック♪

★クリスマス会★
♪クリスマスコンサートも あります

英語で  あそぼう！

クリスマス会
【手品ショー＆ビンゴゲーム】

お茶の  おけいこ
（全４回）

楽器で  あそぼ

えいごで  あそぼ

ベビーマッサージ

産後ヨガ

インターナショナル  あそび
『ジュエリークイリング』

クリスマス会
～ピエロショー～

ちびっこクリスマス
コンサート

12月21日(月)

12月17日(木)

12月14日(月)

12月26日(土)
12月22日(火)～

12月13日(日)

12月27日(日)

12月12日(土)

12月13日(日)

12月  6日(日)

12月23日(水祝)

1月11日(月祝)

1月10日(日)

12月20日(日)

12月  6日(日)

12月21日(月)

12月18日(金)

12月  3日(木)

12月10日(木)

12月  5日(土)

12月20日(日)

12月  8日(火)

11:00～11:40

10:00～10:40

自由参加…申し込みは  いりません。 直接  会場へ  行ってください。

10:00～10:45

11:00～11:40

10:00～10:40

14:00～15:00

13:00～14:00

13:30～15:30

11:00～11:30

10:00～10:30

14:00～15:30

14:00～15:00

13:30～15:30

13:00～13:30

10:30～11:00

11:00～11:40

10:00～10:30

10:00～11:45

13:30～15:00

10:00～11:00

13:30～14:30

10:30～11:10

2～3歳児親子 各15組

申し込み受付:12/4(金)

2～6ヶ月児の親子 8組

申し込み受付:12/2(水)～

2～3歳児親子 各15組

申し込み受付:11/28(土)～ 

自由参加　（一部  年齢制限  有)

自由参加

定員:100人

申し込み受付:12/10(木)～

1歳6ヶ月～3歳児親子 各15組

申し込み受付:11/28(土)～

自由参加

年中～小学3年生 20人

申し込み受付:11/22(日)～

自由参加

年中児以上 6人（4回とも  参加できる人）

申し込み受付:11/22(日)～ 

TELでは  申し込み  できません

2～3歳児親子 15組

申し込み受付:12/7(月)～

1～3歳児親子  15組

申し込み受付:12/4(金)～

2～6ヶ月児の  親子 10組

申し込み受付:11/19（木）～

2～6ヶ月児と  保護者 10組

申し込み受付:11/29(日)～

持ち物:バスタオル2枚、 フェイスタオル1枚

小学生以上  10人

申し込み受付:11/23(月祝)～

自由参加

定員:120人

1歳以上で  保育園・幼稚園に  通う前の

子どもと  親　　◇自由参加

※3歳までの  子どもは  必ず  保護者と  一緒に  来てください

※申し込みが  必要なものは  直接  申し込んでください

０円

０円

一部  お金が  いります

チケット販売は 

12/10(木)～12/24(木)

※数に  限りが  あります

０円

０円

０円

200円（4回分）
※お金を  持って

直接  申し込んでください

０円

バスタオル・親子健康手帳

０円

0円
バスタオル2枚と

フェイスタオル1枚

０円

０円

☎78-0046

大城児童館

☎42-0205

西部児童館

☎71－1183

北里児童館

☎77－0454

小牧南児童館

☎77-0906

小牧児童館

☎79－0690

篠岡児童館

☎75－4999

味岡児童館

☎75－3817

児童センター

行事名 日時 時間 申し込み 材料費など 児童館名

小牧中部公民館  プラネタリウム（小牧市小牧五丁目253番地）

TEL OK

TEL OK

TEL OK

TEL OK

TEL OK

TEL OK

TEL OK

TEL OK

TEL OK

TEL OK

TEL OK

（親子ともに 上履き、 水筒、

タオルを 持ってきて ください）

ベル・カント ： 今井 孝子  ／  前原 智子  ／  横井 恵子

©CKAGAYA Studio

ちゅうぶ こうみんかんこまき
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じどうかんめいざいりょうひなどもうしこみじかんにちじぎょうじめい

がっき

きょうしつまっさーじべびー

りとみっく

ひがふゆやす

うぃーく

れくりえーしょんこんさーと

くりすますはっぴー

たいかいからおけびんご

ぼうねんかい

りとみっく

こんさーとくりすます

かいくりすます

えいご

げーむびんごしょーてじな

かいぜん

ちゃ

がっき

まっさーじべびー

よがさんご

くいりんぐじゅえりー

なしょなるいんたー

しょーぴえろ

かいくりすます

かいくりすます

こんさーと

くりすます

こもうちょくせつひつようこもう

きいっしょほごしゃかならこさい

げつしゅく

すいしゅく

げつ

きん

もく

ど

にち

かにちがつ

げつしゅくうけつけこもう

うけつけこもう

うけつけこもう

うけつけこもう

うけつけこもう

こもう

うけつけこもう

うけつけこ にちもう

にんねんせいしょうがくねんちゅう

いじょうねんちゅうじ

うけつけこもう

うけつけこ もくもう

うけつけこ ど

ど

もう

うけつけこ すいもう

うけつけこもう きん

にん

えん

じどうかんおおしろ

じどうかんせいぶ

じどうかんきたさと

じどうかんこまきみなみ

じどうかんこまき

じどうかんしのおか

じどうかんあじおか

せんたーじどう

こもうまどぐちかいこうみんかんちゅうぶこまきでんわ

はじうけつけこもうすいにちがつ

えんじゅんひとこもうはやにん

ばんちごちょうめこまきこまきしぷらねたりうむこうみんかんちゅうぶこまき

むりょうにゅうじょうしゅくじつにちどいかちゅうがくせい

いじょうさいえん

にんかくかい

ばんちごちょうめこまきこまきしぷらねたりうむこうみんかんちゅうぶこまき

あしゅくじつげつようびきゅうかんび

じまくにほんごすべかいせつ

ひべつばんぐみしゅくじつにちど

ばんぐみふんやく

しゅくじつにちど

きんようびか

はじかにちがつしんばんぐみ

さくひんたのりょうほううつくおーろら

うつくしぜんほしぞらみほっきょくけんえいぞうおーろらさつえいあらすかあいすらんど

たいけんかんかくつつおーろらうつくひかりうずまかーてん

せつめいかいせつつきかいせつせいざふゆさぐひかりしんぴしらおーろら

と あよやく まえかなら

かぎようびじかんよやくだんたい

よやくでんわまえしゅうかんいじょうにんえんりょうきんだんたい

ぜんごじかん

にゅうじょうないどーむはじうけつけにゅうじょう

しゅくすいにちがつ

けいこよこいともこまえはらたかこいまいかんとべるしゅつえん

こんさーとたのおとなここーなーたいけんえんそうべるみゅーじっく

たのくりすますはやぷらねたりうむ

いやここちねいろすうつくべるみゅーじっくほしぞらまんてん

えん

えん

えん

こもうちょくせつ

もかね

てちょうけんこうおやこ

えん

えん

えん

えん

かぎかず

もくもく

はんばいちけっと

かねいちぶ

もたおる

すいとううわばおやこ

えん

えん

えん

いじょうしょうがくせい

にん

くみおやこかげつじ

くみおやこさいじ

くみおやこさいじ

くみおやこ

くみ

いかいじょうちょくせつこもうさんかじゆう

おやこ

さいじさい かげつ

かげつじ

くみかく

かく

おやこさいじ

くみかくおやこさいじ

くみほごしゃ

にち

ひとさんかかい かいぶんにん

げつ

きん

もく

にち

まいまいばすたおる ふぇいすたおる まい

まいばすたおる

ばすたおる

ふぇいすたおるものも

かげつじ

ていいん

にんていいん

おや さんかこ じゆう

さんかじゆう

さんかじゆう

さんかじゆう

さんかじゆう

さんか ありせいげんねんれいいちぶじゆう

かよ まえようちえんほいくえんいじょうさい

じ ょ う ほ う

く り す ま すべ る
こ ん さ ー とく り す ま す

し ん ば ん ぐ みぷ ら ね た り う む

い べ ん とじ ど う か んが つ

＊1



生活情報誌こまき生活情報誌こまき 生活情報誌こまき

6 3

みんなにっこり

        クリスマス☆
みんなにっこり

        クリスマス☆

べんきょうじかんは  1じかんです。
2016年1月～3月の  土曜日

岩崎保育園・古雅保育園・小牧市公民館 4階
（好きな  場所で  べんきょうして  ください）

2016年に  日本の  小学校へ  いく  

外国に  ルーツのある  子ども

それぞれの  場所で  10人くらい

図書館 クリスマス会図書館 クリスマス会

えほん図書館 クリスマス会えほん図書館 クリスマス会

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

内　容 ないよう

内　容 ないよう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

内　容 ないよう

定　員 ていいん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

内　容 ないよう

定　員 ていいん

定　員 ていいん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

おはなしこいこい  クリスマス会おはなしこいこい  クリスマス会

80人（当日  先に  来た  人順）

人形劇や  手品、 詩や  わらべうた  などの  楽しい  クリスマス会です！

12月2日（水）～

クリスマス会の  前までに、 電話または  えほん図書館に  来て  申し込んで  ください。

※当日  来ない  人が、 当日  来る  人の  代わりに  申し込むことは  できません。いります

＊1 1組 ＝ 1家族

12月14日（月）･21日（月）  ①20組  （先に  申し込んだ  人順） ②20組（先に  申し込んだ  人順）

12月20日（日） ①15組（先に  申し込んだ  人順）  ②15組（先に  申し込んだ  人順）

絵本の  読みきかせ、 ハンドベルの  演奏、 ペープサート劇など

（どの日の  どの時間も  同じ  内容です）

0円0～3歳ぐらいの  子どもと  その保護者

えほん図書館（ラピオ4階） おはなしの  部屋 ～みるみる～

12月14日（月） ／ 20日（日） ／ 21日（月） 
①10:10～10:40　　②11:10～11:40

0円

無料

小牧市国際交流協会(KIA)事務局に

直接  来て  ください。

図書館1階  視聴覚室

12月13日（日）14:30～15:30

おはなしの森  クリスマス会おはなしの森  クリスマス会

50人（当日  先に  来た  人順）

大型絵本や  人形劇などの  楽しい  クリスマス会です！

0円東部市民センター2階  視聴覚室

12月5日（土） 10:30～11:30

図書館　TEL.0568-73-9951問合先
としょかんといあわせさき

問合先
といあわせさき

えほん図書館　TEL.0568-41-4646  9:30～20:00（火曜日は  お休み）えほん図書館　TEL.0568-41-4646  9:30～20:00（火曜日は  お休み）
としょかんとしょかん かようびかようび やすやす

2016年 プレスクールスケジュール

第１回 1月  9日（土）

第２回 1月16日（土）

第３回 1月23日（土）

第４回 1月30日（土）

第５回 2月  6日（土）

第６回 2月13日（土）

第７回 2月20日（土）

第８回 2月27日（土）

第９回 3月  5日（土）

 第10回 3月12日（土）

だいいっかい

だいにかい

だいさんかい

だいよんかい

だいごかい

だいろくかい

だいななかい

だいはちかい

だいきゅうかい

だいじゅっかい

ねん ぷれすくーる　　　　　すけじゅーる

第３期 日本語教室第３期 日本語教室

小学校に 通う 前に プレスクールで 

「プレスクール」では  小牧の  小学校に  通う前に、 子どもたちが

日本語や  小学校の  ことを  べんきょう  します。

①ひらがなを  よむ。 かく。  ②すうじを  よむ。 かく。  

③がっこうの  ルールを  べんきょう  します。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

受講料 じゅこうりょう

申し込みもうしこみ

対　象 たいしょう

日曜日 （2016年 1月 10日 ～ 4月 10日の 12回）
小牧市公民館４階　チェスルーム

外国人

1,000円 （会員でない  人は、 KIA年会費 2,000円が  いります）

小牧市国際交流協会(KIA)事務局に  直接  来て  ください。　

※自分の  レベルに  合わせて  クラスが  えらべます。

中級 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

17:10

日　程

クラス

先　生

時　間

朝倉 松岡 朝倉 松岡 松岡 松岡 朝倉 朝倉 朝倉

① 1月10日 ② 1月17日 ③ 1月31日 ④ 2月  7日 ⑤ 2月21日 ⑥ 2月28日
⑦ 3月  6日 ⑧ 3月13日 ⑨ 3月20日 ⑩ 3月27日 ⑪ 4月  3日 ⑫ 4月10日

初級 初中級

～19:10

日本語検定
2級対応

日本語検定
3級対応

日本語検定
1級対応

申し込み方法

申し込み受付期間

日本語を べんきょう しませんか？

＊1

12月 6日（日） 14:00～

図書館 映画デー図書館 映画デー
日　時 にちじ

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

上映 プログラム

小牧市立図書館1階  視聴覚室

どなたでも 50人

0円 いりません。

図書館　TEL.0568-73-9951問合先
としょかんといあわせさき

※音声は  日本語です。 字幕は  ありません。

TEL0568-76-0905　FAX0568-71-8396   E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp
9:00～17:00（12:00～13:00、土・日・祝日はお休み）問合先・申し込み先

といあわせさき もう こ さき
きょうかいこうりゅうこくさいこまきし こまきし  こうみんかん かい やすしゅくじつにちどじむきょく

小牧市国際交流協会（KIA)事務局 小牧市公民館4階

「MERRY CHRISTMAS」

（他）

「鬼の子と  ゆきうさぎ」

（28分）

（22分）

くりすます

に ほ ん ご

し ょ う が っ こ う

か いく り す ま すと し ょ か ん

か いく り す ま すと し ょ か ん

ま えか よ
ぷ れ す く ー る

しょうがっこうにほんご

こまえかよしょうがっこうこまき

るーる

すくーるぷれ

き

き

ちょくせつじむきょく

えんねんかいひひとかいいんえん

がいこくじん

るーむちぇすかいこうみんかんこまきし

じぶん れべる くらすあ

あさくら まつおか あさくら あさくら あさくら あさくらまつおか まつおか まつおか

たいおうきゅうきゅう

にほんごけんていにほんごけんていにほんごけんてい

しょきゅう しょちゅうきゅう ちゅうきゅう じょうきゅう

くらす

じかん

せんせい

にってい

がつ にち

き ょ う し つに ほ ん ご

きだ い

たいおうたいおう きゅう

かいにちがつにちがつねん
にちようび

すいにちがつきかんうけつけこもう

ほうほうこもう こもうきとしょかんでんわまえかいくりすます

こもうかひとくとうじつひとことうじつ

じゅんひとこもうさきくみじゅんひとこもうさきくみ

じゅんひとこもうさきくみ じゅんひとこもうさきくみ

くみ かぞく

げつにちげつにちがつ

にち にちがつ

えんほごしゃこさい

へやかいらぴおとしょかん

げつにちがつ げつにちにちにち

ないようおなじかんひ

げきぺーぷさーとえんそうべるはんどよえほん

じゅんひときさきとうじつにんえんしちょうかくしつかいとしょかん

にちにちがつ

かいくりすますたのしてじなにんぎょうげき

かいくりすますもり

じゅんひときさきとうじつにんえんしちょうかくしつかいせんたーしみんとうぶ

どにちがつ

かいくりすますたのにんぎょうげきえほんおおがた

かいくりすます

どようびがつがつねん

ちょくせつ

じむきょくきょうかいこうりゅうこくさいこまきし

きょうかいこうりゅうこくさいこまきし

むりょうにんばしょ

るーつ こがいこく

しょうがっこうにほんねん

ばしょす

こうみんかんこまきし かいほいくえんいわさき ほいくえんこが

で ーえい がとしょかん

えん

にん

しつしちょうかくかいとしょかんしりつこまき

にちにちがつ

じまくにほんごおんせい

ぷろぐらむじょうえい

おに こ

ほか

ふん

ふん
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問合先
といあわせさき

愛知県春日井保健所 生活環境安全課　TEL.0568-31-2189愛知県春日井保健所 生活環境安全課　TEL.0568-31-2189
あいちけんあいちけん

次の 税金の 支払い期限は 12月 25日（金）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）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　    あんぜんかしみん　    あんぜんか そうだんそうだん ちょくつうちょくつう

問合先
といあわせさき

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

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　12月 13日（日）、 12月 27日（日）　8:30～17:15

○固定資産税（第3期） ○国民健康保険税（第7期）

○介護保険料（第6期） ○後期高齢者医療保険料（第5期）

○固定資産税（第3期） ○国民健康保険税（第7期）

○介護保険料（第6期） ○後期高齢者医療保険料（第5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。

今月は、 支払い期限が  25日（金）です。 支払いは  早めに！ 

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。

家電リサイクル法の  対象に  なるものは 「家電リサイクル法」で 決められて  います。

捨てるときは、 お店などに  引き取りを  頼み、 決められた  リサイクル料金を  払って  ください。

愛知県では、  対象と  なる人が  肝炎ウイルスの  精密検査を  初めて  受けたとき  
又は  定期検査を  受けたときに  払う  お金を  減らすことが  できます。

エアコン、 テレビ、 冷蔵庫 ・ 冷凍庫、 洗濯機 ・ 衣類乾燥機

製品を  買ったときと  同じ店に  引き渡す。 
買い替える  場合は  新しい製品を  買う店に  引き渡す。

小牧市の  許可を  持つ収集運搬業者へ  引き取りを  頼む。

※持ち込む  前に  リサイクル料金の  振り込みが  必要です。

　詳しくは  廃棄物対策課に  問い合わせて  ください。

自分で  指定引き取り場所（西濃運輸㈱  新小木一丁目）に  持ち込む。

※買ったときに  付いてきて  いたもの （リモコンなど）も  一緒に  回収

※テレビは  ブラウン管式 ・ 液晶式 ・ プラズマ式の  もの

引き渡し方法①引き渡し方法①

引き渡し方法②引き渡し方法②

引き渡し方法③引き渡し方法③

対象と  なる人
春日井市又は  保健所が  行う  Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査（検診＊1）の
結果が  陽性で  あった人で、 条件に  あてはまる  人

詳しいことは、 春日井保健所に  問い合わせて  ください。＊１  病気か  どうかを  調べること

家電リサイクル法の  対象に  なるもの

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査結果が  陽性で  あった 人へ

（テレビ、 冷蔵庫、 洗濯機など）を  捨てたいなと  思ったら

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

対象と なるもの

小牧市環境キャラクター
「エコリン」 小牧市 成人 祝賀式2016年 

こども政策課　TEL.0568-76-11７９問合先
といあわせさき

2016年 1月 10日(日)　13:30～（受付13:00～）

1995年4月2日～1996年4月1日に  生まれて、  小牧市に  住民登録を  している人。

当日は、 直接  会場に  来て  ください。

当日、 「東日本大震災」「東日本豪雨」の  義援金を  受け付けています。 ぜひ  協力して  ください。

パークアリーナ小牧

かせいさく

対象者 たいしょうしゃ

その他 そのた

日　時 にちじ

会　場 かいじょう

※決められた  リサイクル料金を  払ってください。 また、 集めて  運ぶお金が  かかるかも  しれません。

※収集運搬業者に  ついては、 廃棄物対策課に  問い合わせて  ください

※決められた  リサイクル料金を  払ってください。 また、 集めて  運ぶお金が  かかるかも  しれません。

つ ぎ ぜ い きん し はら き げん が つ に ち きん

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

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

しさんしさん

ほけんほけんかいごかいご りょうりょうほけんほけんいりょういりょうこうれいしゃこうれいしゃこうきこうきりょうりょう

こていこてい ぜいぜい
だいだい きき

けんこうけんこう ほけんほけんこくみんこくみん ぜいぜい
だいだい きき

だいだい きき だいだい きき

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

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

あんぜんかかんきょうせいかつほけんじょかすがい

あとほけんじょかすがいくわしらびょうき

ひとじょうけんひとようせいけっか

けんしんけんさういるすかんえんがたがたおこなまた ほけんじょかすがいし

ひとたいしょう

へかねはらうけんさていきまた

うはじけんさせいみつういるすかんえんひとたいしょうあいちけん

ひとようせ いけっかけんさうい るすかんえ んが たが た

あとたいさくかはいきぶつくわ

ひつようこふりょうきんりさいくるまえこも

こもいっちょうめしんこきかぶうんゆせいのうばしょひ としていじぶん

あとたいさくかはいきぶつぎょうしゃうんぱんしゅうしゅう

たのとひぎょうしゃうんぱんしゅうしゅうもきょかこまきし

わたひみせかせいひんあたらばあいかか

わたひみせおなかせいひん

ほうほうわたひ

ほうほうわたひ

ほうほうわたひ

しきぷらずまえきしょうしきかんしきぶらうんてれび

かいしゅういっしょりもこんつか

いるい きかんそうせんたくきれいぞうこ れいとうこてれびえあこん

たいしょう

はらりょうきんりさいくるきたのひ とみせす

ほう きりさいくるかでんたいしょうほうりさいくるかでん

お もすせんたくきれ い ぞ うこて れび

た いしょうほうりさ い くるかでん

はやはらしきんにちきげんはらしこんげつ

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

こまきしかんきょう きゃらくたー

えこりん

きかいじょうちょくせつとうじつ

きょうりょくつうぎえんきんごううにほんひがしだいしんさいにほんひがしとうじつ

ひととうろくじゅうみんこまきしうにちがつねんにちがつねん

こまきぱーく ありーな

うけつけにちにちがつねん

ね ん
し ゅ く が し きせ い じ んこ ま き し

かねはこあつはらりょうきんりさいくるき

かねはこあつはらりょうきんりさいくるき
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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

12月15日（火）
12月22日（火）
  1月  5日（火）
  1月12日（火）

12月  4日（金）
12月11日（金）
12月18日（金）

12月  2日（水）
12月  9日（水）
12月16日（水）

12月21日（月）
12月14日（月）

12月10日（木）

12月  3日（木）
12月10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  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  悪い人は、 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  6月  1日～11日生まれ
2014年  6月12日～20日生まれ
2014年  6月21日～30日生まれ

2013年  9月  1日～15日生まれ
2013年  9月16日～30日生まれ

保健センター 13:45～14:30

2012年12月  1日～11日生まれ
2012年12月12日～21日生まれ
2012年12月22日～31日生まれ

2015年  8月  1日～  7日生まれ
2015年  8月  8日～16日生まれ
2015年  8月17日～22日生まれ
2015年  8月23日～31日生まれ

12月  9日（水）

  1月31日（日）

12月18日（金）

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

10:00～11:00

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

●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

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

12月15日（火）

12月  8日（火）

12月  1日（火）

12月18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

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

日にち

12月21日（月）

健診のお知らせ
けんしん し

もくじもくじ

●家電リサイクル法の対象に  なるもの

 （テレビ、冷蔵庫、洗濯機など）を  捨てたいなと思ったら

●B型・C型肝炎ウイルス検査結果が  陽性で  あった人へ

●KIA プレスクール

●KIA  第3期日本語教室

●12月の  児童館  イベント情報

●クリスマスコンサート～ベルで  きらめく  クリスマス～

●プラネタリウム 新番組

●図書館映画デー

●図書館クリスマス会

●えほん図書館クリスマス会

●2016年  小牧市  成人祝賀式

●次の  税金の  支払い期限は  12月25日（金）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

P5

P7

P6P2

P8
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

（標準的  接種期間は  生まれてから  5か月～8か月）

生まれてから  5か月～1歳未満

10:00～11:15
●内容／子どもを  育てる  ことに  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（希望者だけ）

西部児童館

小牧南児童館

小牧南児童館

12月18日（金）

12月11日（金）

12月22日（火）

育児相談、
妊婦・産婦健康相談

昨年度  イルミネーションの  様子昨年度  イルミネーションの  様子

小牧市内に  住んでいる  妊婦と  その夫 （妊婦のみの参加OK）30組
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生活情報誌こまき

外国人の人口：7,462人 / 小牧の人口：153,686人（2015年  11月 1日現在）
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


