
●資源ごみの  分け方と  出し方

　燃やすごみ ・ 燃やさないごみ

●野焼きは  やめましょう!

●児童クラブ  加入  申込み

昨年の「いきいきこまき」の  様子昨年の「いきいきこまき」の  様子

P2

P8

P3

P6

P4

P7

P5

P5●イルミネーション

●税金の  支払期限

●外国人  相談窓口の  お知らせ

●インフルエンザ  予防接種

●KIA  ボウリング交流会

●KIA  日本料理教室

●2013 いきいきこまき

●小牧城下町（2）

●母子健診等  カレンダー

●成人検診

もくじもくじ

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

●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

11月14日（木）

11月21日（木）

11月  8日（金）

12月26日（木）

受診期間
  平成25年6月1日（土）～
  平成26年3月31日（月）

11月29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

9:00～11:00

9:00～15:30

9:30～15:30

14:00～15:30

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

12月  4日（水）
12月19日（木）

12月  4日（水）
12月19日（木）

14:00～15:30 保健センター

東部市民センター

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

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

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。

11月18日（月）
12月  2日（月）
12月15日（日）
12月27日（金）

12月16日（月）
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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
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外国人の人口：7,200人 / 小牧の人口：153,574人（2013年10月1日現在）
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燃やすごみ用

（白袋）

小牧市指
定収集袋

  

 

燃やさないごみ
用

（赤袋）

小牧市指
定収集袋

料理くず、 木くず、 貝殻、 布製品、 ぬいぐるみ、 
紙おむつ、 打ち枝、 草、 リサイクル  できない  紙くず
（紙コップ ・ ティッシュペーパー ・ 写真など）

対象となるもの対象となるもの

注意
※打ち枝は、 直径10cm  以下で  60cm  未満の  長さに  切り、 束ねて  
   しっかり  縛って  出して  ください。
※紙おむつは、 汚物を  トイレに  流した  後で  出して  ください。

①料理くずは、 水を  十分  切り、
②燃やすごみ用  収集袋 （白色）に  入れ、 （指定袋  以外の  袋、 段ボールは  不可）
③燃やすごみ  収集場所へ  出す。

ᠢǞƳƮǙ

ᠢǞƯǄƞƮǙ

PICK UP

出し方出し方

陶器、 ガラスくず、 革製品、 ゴム類、 
電球、 乾電池、 容器包装  以外の  
プラスチック製品、 ライター  など

対象となるもの対象となるもの

注意
※ガラスくず  など  危険な  ものは、 古紙などに  包んで、「キケン」と  表示して  出して
　ください。
※ボタン電池、 ニカド電池  等は  販売店へ  お持ち  ください。
※金属類・プラの  混入が  多数  見受けられます。 資源として  出せないかを  出す  前に
   もう一度  確認して  ください。

①燃やさないごみ用  収集袋 （赤色）に  入れ、
②資源回収場所へ  出す。

出し方出し方

⛁ᚚɈƮǙǈ�Բƫჺǂ

ԦƱჺǅ�ƾƞǀ
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

「燃やすごみ・
燃やさないごみ」
についてです。

パッカー車の  火災の  原因と
なるため、 必ず  ガスを  
抜いてから、 
排出して  
ください。

ガスの抜き方

検診のお知らせ

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

11月  5日（火）
11月12日（火）
11月19日 （火）
11月26日 （火）

11月  1日 （金）
11月  8日 （金）
11月15日 （金）

11月  6日 （水）
11月13日 （水）
11月27日 （水）

11月13日（水）

11月29日（金）

11月  7日（木）
11月28日（木）

11月22日（金）

11月27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

篠岡児童館

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

10:00～11:00

保健センター 14:00～16:00

10:00～11:00

2012年5月  1日～10日生まれ
2012年5月11日～23日生まれ
2012年5月24日～31日生まれ

2011年8月  1日～15日生まれ
2011年8月16日～31日生まれ

11月11日 （月）
11月22日 （金）
12月  9日（月）

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。

2010年11月  1日～12日生まれ
2010年11月13日～20日生まれ
2010年11月21日～30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7月  1日～  8日生まれ
2013年7月  9日～17日生まれ
2013年7月18日～25日生まれ
2013年7月26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

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～11:15

11月5日 （火）

11月11日 （月）

11月12日 （火）

11月19日 （火）

11月26日 （火）

11月8日 （金）

11月15日 （金）

11月19日 （火）

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

育児相談・妊婦・
産婦健康相談

パパママ教室

期　日

小牧市役所 廃棄物対策課　TEL.0568-76-1187問合先

し げ ん わ か た

だ か た

も

も

ちゅうい

たいしょう

だ かた

ちゅうい

たいしょう

だ かた

えだうかみ

ぬのせいひんかいがらきりょうり

も

も

かみりさいくるくさ

しゃしんてぃっしゅぺーぱーかみこっぷ

きじゅうぶんみずりょうり

ふかだんぼーるふくろいがいしていぶくろいしろいろしゅうしゅうぶくろようも

だしゅうしゅうばしょも

たばきながみまんいかちょっけいえだう

だしば

だあとながといれおぶつかみ

かんでんちでんきゅう

ごむるいかわせいひんがらすとうき

らいたーぷらすちっく

いがいようきほうそう

せいひん

いあかいろしゅうしゅうぶくろようも

だしげんかいしゅうばしょ

げんいんかさいぱっかーしゃ

がすかなら

ぬ

はいしゅつ

かたぬがす

だひょうじきけん つつこし きけんがらす

もはんばいてんとうにかどでんちぼたんでんち

まえだだしげんみうたすうこんにゅうぷらきんぞくるい

かくにんいちど

けんしん し

といあわせさき ほけん せんたー

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

はさいぜんご

りょうきん もうしこ ほけんむりょう

は はじ こ にん

げつじ　いこう おやこ くみ

りょうきん むりょう もうしこ ほけん

げつじ　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

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

いくじそうだん

さんぷけんこうそうだん

にんぷ

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
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

ないよう

しんたいけいそく 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 しんぱい そうだん

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

ほけん

こまきじどうかん

きたざとじどうかん

しのおかじどうかん

せんたー

ないよう にんしんちゅう しょくじ くち けんこうあか とう やくわり

あか にんぎょう だ たいけん にんぷ ぎじたいけん 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

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

よしんひょう せいご げつ ごろ そうふ

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  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

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

といあわせさき はいきぶつ　　たいさくかこまきしやくしょ
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時　間 じかん

料　金 りょうきん

申込期間 もうしこみ
きかん

申込場所 もうしこみ
ばしょ

対　象 たいしょう

平成26年度 児童クラブ加入申し込み
児童クラブの  対象学年を  4年生まで  拡大します。

市内小学校  1～4年生を  対象に、 昼間  保護者が  家に  いないなど  一定の  条件に  該当する
児童 （必要な  方は、 4年生まで  毎年  申し込みが  必要と  なります。）

平　日：授業  終了後～18:30　／　長期  休業期間：7:30～18:30 ※土曜日を  除く
土曜日：8:30～18:00　／　学校代休日：8:30～18:30  ※日曜日、祝日、年末年始を  除く

月額5,000円 （おやつ代など  別途）

11月11日（月）～11月29日（金）※祝日、 日曜日を  除く　平日：13:30～18:00 ／ 土曜日：8:30～17:00

入学・進級  予定の  市内  小学校内などに  設置された  児童クラブ室
●申込用紙の  設置場所：子育て支援課、 各市民センター、 都市センター、 各児童クラブ
　※10月15日（火）以降から  配布

子育て支援課　TEL.0568-76-1129（直通）問合先
といあわせさき こそだ しえんか ちょくつう

 クラブ名 　　　住    所 　（所在地）  電  話

桃ヶ丘 小牧市桃ヶ丘二丁目3 （桃ヶ丘小学校内） 79-2110

一色 小牧市大字久保一色3500 （一色小学校内） 77-3275

米野 小牧市中央五丁目339 （米野小学校内） 77-3357

北里 小牧市下小針中島二丁目50 （北里小学校内） 71-2584

本庄 小牧市大字本庄2597-18 （本庄小学校東側） 78-5711

光ヶ丘 小牧市光ヶ丘三丁目50 （光ヶ丘小学校内） 78-2110

篠岡 小牧市篠岡二丁目25 （篠岡小学校内） 79-8041

小牧 小牧市小牧三丁目17 （小牧小学校内） 77-5122

味岡 小牧市大字小松寺585-1 （味岡小学校内） 77-8666

小牧原 小牧市大字小牧原新田1125 （小牧原小学校内） 73-7339

小木 小牧市小木西二丁目1 （小木小学校内） 72-8655

村中 小牧市大字村中1045 （村中小学校内） 76-2655

小牧南 小牧市若草町82 （小牧南小学校内） 76-8851

三ッ渕 小牧市大字三ッ渕480 （三ッ渕小学校内） 76-8100

  陶   小牧市大字上末3450-282 （陶小学校内） 78-1101

大城 小牧市城山三丁目2-4 （大城児童館内2F） 78-1102

野焼きは  やめましょう！
「煙で  窓が  開けられない」、 「洗濯物に  臭いが  ついて  困っている」 など  野焼きに  関する  

苦情が  近年  多く  寄せられています。 ごみの  焼却行為、 いわゆる  野焼きは、 一部の  例外を

除き  法律で  禁止  されており、 違反者には  罰則が  適用される  場合が  あります。

一般家庭から  排出される  廃棄物は、 「資源・ごみの  分け方と  出し方」に  従い、 適正に  処分してください。

また、 野焼き禁止の  例外規定と  された  行為で  あっても、 生活環境上  支障を  与える  場合は  行政指導の

対象と  なります。 ご近所の  迷惑に  なる  野焼きは  やめましょう！

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

の   や

ももがおか

いっしき

こめの

きたざと

ほんじょう

ひかりがおか

しのおか

こまき

あじおか

こまきはら

こき

むらなか

こまきみなみ

みつぶち

すえ

おおしろ

くらぶめい じゅうしょ しょざいち でんわ

こまきし ももがおか 2ちょうめ3

こまきし おおあざ くぼ いっしき3500

こまきし ちゅうおう 5ちょうめ 339

こまきし しもおばり なかしま 2ちょうめ50

こまきし おおあざ ほんじょう 2597-18

こまきし ひかりがおか 3ちょうめ50

こまきし しのおか 2ちょうめ25

こまきし こまき 3ちょうめ17

こまきし おおあざ こまつでら 585-1

こまきし おおあざ こまきはら しんでん1125

こまきし こきにし 2ちょうめ1

こまきし おおあざ むらなか1045

こまきし わかくさちょう82

こまきし おおあざ みつぶち480

こまきし おおあざ かみずえ

こまきし しろやま 3ちょうめ2-4

ももがおかしょうがっこうない

いっしきしょうがっこうない

こめのしょうがっこうない

きたざとしょうがっこうない

ほんじょうしょうがっこうひがしがわ

ひかりがおかしょうがっこうない

しのおかしょうがっこうない

こまきしょうがっこうない

あじおかしょうがっこうない

こまきはらしょうがっこうない

こきしょうがっこうない

むらなかしょうがっこうない

こまきみなみしょうがっこうない

みつぶちしょうがっこうない

すえしょうがっこうない

おおしろじどうかんない2F

はいふいこうかにちがつ

かくじどうくらぶせんたーとしせんたーかくしみんしえんかこそだせっちばしょもうしこみようし

しつじどうくらぶせっちしょうがっこうないしないよていしんきゅうにゅうがく

どようびへいじつのぞにちようびしゅくじつきんげつにちがつ にちがつ

べっとだいえんげつがく

のぞねんまつねんししゅくじつにちようびだいきゅうびがっこうどようび

のぞどようびきゅうぎょうきかんちょうきしゅうりょうごじゅぎょうへいじつ

ひつようこもうまいとしねんせいかたひつようじどう

がいとうじょうけんいっていいえほごしゃひるまたいしょうねんせいしょうがっこうしない

かくだいねんせいがくねんたいしょうくらぶじどう

こもうかにゅうくらぶじどうねんどへいせい

のやめいわくきんじょたいしょう

ぎょうせいしどうばあいあたししょうせいかつかんきょうじょうこういれいがいきていきんしのや

しょぶんてきせいしたがかただかたわしげんはいきぶつはいしゅついっぱんかてい

ばあいてきようばっそくいはんしゃきんしほうりつのぞ

れいがいいちぶのやしょうきゃくこういよおおきんねんくじょう

かんのやこまにおせんたくものあけまどけむり
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外国人相談窓口のお知らせ
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

次の 税金の 支払い期限は 12月 2日（月）です
●国民健康保険税（第6期） ●介護保険料（第5期）

●後期高齢者医療保険料（第4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。

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）

 とき　11月10日（日）、 11月24日（日）　8：30～17：15

11月8日（金）～12月25日（水） 17:00～22:00 小牧駅  周辺の  広場や  道路期 間 場 所

今年は  「きらめく  信長  夢街道」を  テーマに  イルミネーションを  行います。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

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8日（金） 17:30～18:30

きかん ばしょ

日 時 場 所にちじ ばしょ

（点灯式11月8日（金）17:30～）

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 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

つ ぎ ぜ い きん し はら き げん が つ に ち げ つ

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

だいよんき

だいごきだいろっきこくみんけんこうほけんぜい

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

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 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

しはら ひと

ば ー こ ー ど

い る み ね ー し ょ ん

ことし のぶなが ちがおこな こまき やけい たのゆめがいどう いるみねーしょん

がつ

てんとうしき がつ にち きん

こまきえき しゅうへん ひろば どうろにち きん がつ にち すい

お ー ぷ に ん ぐ い べ ん と
えんそう

がつ にち きん ひろば もう　　　こ

いるみねーしょん てんとう
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インフルエンザ予防接種

日　時 にちじ 場　所 ばしょ

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

申込み もうしこみ

対　象 たいしょう

ボウリング交流会 ボウリング交流会 

小牧市保健センター　TEL.0568-７5-6471問合先

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　

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　

KIA

KIA

11月1日（金）～11月22日（金） ［日・月曜日・祝日、12:00～13:00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。　※定員に  なったら  受付を  終わります。  
※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。

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

中学生より  年うえの  日本人、 外国人  それぞれ  60人
小学生 20人 （日本の  こども 10人、 外国の  こども 10人） 全部で  140人

いろいろな  国の  人に  関心の  ある  小学生  以上の  方

対 象 たいしょう ①65歳以上の方  又は、　②60歳以上  65歳未満で、 心臓、 じん臓  若しくは  呼吸器の  機能  又は  ヒト免疫
不全ウイルスによる  免疫の  機能に  障害を  有するものとして  厚生労働省令の  定める  基準の  方

期 間 きかん 10月15日（火）～12月31日（火）　接種希望の  方は  お早めに  おでかけください。

料 金 りょうきん 1,000円　接種回数は  1回に  限る 申込み もうしこみ 市内医療機関へ  事前に  予約

期 間 きかん 市内医療機関　※一部  実施していない  医療機関も  ありますので、 事前に  お問い合わせください。
※市外の  医療機関での  接種を  希望の方は  必ず  事前に  保健センターへ  連絡ください。

小牧国際ボウル12月1日（日）9:30～12:30

日　時 にちじ 場　所 ばしょ

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

申込み もうしこみ

対　象 たいしょう

2013年11月5日（火）～  2013年11月30日（土） 火曜日～土曜日の  9:00～17:00
小牧市国際交流協会  事務局へ  料金を  もって  直接  申込み  下さい。
日・月・祝日・12:00～13:00は  休み

会員  ￥200    一般  ￥500

持ち物 もちもの エプロン ・ ふきん ・ 筆記用具 メニュー めにゅー ※お正月料理で  A HAPPY NEW YEAR!

24名 （早く  申し込んだ  人が  参加できます）

小牧市に  住んでいる ・ 仕事を  している ・ 
学校で  勉強している  外国の  方 （ただし  小学5年生  以上）

講　師 こうし くらち  りゅうこ  先生

小牧市公民館3階  料理教室12月15日（日）10:00～13:30

Come and Join 
KIA Team Bowling Competition ☞世界のともだちとボウリングを楽しみませんか ☞

KIA Sports Day

日本の  お正月料理を  作りながら、 
交流を  しませんか？ᄚሄრႳ

い ん ふ る え ん ざ よ ぼ う せ っ し ゅ

といあわせさき こまきしほけん

ぼ う り ん ぐ こ う り ゅ う か い

といあわせさき じむきょくこまきし こくさい こうりゅう きょうかい

といあわせさき じむきょくこまきし こくさい こうりゅう きょうかい

よやくじぜんいりょうきかんしないかぎかいせっしゅかいすう

こまきしこうみんかん4かい

こまきしこうみんかん4かい

ひつようよやくいばすこまきこくさいぼうるしみんかいかん

やすしゅくじつげつにち

どようびかようび

くだもうしこちょくせつりょうきんじむきょくこうりゅうきょうかいこくさいこまきし

どかにちがつねん にちがつねん

りょうりしょうがつひっきようぐえぷろん

さんかひとこもうはやめい

いじょうねんせいしょうがくかたがいこくべんきょうがっこう

しごとすこまきし

いっぱんかいいんせんせい

りょうりきょうしつかいこうみんかんこまきしにちにちがつ

こうりゅう

つくりょうりおしょうがつにほんきょうしつりょうりにほん

とうじつ

おうけつけていいんきこまきしこくさいこうりゅうきょうかい

もかねしみんせんたーしこうみんかんしせいかつこうりゅうかかみもうしこみ

やすしゅくじつげつようびきんにちがつ きんにち にちがつ

えんたえんかいいんいじょうちゅうがくせいえんたえんかいいんしょうがくせい

にんぜんぶにんがいこくにんにほんにんしょうがくせい

にんがいこくじんにほんじんとしちゅうがくせい

かたいじょうしょうがくせいかんしんひとくに

こまきこくさいぼうるにち にちがつ

たのぼうりんぐせかい

えん

れんらくせんたーほけんじぜんかならかたきぼうせっしゅいりょうきかんしがい

はやかたせっしゅきぼうかにちがつ かにちがつ

あとじぜんいりょうきかんじっしいちぶしないいりょうきかん

かたきじゅんさだこうせいろうどうしょうれいゆうしょうがいきのうめんえきういるすふぜん

めんえきひとまたきのうこきゅうきもぞうしんぞうみまんまたかた いじょうさい さい
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非常時持
出袋

日 時 にちじ 場 所 ばしょ

ƞƧƞƧƭǘƧ
小牧市市民会館・公民館11月16日（土）・17日（日）10:00～15:00

生活展
●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
●子ども服リユース
●クラフト体験
●エコカー展示など

●消火・地震・濃煙体験
●ちびっ子レスキュー
●住宅防災機器展示コーナー
　お子様連れの家族で楽しめます!!

2013

両日午前・午後
150名粗品進呈

農業祭
●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
●緑化推進コーナー…苗木の無料配布

環境フェア 消防フェア

体験型のブ
ースが

たくさんある
よ！

小牧城下町（2）
城下町は、 南北1.3km、 東西1kmに  渡って  
拡がっていました。 武士の  家や  お寺が  
あったと  される  城下町の  東部からは、 皿や  
茶碗などの  遺物は  あまり  見つかりません
でしたが、 商工業者が  住んでいた  城下町の  西部からは  たくさん  出土して  います。 
このことから、 信長が  岐阜に  移った後、 東部は  町としては  ほとんど  使われず、 
西部は  規模を  小さく  しながらも  存在していたと  考えられます。

こまきじょうかまち

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 ふく りゆーす

くらふと たいけん

えこかー

しょうか

じゅうたく　ぼうさい　　きき てんじ こーなー

こさま づ かぞく たの

かんがそんざいちいきぼせいぶ

つかまちとうぶあとうつぎふのぶなが

しゅつどせいぶじょうかまちすしょうこうぎょうしゃ

みいぶつちゃわん

さらとうぶじょうかまち

てらいえぶしひろ

わたとうざいなんぼくじょうかまち

こ れすきゅー

じしん のうえん　たいけん

てんじ

さくせい こーなー

たいけんが
た

ぶーす

なえぎ むりょう はいふ

かき なごや こーちん など

ず　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

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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燃やすごみ用

（白袋）

小牧市指
定収集袋

  

 

燃やさないごみ
用

（赤袋）

小牧市指
定収集袋

料理くず、 木くず、 貝殻、 布製品、 ぬいぐるみ、 
紙おむつ、 打ち枝、 草、 リサイクル  できない  紙くず
（紙コップ ・ ティッシュペーパー ・ 写真など）

対象となるもの対象となるもの

注意
※打ち枝は、 直径10cm  以下で  60cm  未満の  長さに  切り、 束ねて  
   しっかり  縛って  出して  ください。
※紙おむつは、 汚物を  トイレに  流した  後で  出して  ください。

①料理くずは、 水を  十分  切り、
②燃やすごみ用  収集袋 （白色）に  入れ、 （指定袋  以外の  袋、 段ボールは  不可）
③燃やすごみ  収集場所へ  出す。

ᠢǞƳƮǙ

ᠢǞƯǄƞƮǙ

PICK UP

出し方出し方

陶器、 ガラスくず、 革製品、 ゴム類、 
電球、 乾電池、 容器包装  以外の  
プラスチック製品、 ライター  など

対象となるもの対象となるもの

注意
※ガラスくず  など  危険な  ものは、 古紙などに  包んで、「キケン」と  表示して  出して
　ください。
※ボタン電池、 ニカド電池  等は  販売店へ  お持ち  ください。
※金属類・プラの  混入が  多数  見受けられます。 資源として  出せないかを  出す  前に
   もう一度  確認して  ください。

①燃やさないごみ用  収集袋 （赤色）に  入れ、
②資源回収場所へ  出す。

出し方出し方

⛁ᚚɈƮǙǈ�Բƫჺǂ

ԦƱჺǅ�ƾƞǀ
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

「燃やすごみ・
燃やさないごみ」
についてです。

パッカー車の  火災の  原因と
なるため、 必ず  ガスを  
抜いてから、 
排出して  
ください。

ガスの抜き方

検診のお知らせ

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

11月  5日（火）
11月12日（火）
11月19日 （火）
11月26日 （火）

11月  1日 （金）
11月  8日 （金）
11月15日 （金）

11月  6日 （水）
11月13日 （水）
11月27日 （水）

11月13日（水）

11月29日（金）

11月  7日（木）
11月28日（木）

11月22日（金）

11月27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

篠岡児童館

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

10:00～11:00

保健センター 14:00～16:00

10:00～11:00

2012年5月  1日～10日生まれ
2012年5月11日～23日生まれ
2012年5月24日～31日生まれ

2011年8月  1日～15日生まれ
2011年8月16日～31日生まれ

11月11日 （月）
11月22日 （金）
12月  9日（月）

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。

2010年11月  1日～12日生まれ
2010年11月13日～20日生まれ
2010年11月21日～30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7月  1日～  8日生まれ
2013年7月  9日～17日生まれ
2013年7月18日～25日生まれ
2013年7月26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

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～11:15

11月5日 （火）

11月11日 （月）

11月12日 （火）

11月19日 （火）

11月26日 （火）

11月8日 （金）

11月15日 （金）

11月19日 （火）

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

育児相談・妊婦・
産婦健康相談

パパママ教室

期　日

小牧市役所 廃棄物対策課　TEL.0568-76-1187問合先
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といあわせさき はいきぶつ　　たいさくかこまきしやくしょ



●資源ごみの  分け方と  出し方

　燃やすごみ ・ 燃やさないごみ

●野焼きは  やめましょう!

●児童クラブ  加入  申込み

昨年の「いきいきこまき」の  様子昨年の「いきいきこまき」の  様子

P2

P8

P3

P6

P4

P7

P5

P5●イルミネーション

●税金の  支払期限

●外国人  相談窓口の  お知らせ

●インフルエンザ  予防接種

●KIA  ボウリング交流会

●KIA  日本料理教室

●2013 いきいきこまき

●小牧城下町（2）

●母子健診等  カレンダー

●成人検診

もくじもくじ

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

●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

11月14日（木）

11月21日（木）

11月  8日（金）

12月26日（木）

受診期間
  平成25年6月1日（土）～
  平成26年3月31日（月）

11月29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

9:00～11:00

9:00～15:30

9:30～15:30

14:00～15:30

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

12月  4日（水）
12月19日（木）

12月  4日（水）
12月19日（木）

14:00～15:30 保健センター

東部市民センター

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

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

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。

11月18日（月）
12月  2日（月）
12月15日（日）
12月27日（金）

12月16日（月）
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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

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

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 こまきしたいしょう じゅうみんとうろく かた

ほけん

げつ

きん

にち

しない　　さんふじんか

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

とうぶ しみん せんたー

とうぶ しみん せんたー

とうぶ しみん せんたー

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

せいじん　　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

かたさいねんうへいせい

かたじゅうみんとうろくこまきしさいいじょうたいしょう

もうしこ ほけんせんたー

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

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
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外国人の人口：7,200人 / 小牧の人口：153,574人（2013年10月1日現在）


