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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。
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http://www.city.komaki.aichi.jp/otherlanguage/japanese.html

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

も くじも くじ

11月11日（火）
   11月18日（火）

11月25日（火）
12月  2日（火）

11月  7日（金）
11月14日（金）
11月21日（金）

11月  5日（水）
11月12日（水）
11月26日（水）
11月  6日（木）

11月17日（月）
11月27日（木）

11月  6日（木）
11月27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  方には  事前に  お手紙を  送りますので、 詳しい　受付時間は  お手紙で  確認してください。

※健診は  必ず  受けましょう。 都合が  悪い  場合は、 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

2013年  5月  1日～11日生まれ
2013年  5月12日～20日生まれ
2013年  5月21日～31日生まれ

2012年  8月  1日～15日生まれ
2012年  8月16日～31日生まれ

保健センター 13:45～14:30 生まれてから  5～8カ月  未満 （標準的 接種期間）

2011年  11月  1日～  9日生まれ
2011年  11月10日～21日生まれ
2011年  11月22日～30日生まれ

2014年  7月  1日～  9日生まれ
2014年  7月10日～15日生まれ
2014年  7月16日～23日生まれ
2014年  7月24日～31日生まれ

健診のお知らせ

11月12日（水）

12月  8日（月）

11月28日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

小牧児童館

北里児童館

篠岡児童館

北里児童館

※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頃

10:00～11:00頃

保健センター 14:00～16:00

４か月児以降の親子（27組）

●料金／無料　●申込み／保健センター 予約必要

予約必要

予約必要

予約必要

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、

　赤ちゃん人形だっこ体験、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

●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／無料

乳幼児（特に  1歳前後の  お子さんに  おすすめです）

場　所 時　間 対象・内容・申込みなど

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

10:00～11:15

11月  4日（火）
11月11日（火）

11月21日（金）

11月14日（金）

11月25日（火）

11月14日（金）

●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  生まれてから  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。 （訪問前に  電話で  都合を  聞きます）
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

日にち

11月18日（火）
11月25日（火）
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11月17日（月）

小牧市市民会館ところ11月30日とき

小牧市国際交流協会は  今年で  設立  20周年を  迎えます。
11月 30日に、 20周年記念式典と  国際交流フェスタを  開催します。
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外国人の人口：7,162人 / 小牧の人口：153,610人（2014年 10月 1日現在）
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逃げる場所までの 道の 確認を しましょう逃げる場所までの 道の 確認を しましょう

小型家電は

「金属類」で

出して  ください

小型家電
対象となる 小型家電 （例）

小型家電とは…

出し方
資源用収集袋（緑色）に  入れて、 「金属類」 収集日に  出して  ください。

●繊維、 木などの  複合物 （電気カーペットなど）  　●パソコン　　●粗大ごみ　　●携帯電話　

●家電リサイクル法  対象機器 （テレビ、 エアコン、 洗濯機、 冷蔵庫・冷凍庫、 衣類乾燥機）

※それぞれの  出し方に  ついては、 廃棄物対策課に  聞いて  ください。

電気、 電池で  動く

すべての  もの

35歳からの  ヤング健診

小牧駅出張所  臨時休業の お知らせ小牧駅出張所  臨時休業の お知らせ

次の 税金の 支払い期限は 12月 1日 (月) です

生活習慣病予防の  ために、  内臓脂肪に  着目した  健診を  受けて  みませんか。

11月22日（土）から  24日（月）の  3日間は  住民票や  印鑑証明などの  各種証明書の  発行および  

税金などの  納付業務を  休みます。

●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）

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  残りのお金を  確認してください。

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  税金を  払うことが  できます。

※ただし、 納付書の  指定期限内のみ  です。

内　容 ないよう

日　程 にってい

場　所 ばしょ

定　員 ていいん

時　間 じかん

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

申　込 もうしこみ

アイロン

オーブントースター

オーブンレンジ

懐中電灯

加湿器

ガスオーブンレンジ

カセットコンロ（電池式）

カメラ

換気扇

空気清浄機

携帯型音楽プレーヤー

ゲーム機

コーヒーメーカー

CDラジカセ（コンポ）

炊飯器

ステレオ

ストーブ

石油ファンヒーター

扇風機

掃除機

体重計

デジタルカメラ

電磁調理器

電気かみそり

電気コード

電気スタンド

電気ストーブ

電気ポット

電子レンジ

電動歯ブラシ

電卓

電話機

トースター

ドライヤー

ビデオカメラ

ビデオデッキ

ファクシミリ

ふとん乾燥機

プリンター

ホットプレート

マウス

ミキサー

ミシン

ラジオ

ラジカセ

リモコン

ワープロ

小牧市環境キャラクター

「エコリン」

小牧市環境キャラクター

「エコリン」

資源・ごみの 

分け方と 出し方

対象と ならないもの

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

危機管理課　TEL.0568-７６-１１７１問合先
といあわせさき

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階に、 税金の  払い方の  相談、 支払いの  窓口が  あります｡
とき  11月9日（日）、 11月30日（日） 8:30～17:15　※11月23日（日）は  休みです。

❷小牧駅出張所に、 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、 11月22日(土)、 11月23日(日)、 11月24日（月）、 年末年始は  休みです。

問合先 収税課 TEL.0568-72-2101（代表） 内線276～279 TEL.0568-76-1117／0568-76-1118（直通）　
といあわせさき ちょくつうないせんだいひょうしゅうぜいか

身体計測（背の高さ、 体の重さ、 お腹周りを  測ります）、 血圧測定、 尿検査、 

血液検査（脂質検査、 血糖検査、 貧血検査）、 むし歯の  危険度テスト、 歯科衛生士による  相談

2014年12月7日（日）、 2015年1月21日（水）

小牧市保健センター

9:30～12:00 

小牧市に住民登録があり、 会社などで  健診を  受ける  機会が  ない人で、 

35歳～39歳に  なる人 （1975年 4月 1日 ～ 1980年 4月 1日 生まれ）

50人（先に  申込みを  した人） 無料

希望日時を  保健センターへ  お申し込み  ください。 各回50人に  なったら、 締め切ります。

申込みを  する時に  受付時間を  決めます。

といあわせさき

市民課　TEL.0568-76-1121問合先
といあわせさき しみんか

地震や  風、 雨による  災害が  起きた  時に  逃げる  場所が  決まって  います。 

近くの  逃げる  場所まで  歩いて  道を  確かめましょう。 また、 家族が  同じ  ところへ  逃げることが  

できるように  決めて  おきましょう。 逃げる  場所までの  道が、 いつもは  問題なく  通ることが  

できても、 ブロック塀が  倒れたり  看板が  落ちたりして  通ることが  できないかも  しれないので、 

周りの  危ない所を  見ながら、 いくつか  逃げる  道を  選んで  おきましょう。 また、 救急車や  

消防車などの  邪魔に  なるため  車は  使わず、 歩いて  逃げましょう。

こ が た か で ん

かんりかきき

といあわせさき

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先
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おーぶんおーぶん げーむげーむ ききとーすたーとーすたー でじたるでじたる かめらかめら でんわきでんわき みきさーみきさー

おーぶんおーぶん こーひーこーひー めーかーめーかーれんじれんじ でんじでんじ ききちょうりちょうり とーすたーとーすたー みしんみしん

かいちゅうかいちゅう らじかせらじかせ こんぽこんぽでんとうでんとう でんきでんき どらいやーどらいやー らじおらじお

かしつきかしつき すいはんきすいはんき でんきでんき こーどこーど びでおびでお かめらかめら らじかせらじかせ

がすがす おーぶんおーぶん れんじれんじ すてれおすてれお でんきでんき すたんどすたんど びでおびでお でっきでっき りもこんりもこん

かせっとかせっと こんろこんろ でんちしきでんちしき すとーぶすとーぶ でんきでんき すとーぶすとーぶ ふぁくしみりふぁくしみり わーぷろわーぷろ

かめらかめら せきゆせきゆ ふぁんふぁん ひーたーひーたー でんきでんき ぽっとぽっと かんそうきかんそうき

かんきせんかんきせん せんぷうきせんぷうき でんしでんし れんじれんじ ぷりんたーぷりんたー

くうきくうき せいじょうきせいじょうき そうじきそうじき でんどうでんどう ぶらしぶらしはは ほっとほっと ぷれーとぷれーと

だい き かいご ほけんりょう だい き いりょうこうれいしゃこうき ほけんりょう だい き

が つ に ち げ つ

や ん ぐ け ん し んさ い

こ ま き え き し ゅ っ ち ょ う じ ょ り ん じ き ゅ う ぎ ょ う し

こ が た か で ん

ないよう

にってい

ばしょ

ていいん

じかん

たいしょう

りょうきん

もうしこみ
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桃ヶ丘
一色
米野
北里
本庄
光ヶ丘
篠岡
小牧
味岡
小牧原
小木
村中
小牧南
三ッ渕
陶　
大城

桃ヶ丘二丁目3（桃ヶ丘小学校内）
大字久保一色3500（一色小学校内）
中央五丁目339（米野小学校内）
下小針中島二丁目50（北里小学校内）
大字本庄2597-18（本庄小学校東側）
光ヶ丘三丁目50（光ヶ丘小学校内）
篠岡二丁目25（篠岡小学校内）
小牧三丁目17（小牧小学校内）
大字小松寺585-1（味岡小学校内）
大字小牧原新田1125（小牧原小学校内）
小木西二丁目1（小木小学校内）
大字村中1045（村中小学校内）
若草町82（小牧南小学校内）
大字三ッ渕480（三ッ渕小学校内）
大字上末3450-282（陶小学校内）
城山三丁目2-4（大城児童館内2F）

❶65歳以上の人  又は、

❷60歳以上  65歳未満で、 心臓、 じん臓  もしくは  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  障害が  あるものとして  厚生労働省の  定める  基準の  人

79-2110
77-3275
77-3357
71-2584
78-5711
78-2110
79-8041
77-5122
77-8666
73-7339
72-8655
76-2655
76-8851
76-8100
78-1101
78-1102

電 話住 所 （所在地）クラブ名

高齢者 インフルエンザワクチンの お知らせ

児童クラブの 対象学年を ５年生まで 拡大します。

小牧市会場 (中部職業能力開発促進センター)にて  下記4種目を  開催

第52回 技能五輪全国大会 11月28日（金）～12月1日（月）

こども政策課　TEL.0568-76-1129問合先

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先 小牧市 商工振興課　TEL.0568-76-1134問合先
といあわせさき こまきし しょうこう しんこうか

技能五輪・アビリンピック あいち大会 2014

貴金属
装身具

ウェブ
デザイン

時計
修理

構造物
鉄工

小牧市会場 同時開催 イベント 11月 29日(土) 30日(日)  10:00～16:00

★大道芸人  パフォーマンス  コーナー

★小牧市観光協会の  推奨品

　(小牧市の おすすめの 飲み物や 食べ物)の お店、

　観光ＰＲコーナー

★移動販売車による  食べ物や  飲み物の  お店

★小牧名産屋台村

　名古屋コーチンを  使った  食べ物の  お店

★名古屋コーチン (この地域の にわとり)を 

　使った鍋  　料金：無料　

※29日30日ともに300食(なくなったら終わりです)

★こまき探検隊  謎解き  クイズラリー  

◆バーサライター作り　

◆かんな削り 体験、 曲げ木で 小物作り　

◆ペットボトルランプシェード作り 　

◆名刺づくり

◆丸太切り

◆ペットボトルロケット作りと  

　打ち上げ（申込み必要） 

◆目覚まし時計作り（申込み必要） 

○車の場合  

　小牧市総合運動場、 小牧市民球場を  目標にして  ください。 

　東名高速道路  小牧インターから  約15分、

　春日井インターから  約10分です。

アクセス方法

小牧市大字下末1636-2 

対 象 たいしょう

場 所 ばしょ

期 間 きかん

申 込 もうしこみ

料 金 りょうきん

小牧市の  小学校に通う  1 ～ 5年生で、 

昼間、 家族が  仕事などで  家庭に  いない  など

決められた  条件に  当てはまる  子ども。

（年度ごとに  申し込みが  必要です。）

11月17日（月）～ 11月28日（金）

※祝日、 日曜日は  お休み

平　日…13:30～18:00

土曜日…8:30～17:00

申込期間

時　間
じかん

対　象
たいしょう

もうしこみきかん

申込場所
もうしこみばしょ

申込用紙の
設置場所

もうしこみようし

料　金
りょうきん

平　日…………授業終了後～18:30

長期休業期間…7:30～18:30（土曜日は  お休み）

土曜日…………8:30～18:00

学校代休日……7:30～18:30

※日曜日、 祝日、 年末年始は  お休み

月に  5,000円 （おやつ代は  別）

加入希望の  各児童クラブ

こども政策課、 各児童クラブ、 

各市民センター、 都市センター

※10月15日以降  配布開始

10月15日（水）～ 12月31日（水）　注射を  希望する  人は  早めに  行って  ください。

小牧市の  病院 （注射を  していない  病院も  ありますので、 病院に  聞いて  ください。）

※小牧市ではない  病院で  注射を  する人は  必ず  注射する  前に  保健センターへ  連絡してください。

1回 1,000円 （小牧市ではない  病院で  注射する  場合は  1,000円でない  場合が  あります。）

小牧市の  病院へ  予約してください

★ものづくり 体験 ブース (無料)

せっちばしょ

ペットボトルロケット作り  及び  目覚まし時計作りに  

ついては、 往復ハガキにて  お申込み  ください。 

詳しくは、 商工振興課に  聞いて  ください。

中部職業能力開発促進センター
（ポリテクセンター中部）

東名高速道路

上末

上末南

下末

上末東山西

高根
総合運動場前

陶小学校

中部管区
警察学校

下末

上末 市民球場北

高根

小牧JCT155155

155155

○バスの場合

・名鉄小牧駅から

　▷シャトルバスが  あります

　▷ピーチバス：上末バス停から  歩いて  15分  

　　又は  市民球場北バス停から  歩いて  15分

　▷こまき巡回バス：東部小牧味岡コース (約25分)  

　　総合運動場前バス停から  歩いて  1分

といあわせさき せいさくか

といあわせさき ほけん せんたー

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

ももがおか 2ちょうめ3

おおあざ くぼ いっしき3500

ちゅうおう 5ちょうめ 339

しもおばり なかしま 2ちょうめ50

おおあざ ほんじょう 2597-18

ひかりがおか 3ちょうめ50

しのおか 2ちょうめ25

こまき 3ちょうめ17

おおあざ こまつじ 585-1

おおあざ こまきはら しんでん1125

こきにし 2ちょうめ1

おおあざ むらなか1045

わかくさちょう82

おおあざ みつぶち480

おおあざ かみずえ3450-282

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

よやくびょういんこまきし

ばあいえんばあいちゅうしゃびょういんこまきしえんかい

れんらくせんたーほけんまえかならひとちゅうしゃ ちゅうしゃびょういんこまきし

きびょういんびょういんちゅうしゃびょういんこまきし

いはやひときぼうちゅうしゃすい にちがつ すいにちがつ

ひときじゅんさだろうどうしょうこうせい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ぞうしんぞうみまんさいいじょうさい

またひといじょうさい

しわ く ち んい ん ふ る え ん ざこ う れ い し ゃ

かいしはいふいこうにちがつ

せんたーとしせんたーしみんかく

くらぶじどうかくせいさくか

くらぶじどうかくきぼうかにゅう

どようび

へいじつ

やすにちようびしゅくじつ

きんにちがつげつにちがつ

べつだいえんつき

やす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

やすどようびきかんきゅうぎょうちょうき

しゅうりょうごじゅぎょうへいじつ

ひつようこもうねんど

こあじょうけんき

かていしごとかぞくひるま

ねんせいかよしょうがっこうこまきし

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

きしょうこうしんこうかくわ

もうしこはがきおうふく

づくめざおよづくろけっとぺっとぼとる

こーなーぱふぉーまんすだいどうげいにん

こーなーかんこう

こまきし

すいしょうひんかんこうきょうかいこまきし

もの みせのた もの

もの みせの たもの

はんばいしゃいどう

みせた ものつかこーちんなごや

やたいむらめいさんこまき

おしょくにち にち

りょうきん むりょうなべつか

ちいきこーちんなごや

くいず らりーなぞとたんけんたい

づくどけい

どけい

めざ

あ もうしこ ひつよう

もうしこ ひつよう

う

づくろけっとぺっとぼとる

ぎまるた

めいし

づくぺっとぼとる

づくばーさらいたー

けず たいけん ま き こもの づく

むりょうぶーすたいけん

にちにちどにちがつ
いべんとかいさいどうじこまきし かいじょう

てっこう

こうぞうぶつ

しゅうり

とけい

でざいん

うぇぶ

そうしんぐ

ききんぞく

かいさいしゅもくかきせんたーそくしんかいはつのうりょくしょくぎょうちゅうぶかいじょうこまきし

げつにちがつきんにちがつたいかいぜんこくごりんぎのうかいだい

た い か いあ び り ん ぴ っ くご り んぎ の う

しぇーどらんぷ

しもずえおおあざこまきし

ちゅうぶぽりてく

せんたー

せんたー

そくしんかいはつのうりょくしょくぎょうちゅうぶ

こまき
しもずえ

しもずえ

けいさつがっこう

ちゅうぶかんく

とうめいこうそくどうろ

たかね

たかね

そうごううんどうじょうまえ

すえしょうがっこう
かみずえみなみ

かみずえひがしやまにし

しみんきゅうじょうきた
かみずえかみずえ

ぷんあるばすていそうごううんどうじょうまえ

ふんやくこーすあじおかとうぶばすじゅんかい

ぷんあるばすていしみんきゅうじょうきたまた

ふんある

しゃとる

ばすていかみずえぴーち

こまき

こまき

めいてつ

ばす

ばす

ばあいばす

ぷんやくいんたーかすがい

ふんやくいんたーこまきとうめいこうそくどうろ

もくひょうこまきしみんきゅうじょううんどうじょうこまきし

ばあいくるま

ほうほうあくせす

そうごう

えき
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「住みやすい  こまき ～食・緑・くらし・安心安全～ 」を  テーマに  
食・環境・消費生活・防災に  ついて  学んで  もらう  イベントです。 今年は 「夢・チャレンジ 始まりの地 小牧」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。

小牧駅 近くの 広場や 道路

昨年の
ようす

2014年11月7日（金）～ 2015年1月15日（木）
17:00 ～ 22:00  

（オープニングイベントの  日は  18:00 ～ 22:00）

ダンス、 合唱と ともに、 みんなで 

イルミネーションを 点灯しましょう！

にぎわい広場　 

※申込みは  いりません

11月7日（金）18:00～18:30

11月15日(土)・16日(日) 10:00～15:00

農業祭

消防フェア
（雨天中止）

環境フェア

生活展

環境に  やさしい  ライフスタイルの  コーナーです。

小牧市で  作られた  野菜や  果物を  売っています。

防火・防災の  意識を  高めることと、 火事や  地震の  体験が  できます。

暮らしに  役立つ  情報や  消費団体パネルを  展示します。

※防火･･･火事を防ぐこと

※防災･･･地震などの  自然に  おきる  事故を  防ぐこと

●物産展コーナー … いろいろな  地域の  食べ物を  売っています。

●生産者 直売コーナー … 柿、 じねんじょ(いも)、 にわとりの  卵などを  売っています。

●米消費 拡大  推進コーナー … 五平餅、 みたらし団子  などを  売っています。

●緑化 推進コーナー … 苗木を  配ります。 無料です。

●地震の体験

●住宅防災機器の 展示

●防災ボランティアによる 防災啓発コーナー

●ちびっ子レスキュー  (こどもの  レスキュー体験が  できます)

●クラフト体験コーナー

●ろうそく手作り体験  (16日のみ)

●にこにこニコラの店  (食べ物や  飲み物の  お店)

●エコカー展示など

●市内消費者団体の パネル展示

●小牧おもちゃ病院 トイトイ  (壊れた  おもちゃを  直します)

●ペットボトルで 貯金箱を 作ろう （15日のみ）

●クイズラリー  (15日 16日 ともに  午前と  午後、 各150人に  プレゼントが  あります)

といあわせさき

農政課　TEL.0568-76-1131問合先
といあわせさき のうせいか

といあわせさき

市民安全課　TEL.0568-76-1120問合先
といあわせさき しみん    あんぜんか

といあわせさき

シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173問合先
といあわせさき してぃ ぷろもーしょん

小牧市国際交流協会（KIA)　
TEL.0568-76-0905　FAX.0568-71-8396　E-mail：kia@ma.ccnw.ne.jp問合先

といあわせさき

設立20周年記念式典と

国際交流ふれあいフェスタ

設立20周年記念式典と

国際交流ふれあいフェスタ
式典では  落語家  (日本に  古くから  伝わる  お笑い) 「桂  かい枝」さんの  

講演が  あります。 午後からの  ふれあいフェスタでは  各国ダンス、 

お楽しみ抽選会、 お茶席、 きもの試着体験、 世界の遊び、 外国人ピエロ、 

国際屋台など  楽しい  イベントが  たくさん  あります。

11月1日（土）から  KIA事務局で  売っています。　※当日も  買えます。

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）

無料 （屋台の  料理を  食べる  ひとは  食券を  買って  ください）

国際交流が  好きな  人

小牧市市民会館（式典） ／ 小牧市公民館講堂･ロビー（フェスタ）

11月 30日 （日） 10:00 ～ 15:00まで

火～土曜日　9：00～17：00（日、月曜日、祝日と12：00～13：00はお休み）

外国人相談窓口のお知らせ
が い こ く じ ん 　 そ う だ ん 　 ま ど ぐ ち し

小牧市役所  本庁舎2階  市民安全課内
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、 保険年金課と  保育課に  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）、  市民課に  中国語

 （9:00 ～16:30）を  話すことが  できる  職員が  います。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

期　間 きかん

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

日　時 にちじ 場　所 ばしょ

入　場 にゅうじょう

対　象 たいしょう

食　券 しょっけん

小牧市市民会館・公民館

2014 いきいきこまき

オープニングイベント
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「住みやすい  こまき ～食・緑・くらし・安心安全～ 」を  テーマに  
食・環境・消費生活・防災に  ついて  学んで  もらう  イベントです。 今年は 「夢・チャレンジ 始まりの地 小牧」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。

小牧駅 近くの 広場や 道路

昨年の
ようす

2014年11月7日（金）～ 2015年1月15日（木）
17:00 ～ 22:00  

（オープニングイベントの  日は  18:00 ～ 22:00）

ダンス、 合唱と ともに、 みんなで 

イルミネーションを 点灯しましょう！

にぎわい広場　 

※申込みは  いりません

11月7日（金）18:00～18:30

11月15日(土)・16日(日) 10:00～15:00

農業祭

消防フェア
（雨天中止）

環境フェア

生活展

環境に  やさしい  ライフスタイルの  コーナーです。

小牧市で  作られた  野菜や  果物を  売っています。

防火・防災の  意識を  高めることと、 火事や  地震の  体験が  できます。

暮らしに  役立つ  情報や  消費団体パネルを  展示します。

※防火･･･火事を防ぐこと

※防災･･･地震などの  自然に  おきる  事故を  防ぐこと

●物産展コーナー … いろいろな  地域の  食べ物を  売っています。

●生産者 直売コーナー … 柿、 じねんじょ(いも)、 にわとりの  卵などを  売っています。

●米消費 拡大  推進コーナー … 五平餅、 みたらし団子  などを  売っています。

●緑化 推進コーナー … 苗木を  配ります。 無料です。

●地震の体験

●住宅防災機器の 展示

●防災ボランティアによる 防災啓発コーナー

●ちびっ子レスキュー  (こどもの  レスキュー体験が  できます)

●クラフト体験コーナー

●ろうそく手作り体験  (16日のみ)

●にこにこニコラの店  (食べ物や  飲み物の  お店)

●エコカー展示など

●市内消費者団体の パネル展示

●小牧おもちゃ病院 トイトイ  (壊れた  おもちゃを  直します)

●ペットボトルで 貯金箱を 作ろう （15日のみ）

●クイズラリー  (15日 16日 ともに  午前と  午後、 各150人に  プレゼントが  あります)

といあわせさき

農政課　TEL.0568-76-1131問合先
といあわせさき のうせいか

といあわせさき

市民安全課　TEL.0568-76-1120問合先
といあわせさき しみん    あんぜんか

といあわせさき

シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173問合先
といあわせさき してぃ ぷろもーしょん

小牧市国際交流協会（KIA)　
TEL.0568-76-0905　FAX.0568-71-8396　E-mail：kia@ma.ccnw.ne.jp問合先

といあわせさき

設立20周年記念式典と

国際交流ふれあいフェスタ

設立20周年記念式典と

国際交流ふれあいフェスタ
式典では  落語家  (日本に  古くから  伝わる  お笑い) 「桂  かい枝」さんの  

講演が  あります。 午後からの  ふれあいフェスタでは  各国ダンス、 

お楽しみ抽選会、 お茶席、 きもの試着体験、 世界の遊び、 外国人ピエロ、 

国際屋台など  楽しい  イベントが  たくさん  あります。

11月1日（土）から  KIA事務局で  売っています。　※当日も  買えます。

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）

無料 （屋台の  料理を  食べる  ひとは  食券を  買って  ください）

国際交流が  好きな  人

小牧市市民会館（式典） ／ 小牧市公民館講堂･ロビー（フェスタ）

11月 30日 （日） 10:00 ～ 15:00まで

火～土曜日　9：00～17：00（日、月曜日、祝日と12：00～13：00はお休み）

外国人相談窓口のお知らせ
が い こ く じ ん 　 そ う だ ん 　 ま ど ぐ ち し

小牧市役所  本庁舎2階  市民安全課内
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、 保険年金課と  保育課に  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）、  市民課に  中国語

 （9:00 ～16:30）を  話すことが  できる  職員が  います。
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桃ヶ丘
一色
米野
北里
本庄
光ヶ丘
篠岡
小牧
味岡
小牧原
小木
村中
小牧南
三ッ渕
陶　
大城

桃ヶ丘二丁目3（桃ヶ丘小学校内）
大字久保一色3500（一色小学校内）
中央五丁目339（米野小学校内）
下小針中島二丁目50（北里小学校内）
大字本庄2597-18（本庄小学校東側）
光ヶ丘三丁目50（光ヶ丘小学校内）
篠岡二丁目25（篠岡小学校内）
小牧三丁目17（小牧小学校内）
大字小松寺585-1（味岡小学校内）
大字小牧原新田1125（小牧原小学校内）
小木西二丁目1（小木小学校内）
大字村中1045（村中小学校内）
若草町82（小牧南小学校内）
大字三ッ渕480（三ッ渕小学校内）
大字上末3450-282（陶小学校内）
城山三丁目2-4（大城児童館内2F）

❶65歳以上の人  又は、

❷60歳以上  65歳未満で、 心臓、 じん臓  もしくは  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  障害が  あるものとして  厚生労働省の  定める  基準の  人

79-2110
77-3275
77-3357
71-2584
78-5711
78-2110
79-8041
77-5122
77-8666
73-7339
72-8655
76-2655
76-8851
76-8100
78-1101
78-1102

電 話住 所 （所在地）クラブ名

高齢者 インフルエンザワクチンの お知らせ

児童クラブの 対象学年を ５年生まで 拡大します。

小牧市会場 (中部職業能力開発促進センター)にて  下記4種目を  開催

第52回 技能五輪全国大会 11月28日（金）～12月1日（月）

こども政策課　TEL.0568-76-1129問合先

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先 小牧市 商工振興課　TEL.0568-76-1134問合先
といあわせさき こまきし しょうこう しんこうか

技能五輪・アビリンピック あいち大会 2014

貴金属
装身具

ウェブ
デザイン

時計
修理

構造物
鉄工

小牧市会場 同時開催 イベント 11月 29日(土) 30日(日)  10:00～16:00

★大道芸人  パフォーマンス  コーナー

★小牧市観光協会の  推奨品

　(小牧市の おすすめの 飲み物や 食べ物)の お店、

　観光ＰＲコーナー

★移動販売車による  食べ物や  飲み物の  お店

★小牧名産屋台村

　名古屋コーチンを  使った  食べ物の  お店

★名古屋コーチン (この地域の にわとり)を 

　使った鍋  　料金：無料　

※29日30日ともに300食(なくなったら終わりです)

★こまき探検隊  謎解き  クイズラリー  

◆バーサライター作り　

◆かんな削り 体験、 曲げ木で 小物作り　

◆ペットボトルランプシェード作り 　

◆名刺づくり

◆丸太切り

◆ペットボトルロケット作りと  

　打ち上げ（申込み必要） 

◆目覚まし時計作り（申込み必要） 

○車の場合  

　小牧市総合運動場、 小牧市民球場を  目標にして  ください。 

　東名高速道路  小牧インターから  約15分、

　春日井インターから  約10分です。

アクセス方法

小牧市大字下末1636-2 

対 象 たいしょう

場 所 ばしょ

期 間 きかん

申 込 もうしこみ

料 金 りょうきん

小牧市の  小学校に通う  1 ～ 5年生で、 

昼間、 家族が  仕事などで  家庭に  いない  など

決められた  条件に  当てはまる  子ども。

（年度ごとに  申し込みが  必要です。）

11月17日（月）～ 11月28日（金）

※祝日、 日曜日は  お休み

平　日…13:30～18:00

土曜日…8:30～17:00

申込期間

時　間
じかん

対　象
たいしょう

もうしこみきかん

申込場所
もうしこみばしょ

申込用紙の
設置場所

もうしこみようし

料　金
りょうきん

平　日…………授業終了後～18:30

長期休業期間…7:30～18:30（土曜日は  お休み）

土曜日…………8:30～18:00

学校代休日……7:30～18:30

※日曜日、 祝日、 年末年始は  お休み

月に  5,000円 （おやつ代は  別）

加入希望の  各児童クラブ

こども政策課、 各児童クラブ、 

各市民センター、 都市センター

※10月15日以降  配布開始

10月15日（水）～ 12月31日（水）　注射を  希望する  人は  早めに  行って  ください。

小牧市の  病院 （注射を  していない  病院も  ありますので、 病院に  聞いて  ください。）

※小牧市ではない  病院で  注射を  する人は  必ず  注射する  前に  保健センターへ  連絡してください。

1回 1,000円 （小牧市ではない  病院で  注射する  場合は  1,000円でない  場合が  あります。）

小牧市の  病院へ  予約してください

★ものづくり 体験 ブース (無料)

せっちばしょ

ペットボトルロケット作り  及び  目覚まし時計作りに  

ついては、 往復ハガキにて  お申込み  ください。 

詳しくは、 商工振興課に  聞いて  ください。

中部職業能力開発促進センター
（ポリテクセンター中部）

東名高速道路

上末

上末南

下末

上末東山西

高根
総合運動場前

陶小学校

中部管区
警察学校

下末

上末 市民球場北

高根

小牧JCT155155

155155

○バスの場合

・名鉄小牧駅から

　▷シャトルバスが  あります

　▷ピーチバス：上末バス停から  歩いて  15分  

　　又は  市民球場北バス停から  歩いて  15分

　▷こまき巡回バス：東部小牧味岡コース (約25分)  

　　総合運動場前バス停から  歩いて  1分

といあわせさき せいさくか

といあわせさき ほけん せんたー

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

ももがおか 2ちょうめ3

おおあざ くぼ いっしき3500

ちゅうおう 5ちょうめ 339

しもおばり なかしま 2ちょうめ50

おおあざ ほんじょう 2597-18

ひかりがおか 3ちょうめ50

しのおか 2ちょうめ25

こまき 3ちょうめ17

おおあざ こまつじ 585-1

おおあざ こまきはら しんでん1125

こきにし 2ちょうめ1

おおあざ むらなか1045

わかくさちょう82

おおあざ みつぶち480

おおあざ かみずえ3450-282

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

よやくびょういんこまきし

ばあいえんばあいちゅうしゃびょういんこまきしえんかい

れんらくせんたーほけんまえかならひとちゅうしゃ ちゅうしゃびょういんこまきし

きびょういんびょういんちゅうしゃびょういんこまきし

いはやひときぼうちゅうしゃすい にちがつ すいにちがつ

ひときじゅんさだろうどうしょうこうせい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ぞうしんぞうみまんさいいじょうさい

またひといじょうさい

しわ く ち んい ん ふ る え ん ざこ う れ い し ゃ

かいしはいふいこうにちがつ

せんたーとしせんたーしみんかく

くらぶじどうかくせいさくか

くらぶじどうかくきぼうかにゅう

どようび

へいじつ

やすにちようびしゅくじつ

きんにちがつげつにちがつ

べつだいえんつき

やす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

やすどようびきかんきゅうぎょうちょうき

しゅうりょうごじゅぎょうへいじつ

ひつようこもうねんど

こあじょうけんき

かていしごとかぞくひるま

ねんせいかよしょうがっこうこまきし

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

きしょうこうしんこうかくわ

もうしこはがきおうふく

づくめざおよづくろけっとぺっとぼとる

こーなーぱふぉーまんすだいどうげいにん

こーなーかんこう

こまきし

すいしょうひんかんこうきょうかいこまきし

もの みせのた もの

もの みせの たもの

はんばいしゃいどう

みせた ものつかこーちんなごや

やたいむらめいさんこまき

おしょくにち にち

りょうきん むりょうなべつか

ちいきこーちんなごや

くいず らりーなぞとたんけんたい

づくどけい

どけい

めざ

あ もうしこ ひつよう

もうしこ ひつよう

う

づくろけっとぺっとぼとる

ぎまるた

めいし

づくぺっとぼとる

づくばーさらいたー

けず たいけん ま き こもの づく

むりょうぶーすたいけん

にちにちどにちがつ
いべんとかいさいどうじこまきし かいじょう

てっこう

こうぞうぶつ

しゅうり

とけい

でざいん

うぇぶ

そうしんぐ

ききんぞく

かいさいしゅもくかきせんたーそくしんかいはつのうりょくしょくぎょうちゅうぶかいじょうこまきし

げつにちがつきんにちがつたいかいぜんこくごりんぎのうかいだい

た い か いあ び り ん ぴ っ くご り んぎ の う

しぇーどらんぷ

しもずえおおあざこまきし

ちゅうぶぽりてく

せんたー

せんたー

そくしんかいはつのうりょくしょくぎょうちゅうぶ

こまき
しもずえ

しもずえ

けいさつがっこう

ちゅうぶかんく

とうめいこうそくどうろ

たかね

たかね

そうごううんどうじょうまえ

すえしょうがっこう
かみずえみなみ

かみずえひがしやまにし

しみんきゅうじょうきた
かみずえかみずえ

ぷんあるばすていそうごううんどうじょうまえ

ふんやくこーすあじおかとうぶばすじゅんかい

ぷんあるばすていしみんきゅうじょうきたまた

ふんある

しゃとる

ばすていかみずえぴーち

こまき

こまき

めいてつ

ばす

ばす

ばあいばす

ぷんやくいんたーかすがい

ふんやくいんたーこまきとうめいこうそくどうろ

もくひょうこまきしみんきゅうじょううんどうじょうこまきし

ばあいくるま

ほうほうあくせす

そうごう

えき
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逃げる場所までの 道の 確認を しましょう逃げる場所までの 道の 確認を しましょう

小型家電は

「金属類」で

出して  ください

小型家電
対象となる 小型家電 （例）

小型家電とは…

出し方
資源用収集袋（緑色）に  入れて、 「金属類」 収集日に  出して  ください。

●繊維、 木などの  複合物 （電気カーペットなど）  　●パソコン　　●粗大ごみ　　●携帯電話　

●家電リサイクル法  対象機器 （テレビ、 エアコン、 洗濯機、 冷蔵庫・冷凍庫、 衣類乾燥機）

※それぞれの  出し方に  ついては、 廃棄物対策課に  聞いて  ください。

電気、 電池で  動く

すべての  もの

35歳からの  ヤング健診

小牧駅出張所  臨時休業の お知らせ小牧駅出張所  臨時休業の お知らせ

次の 税金の 支払い期限は 12月 1日 (月) です

生活習慣病予防の  ために、  内臓脂肪に  着目した  健診を  受けて  みませんか。

11月22日（土）から  24日（月）の  3日間は  住民票や  印鑑証明などの  各種証明書の  発行および  

税金などの  納付業務を  休みます。

●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）

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  残りのお金を  確認してください。

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  税金を  払うことが  できます。

※ただし、 納付書の  指定期限内のみ  です。

内　容 ないよう

日　程 にってい

場　所 ばしょ

定　員 ていいん

時　間 じかん

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

申　込 もうしこみ

アイロン

オーブントースター

オーブンレンジ

懐中電灯

加湿器

ガスオーブンレンジ

カセットコンロ（電池式）

カメラ

換気扇

空気清浄機

携帯型音楽プレーヤー

ゲーム機

コーヒーメーカー

CDラジカセ（コンポ）

炊飯器

ステレオ

ストーブ

石油ファンヒーター

扇風機

掃除機

体重計

デジタルカメラ

電磁調理器

電気かみそり

電気コード

電気スタンド

電気ストーブ

電気ポット

電子レンジ

電動歯ブラシ

電卓

電話機

トースター

ドライヤー

ビデオカメラ

ビデオデッキ

ファクシミリ

ふとん乾燥機

プリンター

ホットプレート

マウス

ミキサー

ミシン

ラジオ

ラジカセ

リモコン

ワープロ

小牧市環境キャラクター

「エコリン」

小牧市環境キャラクター

「エコリン」

資源・ごみの 

分け方と 出し方

対象と ならないもの

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

危機管理課　TEL.0568-７６-１１７１問合先
といあわせさき

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階に、 税金の  払い方の  相談、 支払いの  窓口が  あります｡
とき  11月9日（日）、 11月30日（日） 8:30～17:15　※11月23日（日）は  休みです。

❷小牧駅出張所に、 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、 11月22日(土)、 11月23日(日)、 11月24日（月）、 年末年始は  休みです。

問合先 収税課 TEL.0568-72-2101（代表） 内線276～279 TEL.0568-76-1117／0568-76-1118（直通）　
といあわせさき ちょくつうないせんだいひょうしゅうぜいか

身体計測（背の高さ、 体の重さ、 お腹周りを  測ります）、 血圧測定、 尿検査、 

血液検査（脂質検査、 血糖検査、 貧血検査）、 むし歯の  危険度テスト、 歯科衛生士による  相談

2014年12月7日（日）、 2015年1月21日（水）

小牧市保健センター

9:30～12:00 

小牧市に住民登録があり、 会社などで  健診を  受ける  機会が  ない人で、 

35歳～39歳に  なる人 （1975年 4月 1日 ～ 1980年 4月 1日 生まれ）

50人（先に  申込みを  した人） 無料

希望日時を  保健センターへ  お申し込み  ください。 各回50人に  なったら、 締め切ります。

申込みを  する時に  受付時間を  決めます。

といあわせさき

市民課　TEL.0568-76-1121問合先
といあわせさき しみんか

地震や  風、 雨による  災害が  起きた  時に  逃げる  場所が  決まって  います。 

近くの  逃げる  場所まで  歩いて  道を  確かめましょう。 また、 家族が  同じ  ところへ  逃げることが  

できるように  決めて  おきましょう。 逃げる  場所までの  道が、 いつもは  問題なく  通ることが  

できても、 ブロック塀が  倒れたり  看板が  落ちたりして  通ることが  できないかも  しれないので、 

周りの  危ない所を  見ながら、 いくつか  逃げる  道を  選んで  おきましょう。 また、 救急車や  

消防車などの  邪魔に  なるため  車は  使わず、 歩いて  逃げましょう。

こ が た か で ん

かんりかきき

といあわせさき

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

こまきし かんきょう きゃらくたーきゃらくたー

えこりん

あいろん

けんこうこくみん ほけんぜい

き げ んし は らぜ い き んつ ぎ

じしん かぜ あめ さいがい お ばしょとき に

し はら し はらはや わす こうざ ふりかえ べんり

ぜいきん ふりかえ はらしこうざ ひと はらし きげん ぜんじつ

へいじつ いそがひるま しぜいきん はら ひと

こうざ のこ かね かくにん

ほん かい はらぜいきんちょうしゃ かた しはらそうだん まどぐち

こまき しゅっちょうじょ はらぜいきんえき りようよつごう

ばーこーど

がつ

せいかつ しゅうかん びょう よぼう ないぞう しぼう ちゃくもく けんしん う

しんたい けいそく せ たか

こまきし ほけん せんたー

からだ おも なか まわ はか けつあつ そくてい にょう けんさ

けつえき けんさ けんさししつ けっとう けんさ ひんけつ けんさ

こまき し とうろくじゅうみん かいしゃ

さい ひとさい

にん ひと むりょうさき もうしこ

きぼう もう こ かく かい にん し きにちじ ほけん せんたー

ねん がつ ねん がつ にちにち う

けんしん う ひときかい

もうしこ とき うけつけ じかん き

ねん がつ にちにち ねん がつ にち すい

ば きけんど てすと しか えいせいし そうだん

はっこう

ぜいきん のうふ ぎょうむ やす

にち ど みっか かん じゅうみんひょう いんかん しょうめい かくしゅ しょうめいしょにち げつ

つ す と あのうふしょ こ ん び に え ん す

のうふしょ してい きげん ない

ぜいきん はら

どがつ にち にちがつ にち やすねんまつ　ねんしにち げつがつ

がつ にち にちがつここのか にち にちがつ にち やす

き

ちか に にばしょ ある みち たし おなかぞく

き に みちばしょ とおもんだい

まわ みあぶ ところ に えらみち

しょうぼうしゃ くるまじゃま つか にある

きゅうきゅうしゃ

ぶろっく べい たお かんばん お とお

かただ

しげん

たいしょう

せんい き ふくごうぶつ でんき かーぺっと ぱそこん そだい けいたい でんわ

かでん りさいくる ほう たいしょう てれび えあこんきき せんたくき

だ かた きはいきぶつ たいさくか

れいぞうこ れいとうこ かんそうきいるい

よう しゅうしゅうぶくろ みどりいろ い きんぞく るい しゅうしゅう び だ

れいかでんこがたたいしょう

うごでんちでんき

かでんこがた

だ

るいきんぞく

かでんこがた

に ば し ょ

し げ ん

だ か たわ か た

み ち か く に ん

こまきし かんきょう きゃらくたーきゃらくたー

えこりん

あいろん けいたいけいたい がたがた おんがくおんがく ぷれーやーぷれーやー たいじゅうけいたいじゅうけい でんたくでんたく まうすまうす

おーぶんおーぶん げーむげーむ ききとーすたーとーすたー でじたるでじたる かめらかめら でんわきでんわき みきさーみきさー

おーぶんおーぶん こーひーこーひー めーかーめーかーれんじれんじ でんじでんじ ききちょうりちょうり とーすたーとーすたー みしんみしん

かいちゅうかいちゅう らじかせらじかせ こんぽこんぽでんとうでんとう でんきでんき どらいやーどらいやー らじおらじお

かしつきかしつき すいはんきすいはんき でんきでんき こーどこーど びでおびでお かめらかめら らじかせらじかせ

がすがす おーぶんおーぶん れんじれんじ すてれおすてれお でんきでんき すたんどすたんど びでおびでお でっきでっき りもこんりもこん

かせっとかせっと こんろこんろ でんちしきでんちしき すとーぶすとーぶ でんきでんき すとーぶすとーぶ ふぁくしみりふぁくしみり わーぷろわーぷろ

かめらかめら せきゆせきゆ ふぁんふぁん ひーたーひーたー でんきでんき ぽっとぽっと かんそうきかんそうき

かんきせんかんきせん せんぷうきせんぷうき でんしでんし れんじれんじ ぷりんたーぷりんたー

くうきくうき せいじょうきせいじょうき そうじきそうじき でんどうでんどう ぶらしぶらしはは ほっとほっと ぷれーとぷれーと

だい き かいご ほけんりょう だい き いりょうこうれいしゃこうき ほけんりょう だい き

が つ に ち げ つ

や ん ぐ け ん し んさ い

こ ま き え き し ゅ っ ち ょ う じ ょ り ん じ き ゅ う ぎ ょ う し

こ が た か で ん

ないよう

にってい

ばしょ

ていいん

じかん

たいしょう

りょうきん

もうしこみ



●逃げる場所までの 道

●資源・ごみの 出し方と 分け方

●技能五輪・アビリンピック

　あいち大会 2014

●2014 いきいきこまき

P2

P3

●外国人 相談窓口の お知らせ

●イルミネーション

●KIA設立 20周年 記念式典と  

　国際交流ふれあいフェスタ

●2015年度 児童クラブ  

　加入 申し込み

●高齢者 インフルエンザ

　ワクチンの お知らせ

●税金の 納期限の お知らせ

●小牧駅出張所  臨時休業

●35歳からの ヤング検診

●健診 及び その他 教室の お知らせ

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

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

も くじも くじ

11月11日（火）
   11月18日（火）

11月25日（火）
12月  2日（火）

11月  7日（金）
11月14日（金）
11月21日（金）

11月  5日（水）
11月12日（水）
11月26日（水）
11月  6日（木）

11月17日（月）
11月27日（木）

11月  6日（木）
11月27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  方には  事前に  お手紙を  送りますので、 詳しい　受付時間は  お手紙で  確認してください。

※健診は  必ず  受けましょう。 都合が  悪い  場合は、 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

2013年  5月  1日～11日生まれ
2013年  5月12日～20日生まれ
2013年  5月21日～31日生まれ

2012年  8月  1日～15日生まれ
2012年  8月16日～31日生まれ

保健センター 13:45～14:30 生まれてから  5～8カ月  未満 （標準的 接種期間）

2011年  11月  1日～  9日生まれ
2011年  11月10日～21日生まれ
2011年  11月22日～30日生まれ

2014年  7月  1日～  9日生まれ
2014年  7月10日～15日生まれ
2014年  7月16日～23日生まれ
2014年  7月24日～31日生まれ

健診のお知らせ

11月12日（水）

12月  8日（月）

11月28日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

小牧児童館

北里児童館

篠岡児童館

北里児童館

※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頃

10:00～11:00頃

保健センター 14:00～16:00

４か月児以降の親子（27組）

●料金／無料　●申込み／保健センター 予約必要

予約必要

予約必要

予約必要

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、

　赤ちゃん人形だっこ体験、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

●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／無料

乳幼児（特に  1歳前後の  お子さんに  おすすめです）

場　所 時　間 対象・内容・申込みなど

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

10:00～11:15

11月  4日（火）
11月11日（火）

11月21日（金）

11月14日（金）

11月25日（火）

11月14日（金）

●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  生まれてから  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。 （訪問前に  電話で  都合を  聞きます）
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

日にち

11月18日（火）
11月25日（火）

P6

P4

P5

P8

P7

11月17日（月）

小牧市市民会館ところ11月30日とき

小牧市国際交流協会は  今年で  設立  20周年を  迎えます。
11月 30日に、 20周年記念式典と  国際交流フェスタを  開催します。
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外国人の人口：7,162人 / 小牧の人口：153,610人（2014年 10月 1日現在）


