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●歴史館の おもてなし

●小牧 城下町（1）

●KIA 公共マナー 教室

●KIA チャリティー・ワールド レストラン

●KIA 国際交流 ふれあい フェスタ

●休日 急病 診療所が あるから 安心

●第34回 市民まつり

●小牧山を 英語で 散策

●母子 検診等 カレンダー・

　BCG接種

●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・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／11月実施分は9月20日（金）から保健センター

●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／11月実施分は9月20日（金）から保健センター

●対象／65歳以上の小牧市に住民登録のある方

●定員／100人　●料金／無料

●申込み／不要（直接実施場所へお越しください。）

10月  6日（日）

11月14日（木）

10月17日（木）

10月16日（水）

10月31日（木）

11月18日（月）

11月21日（木）

10月23日（水）

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

9:00～15:30

9:30～15:30

14:00～15:30

9:30～15:30

市内産婦人科

小針の郷

保健センター

保健センター

9月29日（日） 9:00～15:30 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）

胸部Ｘ線検診

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）

13:30～15:00

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。
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外国人の人口：7,223人 / 小牧の人口：153,548人（2013年9月1日現在）
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日　時 にちじ

場　所 ばしょ

申込み もうしこみ

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先
といあわせさき

不要。 当日  直接会場へ。

小牧市市民会館  駐車場

平成25年10月5日（土）9:00～（受付:8:30～）
※雨天時は  市公民館講堂で  式典のみ  開催

10月5日（土）は  ごみ散乱防止 市民行動の日10月5日（土）は  ごみ散乱防止 市民行動の日

やめよう  ポイ捨て！ 

  広げよう  まち美化の輪

市では、 ポイ捨てによる  ごみの  散乱防止を、 広く  市民・事業者に  呼び
かけることを  目的として 「ごみ散乱防止  市民行動の日」を  設けていま
す。 エコリンと  一緒に  ポイ捨て  防止行動を  宣言しましょう！
式典  終了後、 市民会館周辺の  清掃活動 （ごみ拾い）を  行います。 市民・
事業者・行政が  協働で、 こまきを  快適で  清潔な  まちに  しましょう！

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 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

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。

次の 税金の 支払い期限は 10月 31日（木）です
●普通徴収市県民税（第3期） ●国民健康保険税（第5期）

●介護保険料（第4期） ●後期高齢者医療保険料（第3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 収税課 TEL0568-72-2101（代表）内線276～279 TEL0568-76-1117／0568-76-1118（直通）

 とき　10月13日（日）、 10月27日（日）　8：30～17：15

接種を  希望される  方で  わからない  ことや  予診票が  ない  場合は、 保健センターまで  ご連絡  ください。

※特例規定の対象者 ： 平成7年4月2日  生まれから  平成19年4月1日  生まれの  方 （接種期限:20歳未満）
第2期対象者 ： 9歳から13歳未満第1期対象者 ： 3歳から7歳半未満

日本脳炎の  予診票は  3歳に  なった  翌月に  予診票を  発送しています。

日本脳炎の予防接種について

検診のお知らせ

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

10月  8日（火）
10月15日（火）
10月22日（火）
10月29日（火）

10月  4日（金）
10月11日（金）
10月18日（金）

10月  2日（水）
10月  9日（水）
10月23日（水）

10月  9日（水）

11月29日（金）

10月10日（木）
10月24日（木）

10月25日（金）

10月30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

小牧南児童館
大城児童館

味岡児童館

西部児童館

※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  4月  1日～10日生まれ
2012年  4月11日～21日生まれ
2012年  4月22日～30日生まれ

2011年  7月  1日～15日生まれ
2011年  7月16日～31日生まれ

10月30日（水）
10月  7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10月  1日～  9日生まれ
2010年10月10日～22日生まれ
2010年10月23日～31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  6月  1日～10日生まれ
2013年  6月11日～16日生まれ
2013年  6月17日～23日生まれ
2013年  6月24日～30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
10:00～12:00

10:00～11:15

10月  7日（月）
10月  8日（火）
10月15日（火）
10月22日（火）
10月29日（火）
10月11日（金）

10月15日（火）

10月18日（金）

10月25日（金）

10月  1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

ほけん　　　せんたー
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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

あじおかじどうかん

せいぶじどうかん

こまきみなみじどうかん

おおしろじどうかん

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
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問合先 子育て支援課　TEL.0568-７６-1130

市立保育園 入園 申込み2014年度

【受入】 ○…1歳児から　●…0歳児（3か月目）から　★…0歳児（生後57日目）から
【延長保育時間】 □…平日7:30～18:30　土曜7:30～17:30　■…平日・土曜7:00～19:00

といあわせさき こそだ しえんか

第二保育園
三ツ渕保育園
陶保育園
篠岡保育園
大山保育園
北里保育園
岩崎保育園
小木保育園
一色保育園
三ツ渕北保育園
さくら保育園
山北保育園
本庄保育園
藤島保育園
古雅保育園
大城保育園
村中保育園
味岡保育園
第三保育園
市役所  子育て支援課

○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○
●
○
★
★
★

□
□
□
□
■
□
□
■
□
□
□
□
□
□
□
■
■
■
■

小牧二丁目216
三ツ渕1622
上末字稲葉台1
篠岡二丁目30
応時一丁目265
下小針中島二丁目90
岩崎1533－4
小木二丁目350－1
久保一色南二丁目8
三ツ渕2130－1
桜井40
安田町98
本庄2597－433
藤島町梵天110－35
古雅三丁目54
城山三丁目2－1
村中1058
小松寺103－1
新町三丁目135

77－0844
77－0913
79－2323
79－8336
77－1005
76－3337
76－2880
77－8536
77－8600
72－9330
73－5536
73－5535
79－6128
75－2320
79－2477
78－0797
42－0053
77－0425
77－0514
76－1130

所 在 地 電話番号 延長保育保育園名受入

配布場所等：10月1日（火）から  各保育園、 子育て支援課で  配布
                  ※第一希望の  保育園へ  申込書等を  取りに行くと、 面接の  予約が  できます。
対象：生後57日目 ～ 小学校  就学前の  児童

日時：10月31日（木）、11月1日（金）9:00 ～ 16:30
場所：第1希望の  保育園  ※親子（母子）健康手帳を  持参のうえ、 お子さんと  一緒に  面接を  受けてください。申込み

申込書
配布

※村中保育園、 味岡保育園は  指定管理者制度で  運営  しています。
※第三保育園は  平成26年4月から、 指定管理者制度での  運営を  開始します。
   それに  あわせて、 0歳児（生後57日目から）保育、 休日保育、 7時から  19時の  特別  延長保育を  実施します。

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

ほいくえんめいうけいれ

だいに  ほいくえん こまき  にちょうめ

しんまち  さんちょうめ

こまつじあじおか  ほいくえん

みつぶち  ほいくえん

みつぶち  きた  ほいくえん みつぶち

すえ  ほいくえん

しのおか  ほいくえん

おおやま  ほいくえん

きたさと  ほいくえん

いわざき  ほいくえん

やまきた  ほいくえん

ほんじょう  ほいくえん

ふじしま  ほいくえん

こが  ほいくえん

おおしろ  ほいくえん

むらなか  ほいくえん

しやくしょ
こそだて  しえんか

むらなか

しろやま  さんちょうめ

こが  さんちょうめ

ふじしま  ちょう  ぼんてん

ほんじょう

やすだ  ちょう

こき  ほいくえん

いしき  ほいくえん

さくら  ほいくえん さくらい

くぼ  いしき  みなみ  にちょうめ

こき  にちょうめ

いわさき

しのおか  にちょうめ

おうじ  いっちょうめ

しもおばり  なかしま  にちょうめ

かみずえ あざ 　いなばだい

みつぶち

だいさん  ほいくえん

しょざいち でんわ　ばんごう えんちょう　ほいく

うけいれ

えんちょう ほいく じかん へいじつ へいじつどよう どよう

いっさいじ ぜろさいじ ぜろさいじげつめ にちめせいご

こまき　しやくしょ ほんちょうしゃ にかい こうりゅうかない

が いこくじん　そ うだ ん　まどぐち し

せいかつ

のぞ

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

かはいふばしょとう

もうしこみ

もうしこみしょ

はいふ

がつ にち かく　ほいくえん こ  そだ しえんか はいふ

だいいち　きぼう

たいしょう

ばしょ

にちめ しょうがっこう じどう

ほいくえん めんせつ よやくい

もく

だいいちきぼう おやこ ぼし けんこうてちょう こ いっしょ めんせつ うほいくえん

がつ にち きん

ともうしこみしょとう

しゅうがくまえせいご

にちがつにちじ

じさん

うんえいしてい　かんりしゃ　　せいどあじおかほいくえんむらなかほいくえん

かいしうんえいしてい　かんりしゃ　　せいどがつねんへいせいだいさんほいくえん

じっしえんちょうほいくとくべつじじきゅうじつほいくほいくにちめせいごさいじ

ぽるとがるご

げつ きん

すぺいんご えいご

げつ もくか

し り つ 　 　 　 ほ い く え ん
ね ん ど

に ゅ う え ん も う し こ
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日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

小牧城下町（１）
1563年、 織田信長は  小牧山城築城に  伴い、 何もない  原野であった
小牧山の  南側に、 家臣が  住む 「武家屋敷」、 商工業者が  住む「町屋」、
寺院の  ある 「寺町」など、 エリアごとに  区分された  これまでに  ない  
城下町を  整備  しました。 
この  信長の  都市計画は、 江戸時代に  全国へ  拡がっていき、 城下町の
原型に  なったと  考えられて  います。」

10月13日（日）11月17日（日）2013年

歴史館のおもてなし

10:00～12:00
13:00～15:00

来館者の  方に  おもてなしの  一つとして、 甲冑武将との  記念撮影や
お子さんには  簡易な  甲冑の  試着体験を  おこないます。

大人（高校生以上）100円 ／ 小人（中学生以下）30円 ／ 未就学児無料  ※土日祝日は  小人無料

小牧市堀の内一丁目1番地  小牧市歴史館

お子さんは
甲冑  試着  体験も
できるよ！

歴史館入館者 定　員 ていいん

日　時 にちじ

集合場所 しゅうごう
ばしょ

対　象 たいしょう

行き先 いきさき

料　金 りょうきん 定　員 ていいん

申込み もうしこみ

20名程度 申込み もうしこみ 不要

小牧市歴史館（小牧城）　TEL0568-７２-０７１２問合先
こまきし　れきしかん こまきじょうといあわせさき

平成25年10月1日（火）～平成25年10月16日（水）
小牧市国際交流協会（KIA）事務局へ  直接、 または  電話、 FAX、 e-mailで  お申し込み  ください。
（キャンセルの  場合は  前日に  連絡ください）

無料 （弁当  付き） 45人 （早く  申し込んだ  人が  参加  できます）

小牧市消防署、 リトルワールド

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  小学校 1年生  以上の  外国の  方。  または  KIAの  会員。

小牧市市民会館

10月 27日（日）（出発到着）9:00～16:00

KIA 公共マナー教室
「地区防災について  もっと  知ろう」
災害の  時に  あなたは  何を  しますか？  楽しく  学びながら、 
体験して、 そのあと  国際交流を  しましょう！

小牧市国際交流協会（KIA）事務局　小牧市 2丁目 107番地 市公民館 4階
TEL0568-76-0905　FAX0568-71-8396　E-mail : kia＠ma.ccnw.ne.jp問合先

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 こまきし ちょうめ ばんち しこうみんかん かい

にちがつにち にち にちがつ

ねん

おだのぶながねん

れ き し か ん

し ゃ し ん さ つ え いか っ ち ゅ う ぶ し ょ う

こ

たいけんしちゃくかっちゅう

しちゃくたいけん

らいかんしゃ かた ひと かっちゅうぶしょう きねんさつえい

かっちゅうかんいこ

ばんち こまきし れきしかんいっちょうめうちほりこまきし

ふようめいていどれきしかん　にゅうかんしゃ

こども　むりょうどにちしゅくじつみしゅうがくじ　　むりょうえんちゅうがくせい　いかこどもえんこうこうせい　いじょうおとな

こまきじょうかまち
げんやなにともなちくじょうこまきやまじょう

まちやすしょうこうぎょうしゃぶけやしきすかしんみなみがわこまきやま

くぶんえりあてらまちじいん

せいびじょうかまち

じょうかまちひろぜんこくえどじだいとしけいかくのぶなが

かんがげんけい

しぼ う さ いち く

きょうしつま な ーこうきょう

まなたのなにときさいがい

こくさいこうりゅうたいけん

しゅっぱつとうちゃくにちにちがつ

こまきし　　しみんかいかん

りとるわ ーるどこまきし　しょうぼうしょ

がっこうしごとすこまきし

かいいんかたいじょうねんせいしょうがっこうべんきょう がいこく

さんかひとこもうはやにんつべんとうむりょう

すいにちがつねんへいせいかにちがつねんへいせい

こもうでんわちょくせつじむきょくこまきしこくさいこうりゅうきょうかい

れんらくぜんじつばあいきゃんせる
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問合先 小牧市休日急病診療所（日曜・祝日・年末年始）  小牧市常普請一丁目318番地　　TEL0568-75-2070

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

KIA

KIA

「国際交流 ふれあい フェスタ」「国際交流 ふれあい フェスタ」

小牧市  及び  近郊に  在住  もしくは  活動している  団体

小牧市国際交流協会 （KIA） 事務局へ  直接  問い合わせ  下さい。

2014年1月26日（日） 2013年10月1日（火） ～　10月31日（木）  

出演 ボランティア団体 登録 募集

小牧市国際交流協会（KIA)事務局  TEL0568-76-0905　FAX0568-71-8396   
小牧市小牧２-１０７ 小牧市公民館4階　９：００～１７：００（日・月・祝日・12:00～13:00は除く）
E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp  URL: http://www.komakikia.jp/（募集の内容・出演申込書）

問合先・申込先

小牧市公民館３階　学習室３－２

世界の　手作り料理で　Magokoro　交換!!

1ステージ  20分  くらいの  音楽 ・ 踊りを  してくれる  ボランティア
グループの  登録を  募集します。グループの  名前、 代表者の  電話番号、
メンバーの  人数 ・ 国籍、 練習を  している  場所、 グループ紹介を  申込書に
書いて、 小牧市国際交流協会  事務局に  提出  してください。
※申込書は  事務局か  HPに  あります。

ȒȴȻȗǴɉɈɀɉȼȚȽȊșȺɄ

１０月19日（土曜日） １１：００～　なくなり次第　終了

ユニセフ募金に  ご協力  ください。

200人

不要

（当診療所は 「労災保険  指定  医療機関」 では  ありません  ので
「労災保険」 で  受診される  場合は 「労災保険  指定  医療機関」 で  受診して  ください。 ）

休日急病診療所があるから安心です！

日曜日・祝日・年末年始（12月31日から1月3日）

内科・小児科・外科  8:30～11:30　13:00～16:30　／　歯科　 8:30～11:30

休日の  急な  病気や  けが  なのに…。
　・急な  発熱で  困った。
　・包丁で  指を  切って  出血が  止まらない。
　・歯が  痛くて  ご飯を  食べる  ことも
　　できない。

いつもの  かかりつけの  病院が  お休み。 でも大丈夫、 そんな時、 
小牧市  休日  急病  診療所があります。 保健センターの  敷地内で
日曜日 ・ 祝日 ・ 年末年始 （12月31日から 1月3日） に  開設
している  診療所です。
内科 ・ 小児科、 外科、 歯科で  3人の  医師が  待機しています。

といあわせさき こまきしきゅうじつきゅうびょうしんりょうじょ

といあわせさき じむきょく

といあわせさき もうしこみさき

こまきし こくさい こうりゅう きょうかい

こまきし こくさい こうりゅう きょうかい

こまきし  　こまき こまきし  こうみんかん にち　げつ しゅくじつ のぞかい

じむきょく

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

申込み期間 もうしこみ
きかん

料　金 りょうきん

定　員 ていいん

申込み もうしこみ

対　象 たいしょう

申込み もうしこみ

開催日 かいさいび

診療日 しんりょうび

受付時間 うけつけじかん

せかい

がつ

こまきし　こうみんかん　さんかい

こまきし

ねん がつ にち にち ねん がつ にち か がつ にち もく

およ きんこう ざいじゅう かつどう だんたい

がくしゅうしつ

にち どようび しだい しゅうりょう

りょうり こうかんて　 づく

しみん ち ゃ り て ぃ ー

こ く さ い こ う り ゅ う

しゅつえん ぼ ら ん て ぃ あ だ ん た い と う ろ く ぼ し ゅ う

ふ ぇ す た

わ ー る ど れ す と ら ん

ふようきょうりょくゆにせふ　　　ぼきん

ぼらんてぃあおどおんがくぷんすてーじ

でんわばんごうだいひょうしゃなまえぐるーぷ ぼしゅうとうろく ぐるーぷ

もうしこみしょぐるーぷ　　 しょうかいばしょれんしゅうこくせきにんずうめんばー

ていしゅつじむきょくこくさいこうりゅうきょうかいこまきしか

じむきょくもうしこみしょ

くだあとちょくせつじむきょくこくさいこうりゅうきょうかいこまきし

しゅつえんもうしこみしょないようぼしゅう

あんしんきゅうじつきゅうびょうしんりょうじょ

びょうききゅうきゅうじつ

こまはつねつきゅう

としゅっけつきゆびほうちょう

たはんいたは

しきちないほけんせんたーしんりょうじょきゅうびょうきゅうじつこまきし

ときだいじょうぶやすびょういん

かいせつにちがつにちがつねんまつねんししゅくじつにちようび

しんりょうじょ

たいきいしにんしかげかしょうにかないか

にちがつにちがつねんまつねんししゅくじつにちようび

しかげかしょうにかないか

いりょうきかんしていろうさいほけんとうしんりょうじょ

じゅしんいりょうきかんしていろうさいほけんばあいじゅしんろうさいほけん

ばんちいっちょうめじょうぶしこまきしねんまつねんししゅくじつにちよう
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日  時 にちじ

●八雲町  じゃがいも  試食  コーナー
●八雲町  鮭料理  コーナー
●八雲町  ミルク  試飲  コーナー
●バルーン  アート  コーナー
●おまつり  ステージ  ダンス等

●ステージイベント　

●ステージイベント

ଐƄॅ

ҲᔛⳀ

●KIA チャリティ・ワールドレストラン

20日（日）12:30～　
市道  犬山公園線
出発地 : 小牧原小学校
到着地 : 小牧市民会館前

●信長行列
●小中学校  マーチングバンド  など

小牧市民まつり  開催中は  各会場を  結ぶ

無料  シャトルバスが  巡回  します

10月19日（土）・20日（日）
௬ᔛ̓Ⳁ̓ࣂ ᡴନ̓ࣂ

ȢȽɉȚ

է̓ࣂ

●夢が  いっぱいの  信長アートを  作ろう！
●体験 ・ チャレンジ  イベント！
●南蛮渡来の  食べ物に  チャレンジ！
●ステージイベント

今年は 『いざ！小牧山城』
        織田信長（有名なさむらい）が  テーマ！

（19日（土）9:30　オープニングセレモニー）10:00～16:00

19日（土）9：30～16：00
20日（日）10：00～16：00

※19日（土）

10:00～16:00

日本全国から  出店

Dance Mix 2013 in Komaki

●物産展

子供向け  アトラクションが  たくさん  あります。

市民の  皆さんも  外国からの  お友達を、 史跡  小牧山へ  ご案内する  機会が  あるかと  思います。 外国人  観光客を
英語で  案内している  私達が、 今回は  第34回小牧市民まつり  開催中の  小牧山を  市民の  皆さんに  英語で  案内します。

小牧通訳ボランティア会10月19日（土）、20日（日）13:00までにお集まりください

小牧市歴史館（小牧城）玄関前

無　料

どなたでもOK

小牧山10月19日（土）、20日（日）、各1回 13:00～14:30

問合先
といあわせさき

小牧市民まつり  実行委員会  事務局 （小牧市役所 生活交流課内）　TEL 0568-76-1173
こまきしみん じっこういいんかい じむきょく こまきしやくしょ せいかつこうりゅうかない

問合先
といあわせさき

TEL 090-8072-2817 　E-mail : noopy2476@yahoo.co.jp

10:30～16:00
19日（土）コンテスト　20日（日）フリー

19日（土）9：30～16：00    20日（日）10：00～16：00
小牧市  公民館  3階  学習室  3-2

ᡴନǬ↚▧ǁႽᴸƱǀǙǘƵǭƥ㛠

歴史館、 小牧山稲荷、 間々観音

日　時 にちじ

コース こーす

場　所 ばしょ

参加者 さんかしゃ集合場所しゅうごう
ばしょ

集合時間しゅうごう
じかん 主　催 しゅさい

しみんかいかんほーる

がつ にち ど にち にち ど おーぷにんぐせれもにーにち

しみんかいかんかいじょう こまきやまかいじょう

えきまえかいじょう

おくがい

ぱれーど

こうみんかん

やくもちょう

やくもちょう さけりょうり こーなー

やくもちょう みるく しいん こーなー

ばるーん あーと こーなー

すてーじ

ちゃりてぃ

こまきし こうみんかん かい

すてーじいべんと

ぶっさんてん

すてーじいべんと

こんてすと ふりー

にほんぜんこく しゅってん

がくしゅうしつ

ど

ど

にち

にち

ど どにち にち

どにち

どにち

どにち

わーるどれすとらん

だんす など

ししょく こーなー

ことし

てーま

ちゃれんじものたなんばんとらい

いべんとちゃれんじたいけん

つくのぶながゆめ

ゆうめいおだのぶなが

こまきやまじょう

こどもむ あとらくしょん

すてーじいべんと

のぶながぎょうれつ

しょうちゅうがっこう まーちんぐばんど

しどう いぬやまこうえんせん

しゅっぱつち

しみん みな がいこく ともだち しせき こまきやま あんない きかい おも がいこくじん かんこうきゃく

えいご あんない わたしたち

れきしかん

がつ

こまきしれきしかん こまきじょう げんかんまえ

にち

がつ にち にちど にち かいかく

にちど にち あつ

こまきやま

こまきつうやく ぼらんてぃあ かい

こまきやまいなり ままかんのん

こんかい こまきしみんだい かい かいさいちゅう こまきやま しみん みな えいご あんない

こまきはらしょうがっこう

こまきしみん

むりょう しゃとるばす

こまきやま えいご さんさく

じゅんかい

かいさいちゅう

む りょう

かくかいじょう むす

とうちゃくち こまきしみんかいかんまえ

だ い か い
こ ま き 　 　 　 し み ん
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日　時 にちじ

場　所 ばしょ

申込み もうしこみ

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先
といあわせさき

不要。 当日  直接会場へ。

小牧市市民会館  駐車場

平成25年10月5日（土）9:00～（受付:8:30～）
※雨天時は  市公民館講堂で  式典のみ  開催

10月5日（土）は  ごみ散乱防止 市民行動の日10月5日（土）は  ごみ散乱防止 市民行動の日

やめよう  ポイ捨て！ 

  広げよう  まち美化の輪

市では、 ポイ捨てによる  ごみの  散乱防止を、 広く  市民・事業者に  呼び
かけることを  目的として 「ごみ散乱防止  市民行動の日」を  設けていま
す。 エコリンと  一緒に  ポイ捨て  防止行動を  宣言しましょう！
式典  終了後、 市民会館周辺の  清掃活動 （ごみ拾い）を  行います。 市民・
事業者・行政が  協働で、 こまきを  快適で  清潔な  まちに  しましょう！

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 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

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。

次の 税金の 支払い期限は 10月 31日（木）です
●普通徴収市県民税（第3期） ●国民健康保険税（第5期）

●介護保険料（第4期） ●後期高齢者医療保険料（第3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 収税課 TEL0568-72-2101（代表）内線276～279 TEL0568-76-1117／0568-76-1118（直通）

 とき　10月13日（日）、 10月27日（日）　8：30～17：15

接種を  希望される  方で  わからない  ことや  予診票が  ない  場合は、 保健センターまで  ご連絡  ください。

※特例規定の対象者 ： 平成7年4月2日  生まれから  平成19年4月1日  生まれの  方 （接種期限:20歳未満）
第2期対象者 ： 9歳から13歳未満第1期対象者 ： 3歳から7歳半未満

日本脳炎の  予診票は  3歳に  なった  翌月に  予診票を  発送しています。

日本脳炎の予防接種について

検診のお知らせ

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

10月  8日（火）
10月15日（火）
10月22日（火）
10月29日（火）

10月  4日（金）
10月11日（金）
10月18日（金）

10月  2日（水）
10月  9日（水）
10月23日（水）

10月  9日（水）

11月29日（金）

10月10日（木）
10月24日（木）

10月25日（金）

10月30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

小牧南児童館
大城児童館

味岡児童館

西部児童館

※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  4月  1日～10日生まれ
2012年  4月11日～21日生まれ
2012年  4月22日～30日生まれ

2011年  7月  1日～15日生まれ
2011年  7月16日～31日生まれ

10月30日（水）
10月  7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10月  1日～  9日生まれ
2010年10月10日～22日生まれ
2010年10月23日～31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  6月  1日～10日生まれ
2013年  6月11日～16日生まれ
2013年  6月17日～23日生まれ
2013年  6月24日～30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
10:00～12:00

10:00～11:15

10月  7日（月）
10月  8日（火）
10月15日（火）
10月22日（火）
10月29日（火）
10月11日（金）

10月15日（火）

10月18日（金）

10月25日（金）

10月  1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

ほけん　　　せんたー

　

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

つ ぎ ぜ い きん し はら き げん が つ に ち もく

しはら ひと

ば ー こ ー ど

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

ひし み ん こ う ど うさ ん ら ん ぼ う しどにちがつ

わびか
ひろ

ぽい　　　す

よじぎょうしゃしみんひろさんらん　ぼうしぽい　 すし

もうひしみん　こうどうさんらん   ぼうしもくてき

せんげんぼうし　こうどうぽい　 すいっしょえこりん

しみんおこなひろせいそうかつどうしゅうへんしみん　かいかんしゅうりょうごしきてん

せいけつかいてききょうどうぎょうせいじぎょうしゃ

うけつけにち どがつねんへいせい

かいさいしきてんしこうみんかん　 こうどううてんじ

ちょくせつかいじょうとうじつふよう

こまきししみんかいかん ちゅうしゃじょう

だいさんきだいよんき

だいごきだいさんきふつうちょうしゅうしけんみんぜい こくみんけんこうほけんぜい

よ ぼ う せ っ し ゅに ほ ん の う え ん

はっそうよしんひょう よくつきさい よしんひょうにほんのうえん

さいみまんさいだいにき　たいしょうしゃさいはんみまんさいだいいっき　たいしょうしゃ

さいみまんせっしゅきげんかたうにちがつねんへいせいうにちがつねんへいせいたいしょうしゃとくれいきてい

れんらくほけん　　せんたーばあいよしんひょうかたきぼうせっしゅ

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

あじおかじどうかん

せいぶじどうかん

こまきみなみじどうかん

おおしろじどうかん

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



●ごみ 散乱防止 市民行動の 日

●税金の 支払期限

●日本脳炎の 予防接種

●2013年度 市立保育園 入園 申込み

●外国人 相談窓口の お知らせ

昨年の市民まつりの様子昨年の市民まつりの様子
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P8P3

P6P4

P7

P5

●歴史館の おもてなし

●小牧 城下町（1）

●KIA 公共マナー 教室

●KIA チャリティー・ワールド レストラン

●KIA 国際交流 ふれあい フェスタ

●休日 急病 診療所が あるから 安心

●第34回 市民まつり

●小牧山を 英語で 散策

●母子 検診等 カレンダー・

　BCG接種

●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・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／11月実施分は9月20日（金）から保健センター

●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／11月実施分は9月20日（金）から保健センター

●対象／65歳以上の小牧市に住民登録のある方

●定員／100人　●料金／無料

●申込み／不要（直接実施場所へお越しください。）

10月  6日（日）

11月14日（木）

10月17日（木）

10月16日（水）

10月31日（木）

11月18日（月）

11月21日（木）

10月23日（水）

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

9:00～15:30

9:30～15:30

14:00～15:30

9:30～15:30

市内産婦人科

小針の郷

保健センター

保健センター

9月29日（日） 9:00～15:30 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）

胸部Ｘ線検診

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）

13:30～15:00

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。
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外国人の人口：7,223人 / 小牧の人口：153,548人（2013年9月1日現在）


