
●総合防災訓練の 実施

●資源ごみの 分け方と 出し方

●犬の狂犬病予防注射と預託動物病院

●小牧山薪能

P2

P8

P6

P7

P6

P3

P4

P4

P5

●ハングルで、

　日常会話に チャレンジ！

●第２期 日本語教室

●臨時福祉給付金の申請受付

●外国人相談窓口の お知らせ

●税金の 支払い 期限

●35歳の ための ヤング健診

●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

※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。

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

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

健診のお知らせ

8月12日（火）

   8月19日（火）

8月26日（火）

9月  2日（火）

8月  1日（金）

8月  8日（金）

8月22日（金）

8月  6日（水）

8月20日（水）

8月27日（水）

8月11日（月）
8月18日（月）

8月25日（月）

8月  6日（水）

9月  7日（日）

8月  7日（木）

8月21日（木）

8月29日（金）

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

※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  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。

内　容

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）

BCG接種

13：05～13：55

13：05～14：15

9:00～10:10

13:05～14:15

10:00～11:00頃

10:00～11:00頃

保健センター 10:00～12:00

2013年  2月  1日～ 9日生まれ

2013年  2月10日～18日生まれ

2013年  2月19日～28日生まれ

2012年  5月  1日～15日生まれ

2012年  5月16日～31日生まれ

保健センター 13:45～14:30 生後 5～8カ月  未満 （標準的 接種期間）

2011年  8月  1日～12日生まれ

2011年  8月13日～23日生まれ

2011年  8月24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 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

場　所 時　間 対象・内容・申込みなど

2014年  4月  1日～  6日生まれ

2014年  4月  7日～13日生まれ

2014年  4月14日～20日生まれ

2014年  4月21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

13:00～16:00

8月  5日（火）
8月12日（火）
8月19日（火）

8月26日（火）

●料金／無料　●申込み／保健センター

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。 （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

パパママ教室

日 に ち

8月25日（月）
南スポーツセンター  プールの  様子南スポーツセンター  プールの  様子

も くじも くじ

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

みなみ すぽーつせんたー ぷーる ようす

といあわせさき ほけんせんたー

はんぐる 

たきぎのうこまきやま

きょうけんびょうよぼうちゅうしゃいぬ

かた かただわしげん

そうごう ぼうさいくんれん じっし

け ん し ん し

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

せっしゅ

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

せんたー

ねん がつ にちがつ にち か

きん

もく

ほけん せんたー せいご かげつ みまん ひょうじゅんてき せっしゅきかん

すい

げつ

にち  う

ひ ばしょ じかん たいしょう ないよう もうしこ

おやこ

ないよう

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 てがみおく うけつけじかんくわ かくにん

そうだんほけんばあいわるつごううかならけんしん

りにゅうしょく きょうしつ

しょき きょうしつ

りょうきん もうしこ ほけんむりょう

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

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　　　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 ほうもん まえ でんわ つごう き

せいご げつごろ あか じたく しゅっさんいわ ひん

よやくひつよう

よやくひつよう

よやくひつよう

よやくひつよう

ほけん せんたー

ほけん

ごろ

せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

ないよう にんしんちゅう しょくじ くち けんこうあか とう やくわり

あか にんぎょう 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

にち

ていたいじゅうじ

ほけんねんきんか

こまきしやくしょ

 ほりのうち 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

ちいき そうしゅつがかりし て ぃ ぷ ろ も ー し ょ ん かえいぎょうぶかっせいか

あいちけん こまきし さんちょうめ いちばんち

がいこくじん

にちじょうかいわ ちゃれんじ

にほんごきだい きょうしつ

きゅうふきん しんせいうけつけりんじ ふくし およ

やんぐさい けんしん

けんしん した きょうしつ

しそうだんまどぐち

ぜいきん きげんしはら

よたくどうぶつびょういん
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廃棄物対策課　TEL.0568-７６-1187問合先
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

飲みもの・お酒・しょうゆ用 などの
ペットボトル

資源・ごみの 分け方と

出し方に ついて

※ソース・食用油や、 

 洗剤などの  非食品類の  ボトルは、

「プラスチック製容器包装」へ

出し方
❶ふたを外し、 水でさっと洗い、 つぶす

❷資源用収集袋（緑色）に　入れる

❸資源回収場所へ　出す

このマークが

目印です！

資源・ごみは  品目ごとに

決められた日（指定日）の  当日

朝8:30までに  出してください。

総合防災訓練の 実施
総合防災訓練  に  参加  しましょう！

8月 24日（日）
8:00 ～ 10:40まで

小牧西中学校（小牧市大字西之島2200）

1,500人 訓練風景

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階に、 税金の  払い方の  相談、 支払の  窓口が  あります。

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。

とき  8月10日（日）、 8月24日（日）  8:30～17:15

次の 税金の 支払い期限は 9月1日（月）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）　

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。

●市県民税（第2期）　　　　　 ●国民健康保険税（第3期）　　　　

●介護保険料（第2期）　　　　●後期高齢者医療保険料（第1期）

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

身長測定、 体重測定、 腹囲測定、 血圧測定、 尿検査、

血液検査 （脂質検査、 血糖検査、 貧血検査）、 医師の診察  

むし歯の  危険度テスト、 歯科衛生士による 相談

メタボリックシンドローム  予防の  ための  健診を  受けて  みませんか。

  8月   3日（日）※ 
  8月 29日（金） 
10月 30日（木）
12月   7日（日）
  1月 21日（水）

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、

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

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90人に  なったら、 締め切ります。

小牧市保健センター

内　容

日にち 場　所

時　間

対　象

申込み

日にち

時　間

場　所

参加予定

料　金

といあわせさき

※8月3日（日）は、

　ポルトガル語の  通訳が  います。

受付時間は  15分毎に  なります。

申込みを  する時に  受付時間を  

決めます。

９月１日の 「防災の日」 を  前に、 地震が  
起きた  時に  備えた  総合防災訓練を  します。
皆さんの  参加と  協力を  お願いします。

ペットボトル

対象と なるもの

35歳の ための ヤング健診
け ん し んや ん ぐさい

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

ないよう

ひにち ばしょ

じかん

たいしょう

りょうきん

もうしこみ

A班

A班

ぺっと ぼ とる

さんかぼうさいくんれん

じ っ しぼ う さ い く ん れ ん

ほけん

ひときかいうけんしんかいしゃじゅうみんとうろくこまきし

むりょう

き

ときもうしこ

ふんごとうけつけ

こまきし

そ う ご う

そうごう

ぼうさいくんれんそうごうお とき そな

まえ じしんひぼうさいにちがつ

ねがきょうりょくさんかみな

さんかよてい

ばしょ

じかん

ひにち

にち にちがつ

にしのしまおおあざこまきしこまき

にん
くんれんふうけい

かきき かんり

か ただ

か たわ
し げ ん

たいしょう

ようさけの

ぺっとぼとる

めじるし

まーく

あらみずはず

かただ

いみどりいろしげんよう　しゅうしゅうぶくろ

だしげん

ひんもくしげん

とうじつしていびひき

だあさ

しょくようあぶらそーす

ぼとるひしょくひんるいせんざい

ぷらすちっく せい ようきほうそう

はいきぶつ   たいさく　か

げ つに ちが つき げ んし は らぜ い き んつ ぎ

かいしゅうばしょ

きだいけんこうこくみんきだい

きだい きだい

しけんみん ほけんぜいぜい

りょうほけんかいご りょうほけんいりょうこうれいしゃこうき

べんりふりかえこうざわすしはら はや しはら

かくにんかねのここうざぜんじつきげんしはらひとしはらこうざぜいきん ふりかえ

ひとしはらぜいきんいそがひるまへいじつ

まどぐちそうだんかた しはらいはらぜいきんかいほんちょうしゃ

にちにち がつ にちにちがつ

りようよつごうはらぜいきんこまきえき しゅっちょうしょ

やすねんまつねんし

しはらぜいきんこんびにえんすすとあのうふしょつばーこーど

していのうふしょ きげんない

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

うけんしんよぼうしんどろーむめたぼりっく

にょうけんさけつあつそくていふくいたいじゅうそくていしんちょうそくてい そくてい

きけんどば

ひんけつけっとうししつけつえき けんさ けんさけんさけんさ いし

そうだんしかてすと えいせいし

しんさつ

うにちねん にちがつがつ ねんひとさい

すい

もく

きん

にち にちがつ

にちがつ

にちがつ

にち にちがつ

にちがつ

にち にちがつ

つうやくぽるとがる ご

ほけん せんたー

じかん

うけつけ じかん

きしかくかい にん

こもうほけんきぼう にちじ せんたー

せんたー

にしちゅうがっこう
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運 

転 

免 

許 

証
愛知県
公安委員会

愛知県
公安
委員会

種   

類原
付

普
通平 成 0 0 年 0 0 月 0 0 日

平 成 0 0 年 0 0 月 0 0 日平 成 2 2 年 0 4 月 0 1 日

二種

他

二・小・原

第 　 12 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 　 号
番号

交付
住所
本籍
氏名

優良

免許の
条件等

平成27年05月01日
まで有効平 成 2 2 年   4 月   1 日 　 1 2 3 4 5○○○○○○○

○○○○○○○
○○○○○○○○○

○○○○○○○
○○

平 成  1年  1月  1日 生

○○○○○○○
○

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■

■■■■

日本国政府

■■■■■■■■

在留カード

■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■
■■■■

■■■■

■■■■

■■■■

■■■■ ■■■■

■■■■■■■■
■■■■

問合先 臨時福祉給付金 コールセンター  TEL.0568-76-1613（直通）
といあわせさき

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。

市民安全課　TEL.0568-７６-1120問合先

「臨時福祉給付金」の 
  申請受付が 始まっています。

「臨時福祉給付金」の  対象者に、 7月初めに  小牧市から  申請用紙を  送りました。 必要事項を  書いて  

申請期間内に  出してください。 出さないと  給付金は  もらえません。

支給対象者 ●自分を  扶養している  人が  課税される  場合

●生活保護を  もらっている  場合

支給額 ●老齢基礎年金、 障害基礎年金、 遺族基礎年金を  もらっている人

●児童扶養手当、 特別障害者手当を  もらっている人など

申請期間 2014年 7月 1日（火） ～ 2015年 1月 5日（月）

申請に

必要なもの

①臨時福祉給付金申請書（水色の用紙）と  印鑑

②支給対象者  全員の  写真付き  本人確認書類の  コピー

 （運転免許証、 パスポート、 在留カードなど）

③振込先の  銀行などの  口座が  確認できる  書類（預金通帳のコピー）

 （金融機関名、 支店名、 口座番号、 口座名義人と  フリガナが  

    書かれた  ページ（表紙裏面） の  コピー）

申請場所
2014年1月1日に  住民登録を  している  市町村と  なります。

小牧市に  住民票が ない人の  申請は  受け付け  できません。

問合先 環境対策課　TEL0568-76-1136

狂犬病予防法で、 飼い犬は  毎年一回、 ４月～６月の  間に  狂犬病予防注射を  受けることが  

決められています。 まだ  狂犬病予防注射を  受けていない  飼い犬は、 動物病院で  狂犬病予防注射を  

受けてください。 その後、 市役所で  狂犬病予防注射済票を  もらってください。

ただし、 下の  表に  ある  動物病院で  注射を  受けた  場合は  その場で  狂犬病予防注射済票が  

もらえます。 住所や  飼い主  などの  変更、 飼い犬が  死亡した  場合は 

市役所に  知らせてください。

預託動物病院一覧
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こじま動物病院 小牧原3-2 76-7505
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ハーモニー動物病院 中央5-262 76-5044

藤岡動物病院 岩崎5-310 73-8551
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犬山動物総合医療センター 犬山市大字羽黒字大見下29 67-1267
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市

　内

市

　外

※狂犬病は  人や  犬などに  重い  神経症状を  起こし、 死亡させる  病気です。 

　発生・流行を  防ぐため、 飼い犬には  予防注射を  しましょう。

※犬の  飼い主は、 犬の  習性を  よく  理解して  まわりの  人に  迷惑を  かけないように  しつけましょう。

※犬の  鳴き声や  においなどで  周りに  迷惑を  かけないように  しましょう。

※散歩の  時など、 ふんを  した場合は  かならず  もちかえりましょう。

※犬の  放し飼いは  やめ、 人に  怪我を  させないように  気をつけましょう。

※迷い犬の  保護・問い合わせについては、 愛知県動物保護管理センター尾張支所（0586-78-2595）、

　小牧警察署（0568-72-0110）へご連絡  ください。

犬 の  狂犬病 予防注射と  預託動物病院の  狂犬病 予防注射と  預託動物病院

外で  飼っている  犬  だけでなく  家の中で  飼っている  犬も  

毎年  注射を  受けることが  法律で 決められています。

電話番号住   所病院の名前

平成２６年度分  市民税が  課税されない人。 ただし、 次に  あてはまる  場合などは  

もらえません。

支給対象者  一人あたり  10,000円。 ただし、 支給対象者が  次の  いずれかに  あてはまる  
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よ た く 　 　 　 どうぶ つ 　 　 　 びょう い んよ ぼ う 　 　 　 ちゅうし ゃきょう けん びょう
い ぬ

かすがいし  　　いわのちょうよしなが  どうぶつびょういん

かすがいし  　　ひがしのちょうにしにしかわ どうぶつびょういん

いわくらし  　なかほんまち　  みなみかろおけちむら びょういん

めいわくひとりかいしゅうせいいぬぬしかいぬ

ちゅうしゃよぼういぬかふせりゅうこうはっせい

びょうきしぼうおしょうじょうしんけいおもいぬひときょうけんびょう

かたいさくかんきょう

れんらくけいさつしょこまき

ししょおわりせんたーかんりほごどうぶつあいちけんあとほごいぬまよ

きけがひとがはないぬ

ばあいときさんぽ

めいわくまわごえないぬ

きたなごやし  　　  くまのしょう  　えがわしかつ  どうぶつびょういん
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し
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いちらんびょういんどうぶつよたく

でんわばんごう

しょくいんはなちゅうごくごしみんか

ぽるとがるごふくし  　 そうむ    かぽるとがるごほいくかほけん　 ねんきん　か
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✿
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といあわせさき しみん　あんぜん　か
といあわせさき
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生活情報誌こまき生活情報誌こまき 生活情報誌こまき

会員  3,000円　会員でない人  6,000円 （テキストの  お金も  入っています。）

小牧市公民館4階  チェスルーム

ハングルで、日常会話にチャレンジ！

３ヶ月くらい  ハングルを  勉強したことが  ある  人

16人 （先に  申し込んだ人）

小牧市に  住んでいる人 ・ 小牧市で  仕事を  している人 ・ 

小牧の  学校で  勉強を  している人、 または  KIA会員で  18歳以上の人

9月4日～11月27日の 木曜日　13:00 ～15:00 （全部で10回）

9月25日、 10月23日、 11月13日は  お休み

8月1日（金）～8月23日（土）の  間に  お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）へ

来てください。 ※12:00～13:00、 日曜日・月曜日・祝日は お休み

日　時 にちじ

場　所 ばしょ 金  末順 先生講　師 こうし

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

申込み もうしこみ

９月 6日（土）

文化振興課　TEL.0568-76-1188    当日問合せ先  090-9023-0299問合先

小牧山薪能

小牧山薪能を  英語 イヤホンガイドによる  解説を  聞きながら  楽しみませんか。

観世流・能「羽衣」　和泉流・狂言「鶏聟」　観世流・能「葵上」

（雨が  降った時は  小牧市市民会館）

イベント中に  雨が  降ったら  中止です。 ビデオや  写真で  撮ることは  できません。

無料　◯ただし  イヤホンガイドは  申し込み  必要。

9月5日（金）までに、 小牧通訳ボランティア会へ  電話か  メールで  申し込み。 

小牧山史跡公園   ◯名鉄小牧駅より  徒歩15分。 バスは  小牧市役所前。

9月 6日 （土） 16:00から  受け付け  開始。

小牧通訳ボランティア会　TEL.090-8072-2817   E-mail  noopy2476@yahoo.co.jp問合先

どなたでもOK

日　時

場　所

にちじ

演　目 えんもく

ばしょ

料　金 りょうきん

申込方法 もうしこみほうほう

当日受付場所 とうじつ
うけつけばしょ

当日受付時間 とうじつ
うけつけじかん

対　象 たいしょう

無 料

小牧山史跡公園

薪能開演前に、 小牧市謡曲連盟や  名古屋市立  名東高校  能楽研究部による  

セレモニーを  予定して  います。

世界無形文化遺産を  
お楽しみ  ください。

外国人の  皆様に  史跡小牧山の  外で  行われる  世界無形文化遺産の  能を  英語解説  付きで  見ることが  

できます。 小牧通訳ボランティア会は  日頃、 外国人の  方に  小牧山など  小牧の  名所・旧跡を  英語で  

案内しています。 「こまき信長お月見まつり」の  中の  プログラム  “小牧山薪能”を  英語で  案内  します。

小牧市国際交流協会（KIA）に  直接  来てください

1,000円 （会員で  ない人は、 KIA  年会費  2,000円が  必要です）

小牧市公民館4階  チェスルーム

9月 7日  ～  12月 14日の  日曜日（全部で12回）日にち

対　象場　所

料　金

申込み

外国人

第2期 日本語教室  スケジュール

開場 : 16:00　火入れ式 : 17:45　開演 : 18:00　終演 : 20:00頃を予定

日　程

①  9月  7日

②  9月14日

③  9月21日

④  9月28日

⑤10月  5日

⑥10月12日

⑦10月26日

⑧11月  2日

⑨11月16日

⑩11月23日

E～H ⑪11月30日

A～D ⑪12月7日 I ⑪12月7日

⑫12月14日

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

TEL0568-76-0905　FAX0568-71-8396   E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp問合先・申込先

ひにち

ばしょ たいしょう

りょうきん

もうしこみ

日本語検定
2級対応

日本語検定
1級対応

中級 上級
れべる

Aクラス

時間

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

17:20
～19:20

初級レベル 初中級

くらす

じかん

にほんごけんてい

きゅうたいおう
日本語検定

3級対応

にほんごけんてい

きゅうたいおう

にほんごけんてい

きゅうたいおう

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

教　師 朝倉 松岡 朝倉 松岡 松岡 松岡 朝倉 朝倉 朝倉

第２期 日本語教室第２期 日本語教室
だ い き

に ほ ん ご き ょ う し つ

Ａ～Ｄ… 初級

Ｅ～F… 初中級

Ｇ… 初中級 （日本語検定 3級 対応）

Ｉ… 上級 （日本語検定 1級 対応）

Ｈ… 中級 （日本語検定 2級 対応）

自分の  レベルに  合わせて

クラスが  えらべます。

に
ほ
ん
ご
を

お
ぼ
え
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つ
か
っ
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み
よ
う
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薪能開演前に、 小牧市謡曲連盟や  名古屋市立  名東高校  能楽研究部による  

セレモニーを  予定して  います。

世界無形文化遺産を  
お楽しみ  ください。

外国人の  皆様に  史跡小牧山の  外で  行われる  世界無形文化遺産の  能を  英語解説  付きで  見ることが  

できます。 小牧通訳ボランティア会は  日頃、 外国人の  方に  小牧山など  小牧の  名所・旧跡を  英語で  

案内しています。 「こまき信長お月見まつり」の  中の  プログラム  “小牧山薪能”を  英語で  案内  します。

小牧市国際交流協会（KIA）に  直接  来てください

1,000円 （会員で  ない人は、 KIA  年会費  2,000円が  必要です）

小牧市公民館4階  チェスルーム

9月 7日  ～  12月 14日の  日曜日（全部で12回）日にち

対　象場　所

料　金

申込み

外国人

第2期 日本語教室  スケジュール

開場 : 16:00　火入れ式 : 17:45　開演 : 18:00　終演 : 20:00頃を予定

日　程

①  9月  7日

②  9月14日

③  9月21日

④  9月28日

⑤10月  5日

⑥10月12日

⑦10月26日

⑧11月  2日

⑨11月16日

⑩11月23日

E～H ⑪11月30日

A～D ⑪12月7日 I ⑪12月7日

⑫12月14日

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

TEL0568-76-0905　FAX0568-71-8396   E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp問合先・申込先

ひにち

ばしょ たいしょう

りょうきん

もうしこみ

日本語検定
2級対応

日本語検定
1級対応

中級 上級
れべる

Aクラス

時間

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

17:20
～19:20

初級レベル 初中級

くらす

じかん

にほんごけんてい

きゅうたいおう
日本語検定

3級対応

にほんごけんてい

きゅうたいおう

にほんごけんてい

きゅうたいおう

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

教　師 朝倉 松岡 朝倉 松岡 松岡 松岡 朝倉 朝倉 朝倉

第２期 日本語教室第２期 日本語教室
だ い き

に ほ ん ご き ょ う し つ

Ａ～Ｄ… 初級

Ｅ～F… 初中級

Ｇ… 初中級 （日本語検定 3級 対応）

Ｉ… 上級 （日本語検定 1級 対応）

Ｈ… 中級 （日本語検定 2級 対応）

自分の  レベルに  合わせて

クラスが  えらべます。

に
ほ
ん
ご
を

お
ぼ
え
て

つ
か
っ
て
み
よ
う

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  こうみんかん かいじむきょく

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  こうみんかん かいじむきょく

としゃしんびでおちゅうしふあめちゅういべんと

かいかんしみんこまきしふ ときあめこうえんしせきこまきやま

よていせれもにー

ぶけんきゅうのうがくこうこうめいとうしりつなごやれんめいようきょくこまきしまえかいえんたきぎのう

よてい

にちがつ

まつおかあさくら

すけじゅーるきょうしつにほんごきだい

きちょくせつこまきし こくさい こうりゅう きょうかい

ひつようえんねんかいひかいいん ひとえん

がいこくじんるーむちぇすかいかんこうみんこまきし

かいぜんぶにちがつにちがつ にちようび

くらす

あれべるじぶん

じょうきゅう

たいおうきゅうけんていにほんご

たいおうきゅうけんていにほんご

ちゅうきゅう

たいおうきゅうけんていにほんごしょちゅうきゅう

しょちゅうきゅう

しょきゅう

ごろしゅうえんかいえんしきひいかいじょうどにちがつ

あおいのうえのうかんぜりゅうにわとりむこきょうげんいずみりゅうはごろものうかんぜりゅう

た のきか い せ つが い どい や ほ んえ い ごた き ぎ の うこ ま き や ま

あんないえいごたきぎのうこまきやまぷろぐらむなかつきみのぶながあんない

えいごきゅうせきめいしょこまきこまきやまかたがいこくじんひごろこまき つうやく ぼらんてぃあ かい

みつかいせつえいごのういさんぶんかむけいせかいおこなそとこまきやましせきみなさまがいこくじん

やすしゅくじつげつようびにちようびき

きょうかいこうりゅうこくさいこまきしかねあいだどにちがつきんにちがつ

はいかねてきすとえんひとかいいんえんかいいん

ひとこもうさきにん

ひといじょうさいかいいんひとべんきょうがっこうこまき

ひとしごとこまきしひとすこまきし

せんせいまるすんきむるーむちぇすかいこまきし こうみんかん

やすにちがつにちがつにちがつ

かいぜんぶもくようびにちがつにちがつ

ひとべんきょうはんぐるかげつ

かいしつうどにちがつ

まえしやくしょこまきばすふんとほこまきえきめいてつこうえんしせきこまきやま

こもうめーるでんわかいぼらんてぃあつうやくこまききんにちがつ

ひつようこもういやほん がいどむりょう

た の

ぶんか いさん む り ょ うせ か い む け い
た き ぎ の うこ ま き や ま

といあわせさき ぶんか

といあわせさき こまき つうやく ぼらんてぃあ かい

しんこう か とうじつといあわ さき

れべる

くらす

じかん

きょうし

にってい

ち ゃ れ ん じか い わに ち じ ょ うは ん ぐ る
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運 

転 

免 

許 

証
愛知県
公安委員会

愛知県
公安
委員会

種   

類原
付

普
通平 成 0 0 年 0 0 月 0 0 日

平 成 0 0 年 0 0 月 0 0 日平 成 2 2 年 0 4 月 0 1 日

二種

他

二・小・原

第 　 12 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 　 号
番号

交付
住所
本籍
氏名

優良

免許の
条件等

平成27年05月01日
まで有効平 成 2 2 年   4 月   1 日 　 1 2 3 4 5○○○○○○○

○○○○○○○
○○○○○○○○○

○○○○○○○
○○

平 成  1年  1月  1日 生

○○○○○○○
○

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■

■■■■

日本国政府

■■■■■■■■

在留カード

■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■
■■■■

■■■■

■■■■

■■■■

■■■■ ■■■■

■■■■■■■■
■■■■

問合先 臨時福祉給付金 コールセンター  TEL.0568-76-1613（直通）
といあわせさき

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。

市民安全課　TEL.0568-７６-1120問合先

「臨時福祉給付金」の 
  申請受付が 始まっています。

「臨時福祉給付金」の  対象者に、 7月初めに  小牧市から  申請用紙を  送りました。 必要事項を  書いて  

申請期間内に  出してください。 出さないと  給付金は  もらえません。

支給対象者 ●自分を  扶養している  人が  課税される  場合

●生活保護を  もらっている  場合

支給額 ●老齢基礎年金、 障害基礎年金、 遺族基礎年金を  もらっている人

●児童扶養手当、 特別障害者手当を  もらっている人など

申請期間 2014年 7月 1日（火） ～ 2015年 1月 5日（月）

申請に

必要なもの

①臨時福祉給付金申請書（水色の用紙）と  印鑑

②支給対象者  全員の  写真付き  本人確認書類の  コピー

 （運転免許証、 パスポート、 在留カードなど）

③振込先の  銀行などの  口座が  確認できる  書類（預金通帳のコピー）

 （金融機関名、 支店名、 口座番号、 口座名義人と  フリガナが  

    書かれた  ページ（表紙裏面） の  コピー）

申請場所
2014年1月1日に  住民登録を  している  市町村と  なります。

小牧市に  住民票が ない人の  申請は  受け付け  できません。

問合先 環境対策課　TEL0568-76-1136

狂犬病予防法で、 飼い犬は  毎年一回、 ４月～６月の  間に  狂犬病予防注射を  受けることが  

決められています。 まだ  狂犬病予防注射を  受けていない  飼い犬は、 動物病院で  狂犬病予防注射を  

受けてください。 その後、 市役所で  狂犬病予防注射済票を  もらってください。

ただし、 下の  表に  ある  動物病院で  注射を  受けた  場合は  その場で  狂犬病予防注射済票が  

もらえます。 住所や  飼い主  などの  変更、 飼い犬が  死亡した  場合は 

市役所に  知らせてください。

預託動物病院一覧

おおはし動物病院 大字岩崎字郷戸西1950-2 74-7030

こじま動物病院 小牧原3-2 76-7505

小牧獣医科病院 堀の内3-78 72-8221

こまきやま動物病院 山北町61 68-8963

たかはし動物病院 小松寺97-4 68-9508

つかはら動物病院 小牧原4-147 75-5601

野村犬猫病院 大字北外山736-1 77-4480

ハーモニー動物病院 中央5-262 76-5044

藤岡動物病院 岩崎5-310 73-8551

別所動物病院 若草町88 41-3322

よしざき動物病院 中央2-23 73-2137

犬山動物総合医療センター 犬山市大字羽黒字大見下29 67-1267

師勝動物病院 北名古屋市熊之庄江川3-1 24-0188

千村どうぶつ病院 岩倉市中本町南加路桶20-13 0587-66-1600

西川ふれあい動物病院 春日井市東野町西3-1-7 82-8234

吉永動物病院 春日井市岩野町1-59 83-2848

市

　内

市

　外

※狂犬病は  人や  犬などに  重い  神経症状を  起こし、 死亡させる  病気です。 

　発生・流行を  防ぐため、 飼い犬には  予防注射を  しましょう。

※犬の  飼い主は、 犬の  習性を  よく  理解して  まわりの  人に  迷惑を  かけないように  しつけましょう。

※犬の  鳴き声や  においなどで  周りに  迷惑を  かけないように  しましょう。

※散歩の  時など、 ふんを  した場合は  かならず  もちかえりましょう。

※犬の  放し飼いは  やめ、 人に  怪我を  させないように  気をつけましょう。

※迷い犬の  保護・問い合わせについては、 愛知県動物保護管理センター尾張支所（0586-78-2595）、

　小牧警察署（0568-72-0110）へご連絡  ください。

犬 の  狂犬病 予防注射と  預託動物病院の  狂犬病 予防注射と  預託動物病院

外で  飼っている  犬  だけでなく  家の中で  飼っている  犬も  

毎年  注射を  受けることが  法律で 決められています。

電話番号住   所病院の名前

平成２６年度分  市民税が  課税されない人。 ただし、 次に  あてはまる  場合などは  

もらえません。

支給対象者  一人あたり  10,000円。 ただし、 支給対象者が  次の  いずれかに  あてはまる  

場合は、 15,000円。

ぽるとがるご げつ きん すぺいんご えいご げつ もくか

よ た く 　 　 　 どうぶ つ 　 　 　 びょう い んよ ぼ う 　 　 　 ちゅうし ゃきょう けん びょう
い ぬ

かすがいし  　　いわのちょうよしなが  どうぶつびょういん

かすがいし  　　ひがしのちょうにしにしかわ どうぶつびょういん

いわくらし  　なかほんまち　  みなみかろおけちむら びょういん

めいわくひとりかいしゅうせいいぬぬしかいぬ

ちゅうしゃよぼういぬかふせりゅうこうはっせい

びょうきしぼうおしょうじょうしんけいおもいぬひときょうけんびょう

かたいさくかんきょう

れんらくけいさつしょこまき

ししょおわりせんたーかんりほごどうぶつあいちけんあとほごいぬまよ

きけがひとがはないぬ

ばあいときさんぽ

めいわくまわごえないぬ

きたなごやし  　　  くまのしょう  　えがわしかつ  どうぶつびょういん

いぬやまし   おおあざ　はぐろ    あざ 　おおみしたいぬやま　どうぶつ  そうごう  いりょう　　せんたー

ちゅうおうどうぶつびょういん

わかくさちょうべっしょ　どうぶつびょういん

いわさきふじおか　どうぶつびょういん

ちゅうおうはーもにー　　　どうぶつびょういん

おおあざ 　きたとやまのむら　いぬねこびょういん

こまきはらどうぶつびょういん

やまきたちょう

こまつじ

どうぶつびょういん

どうぶつびょういん

ほりのうちこまき　 じゅういか　びょういん

こまきはらどうぶつびょういん

おおあざ  いわさき あざ    ごうどにしどうぶつびょういん

し
が
い

し
な
い

じゅうしょびょういんのなまえ

いちらんびょういんどうぶつよたく

でんわばんごう

しょくいんはなちゅうごくごしみんか

ぽるとがるごふくし  　 そうむ    かぽるとがるごほいくかほけん　 ねんきん　か

やす
しみん　　　あんぜん　　　かないかいほんちょうしゃこまき　　　　しやくしょ

ちょくつうりんじ    ふくし    きゅうふきん

つうしんせいひとじゅうみんひょうこまきし

しちょうそんじゅうみん とうろくにちがつねん

しんせい   ばしょ

ふりがなこうざ    めいぎにんこうざ   ばんごうしてんめいきんゆう   きかんめい

こぴーよきん   つうちょうしょるいかくにんこうざふりこみさき ぎんこう

こぴーほんにん   かくにん   しょるいしゃしんぜんいんしきゅう  たいしょうしゃ

ひつよう

しんせい

げつにちがつねん かにちがつ ねんしんせい   きかん

てあてしょうがいしゃとくべつ ひとじどう　  ふよう　   てあて

いぞく　  きそ　   ねんきん ひとしょうがい　  きそ　 ねんきんろうれい　 きそ　 ねんきん

えん

つぎしきゅう  たいしょうしゃえんひとりしきゅう たいしょうしゃ

しきゅうがく

ばあいせいかつ　   ほご

ばあいかぜいひとふようじぶん

ばあいつぎひとかぜいしみんぜいねんど   ぶんへいせい

しきゅう  たいしょうしゃ

きゅうふきんだだしんせい　きかんない

かひつよう   じこうおくしんせい　ようしこまきしがつ はじたいしょうしゃりんじ　 ふくし 　きゅうふきん

は じし ん せ い 　 う け つ け

き ゅ う ふ き んふ く しり ん じ

ばあい

いんかんようしみずいろりんじ　　ふくし　きゅうふきん　  しんせいしょ

つ

ざいりゅう　  かーどぱ す ぽ ー とうんてん  めんきょしょう

こぴーひょうし  うらめんぺーじか

こー る     せ ん た ー

きほうりつうちゅうしゃまいとし

いぬかいえ なかいぬかそと

ししやくしょ

ばあいしぼういぬかへんこうぬしかじゅうしょ

ひょうちゅうしゃずみよぼうきょうけんびょうばばあいうちゅうしゃびょういんどうぶつひょうした

ひょうちゅうしゃずみよぼうきょうけんびょうしやくしょあとう

ちゅうしゃよぼうきょうけんびょうびょういんどうぶついぬかうちゅうしゃよぼうきょうけんびょうき

うちゅうしゃよぼうきょうけんびょうあいだがつがついっかいまいとしいぬかほうよぼうきょうけんびょう

✿

外国人相談窓口の  お知らせ
ま どぐ ちそ うだ んが い こくじ ん し

といあわせさき しみん　あんぜん　か
といあわせさき
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廃棄物対策課　TEL.0568-７６-1187問合先
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

飲みもの・お酒・しょうゆ用 などの
ペットボトル

資源・ごみの 分け方と

出し方に ついて

※ソース・食用油や、 

 洗剤などの  非食品類の  ボトルは、

「プラスチック製容器包装」へ

出し方
❶ふたを外し、 水でさっと洗い、 つぶす

❷資源用収集袋（緑色）に　入れる

❸資源回収場所へ　出す

このマークが

目印です！

資源・ごみは  品目ごとに

決められた日（指定日）の  当日

朝8:30までに  出してください。

総合防災訓練の 実施
総合防災訓練  に  参加  しましょう！

8月 24日（日）
8:00 ～ 10:40まで

小牧西中学校（小牧市大字西之島2200）

1,500人 訓練風景

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階に、 税金の  払い方の  相談、 支払の  窓口が  あります。

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。

とき  8月10日（日）、 8月24日（日）  8:30～17:15

次の 税金の 支払い期限は 9月1日（月）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）　

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。

●市県民税（第2期）　　　　　 ●国民健康保険税（第3期）　　　　

●介護保険料（第2期）　　　　●後期高齢者医療保険料（第1期）

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

身長測定、 体重測定、 腹囲測定、 血圧測定、 尿検査、

血液検査 （脂質検査、 血糖検査、 貧血検査）、 医師の診察  

むし歯の  危険度テスト、 歯科衛生士による 相談

メタボリックシンドローム  予防の  ための  健診を  受けて  みませんか。

  8月   3日（日）※ 
  8月 29日（金） 
10月 30日（木）
12月   7日（日）
  1月 21日（水）

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、

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

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90人に  なったら、 締め切ります。

小牧市保健センター

内　容

日にち 場　所

時　間

対　象

申込み

日にち

時　間

場　所

参加予定

料　金

といあわせさき

※8月3日（日）は、

　ポルトガル語の  通訳が  います。

受付時間は  15分毎に  なります。

申込みを  する時に  受付時間を  

決めます。

９月１日の 「防災の日」 を  前に、 地震が  
起きた  時に  備えた  総合防災訓練を  します。
皆さんの  参加と  協力を  お願いします。

ペットボトル

対象と なるもの
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「エコリン」

こまきし

かんきょう きゃらくたー

えこりん

ないよう

ひにち ばしょ

じかん

たいしょう

りょうきん

もうしこみ

A班

A班

ぺっと ぼ とる

さんかぼうさいくんれん

じ っ しぼ う さ い く ん れ ん

ほけん

ひときかいうけんしんかいしゃじゅうみんとうろくこまきし

むりょう

き

ときもうしこ

ふんごとうけつけ

こまきし

そ う ご う

そうごう

ぼうさいくんれんそうごうお とき そな

まえ じしんひぼうさいにちがつ

ねがきょうりょくさんかみな

さんかよてい

ばしょ

じかん

ひにち

にち にちがつ

にしのしまおおあざこまきしこまき

にん
くんれんふうけい

かきき かんり

か ただ

か たわ
し げ ん

たいしょう

ようさけの

ぺっとぼとる

めじるし

まーく

あらみずはず

かただ

いみどりいろしげんよう　しゅうしゅうぶくろ

だしげん

ひんもくしげん

とうじつしていびひき

だあさ

しょくようあぶらそーす

ぼとるひしょくひんるいせんざい

ぷらすちっく せい ようきほうそう

はいきぶつ   たいさく　か

げ つに ちが つき げ んし は らぜ い き んつ ぎ

かいしゅうばしょ

きだいけんこうこくみんきだい

きだい きだい

しけんみん ほけんぜいぜい

りょうほけんかいご りょうほけんいりょうこうれいしゃこうき

べんりふりかえこうざわすしはら はや しはら

かくにんかねのここうざぜんじつきげんしはらひとしはらこうざぜいきん ふりかえ

ひとしはらぜいきんいそがひるまへいじつ

まどぐちそうだんかた しはらいはらぜいきんかいほんちょうしゃ

にちにち がつ にちにちがつ

りようよつごうはらぜいきんこまきえき しゅっちょうしょ

やすねんまつねんし

しはらぜいきんこんびにえんすすとあのうふしょつばーこーど

していのうふしょ きげんない

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

うけんしんよぼうしんどろーむめたぼりっく

にょうけんさけつあつそくていふくいたいじゅうそくていしんちょうそくてい そくてい

きけんどば

ひんけつけっとうししつけつえき けんさ けんさけんさけんさ いし

そうだんしかてすと えいせいし

しんさつ

うにちねん にちがつがつ ねんひとさい

すい

もく

きん

にち にちがつ

にちがつ

にちがつ

にち にちがつ

にちがつ

にち にちがつ

つうやくぽるとがる ご

ほけん せんたー

じかん

うけつけ じかん

きしかくかい にん

こもうほけんきぼう にちじ せんたー

せんたー

にしちゅうがっこう



●総合防災訓練の 実施

●資源ごみの 分け方と 出し方

●犬の狂犬病予防注射と預託動物病院

●小牧山薪能

P2

P8

P6

P7

P6

P3

P4

P4

P5

●ハングルで、

　日常会話に チャレンジ！

●第２期 日本語教室

●臨時福祉給付金の申請受付

●外国人相談窓口の お知らせ

●税金の 支払い 期限

●35歳の ための ヤング健診

●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

※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。

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

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

健診のお知らせ

8月12日（火）

   8月19日（火）

8月26日（火）

9月  2日（火）

8月  1日（金）

8月  8日（金）

8月22日（金）

8月  6日（水）

8月20日（水）

8月27日（水）

8月11日（月）
8月18日（月）

8月25日（月）

8月  6日（水）

9月  7日（日）

8月  7日（木）

8月21日（木）

8月29日（金）

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

※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  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。

内　容

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）

BCG接種

13：05～13：55

13：05～14：15

9:00～10:10

13:05～14:15

10:00～11:00頃

10:00～11:00頃

保健センター 10:00～12:00

2013年  2月  1日～ 9日生まれ

2013年  2月10日～18日生まれ

2013年  2月19日～28日生まれ

2012年  5月  1日～15日生まれ

2012年  5月16日～31日生まれ

保健センター 13:45～14:30 生後 5～8カ月  未満 （標準的 接種期間）

2011年  8月  1日～12日生まれ

2011年  8月13日～23日生まれ

2011年  8月24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 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

場　所 時　間 対象・内容・申込みなど

2014年  4月  1日～  6日生まれ

2014年  4月  7日～13日生まれ

2014年  4月14日～20日生まれ

2014年  4月21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

13:00～16:00

8月  5日（火）
8月12日（火）
8月19日（火）

8月26日（火）

●料金／無料　●申込み／保健センター

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。 （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

パパママ教室

日 に ち

8月25日（月）
南スポーツセンター  プールの  様子南スポーツセンター  プールの  様子
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外国人の人口：7,165人 / 小牧の人口：153,572人（2014年 7月 1日現在）


