
●資源・ごみの 分け方と 出し方に ついて

●外国人相談窓口の お知らせ

●税金の 支払い期限

●住宅・土地 統計調査

検診のお知らせ

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。

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

こまき信長まつりこまき信長まつり
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９月10日（火）
9月17日（火）
9月24日（火）
10月  1日（火）

9月  6日（金）
9月13日（金）
9月20日（金）

9月  4日（水）
9月11日（水）
9月25日（水）

9月11日（水）

9月  1日（日）

9月  5日（木）
9月26日（木）

9月27日（金）

9月25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 10:00～12:00

10:00～11:00

2012年 3月  1日～10日生まれ
2012年 3月11日～19日生まれ
2012年 3月20日～31日生まれ

2011年  6月1日～15日生まれ
2011年  6月16日～30日生まれ

9月27日（金）
9月  5日（木）

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）

2010年  9月1日～10日生まれ
2010年  9月11日～19日生まれ
2010年  9月20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、

　小牧の子育て情報　●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  5月  1日～  9日生まれ
2013年  5月10日～16日生まれ
2013年  5月17日～24日生まれ
2013年  5月25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

9月  9日（月）
9月10日（火）
9月17日（火）
9月24日（火）

9月13日（金）

9月20日（金）

9月27日（金）

9月  3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

●こまき信長まつり

●小牧山薪能

●第2期 日本語教室

●上級日本語クラス

●英語基礎講座の おしらせ

●ドミニカ共和国 理解講座

●バスに のって 日本を 知ろう！

●母子健診等カレンダー
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外国人の人口：7,217人 / 小牧の人口：153,416人（2013年8月1日現在）
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飲料・酒類・
しょうゆ用などの
ペットボトル

⛁ᚚɈƮǙǈ�Բƫჺǂ�ԦƱჺǅ�ƾƞǀ
し げ ん わ か た だ か た

対象となるもの

※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

出し方

①ふたを外し、 水でさっと洗い、 つぶして

②資源用収集袋（緑色）に　入れ

③資源回収場所へ　出す

ȫȔșȭșȼ

このマークが
目印です！

小牧市環境キャラクター
「エコリン」

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。

酒びん、ドリンクびん、　
化粧品びん、 
雑びんなど。

対象となるもの

ᲡƧǍǭ

①キャップを  取り外し、 水で  さっと  洗い、

②資源用収集袋（緑色）に  入れ、

③資源回収場所へ  出す。

※ラベルを  取る  必要は  ありません。

飲食用・食品用の
アルミ缶や  スチール缶
（20cm×50cm以下の大きさのものに限る）

対象となるもの 出し方

ᲡƧὥ

異物（たばこの  吸殻等）は
絶対に  入れないで  ください！

①中身を  空にして、 水で  さっと  洗い、 つぶさずに、

②資源用収集袋（緑色）に  入れ、

③資源回収場所へ  出す。
※アルミ缶と  スチール缶を
　分ける  必要は  ありません。

非食品類の  缶は 「金属類」へ

缶詰の  缶の  ふたは、 どのように  出せば  いいですか。

よくある質問

よくある質問

Q
缶  本体から  外れている  ふたは、 金属類（緑袋）で  出してください。 
本体に  ついている  ものは、 そのまま  本体と  一緒に  空き缶（緑袋）で  出して  ください。

A

びんの  キャップは、 どのように  出せば  いいですか。Q
金属製の  ものは、 金属類（緑袋）で  出して  ください。 
プラスチック製で  あれば、 「プラスチック製容器包装」（緑袋）で  出して  ください。

A

 

 

ぺ っ と ぼ と る

いんりょう さけるい まーく

めじるし
よう

ぺっとぼとる

はず

しげんようしゅうしゅうぶくろ

そーす

ぷらすちっく せい　ようき　ほうそう

しょくようゆ せんざい ひしょくひんるい ぼとる

しげん　かいしゅうばしょ だ

みどりいろ い

みず あら

たいしょう

こまきしかんきょう きゃらくたー

えこりん

だ かた

だ かた

あさき

しげん ひんもく

とうじつしていび

だ

ひ

 

 

あ

たいしょう

さけ どりんく

けしょう

ざつ

きゃっぷ

しげんよう

しげん

らべる と ひつよう

かいしゅうばしょ だ

いみどりいろしゅうしゅうぶくろ

と はず みず あら

 

 

あ き か ん

たいしょう だ かた

かぎおお

なかみ から みず あら

きんぞくるいかんひしょくひんるい

いか

すちーるかんあるみかん

しょくひんよういんしょくよう

しげんよう　しゅうしゅうぶくろ

しげん

あるみ かん

わ ひつよう

いぜったい

すいがらなどいぶつ

すちーる かん

かいしゅうばしょ だ

いみどりいろ

かんづめ かん

かん はず きんぞくるい みどりぶくろ

だぷらすちっくせい

だ

だきゃっぷ

きんぞくせい

ぷらすちっく せい ようき　ほうそう

きんぞくるい みどりぶくろ

みどりぶくろ

しつもん

しつもん

だみどりぶくろあきかんいっしょほんたいほんたい

だ

ほんたい だ
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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

廃棄物対策課ごみ減量推進係　TEL0568-76-1187問合先

ラジカセなべドライヤー電気ストーブ

空気清浄機電子レンジ アルミなべ カセットコンロ

※2012年4月1日から

※縦横  高さの  いずれか  一辺が
　60㎝  以上の  ものは  粗大ごみ
　です。
 （ごみ集積場には  出せません！）

カセットボンベ スプレー缶 金物類 小型家電

電気、電池で  動く
すべての  もの

対象外と  なるもの： 小型家電とは

 

 

※カセットボンベ、 スプレー缶は、 
　火災の  危険が  あるので、 使いきり、 
　必ず  穴を開けて  出して  ください。
※カセットボンベ、 スプレー缶に  穴を
　あけるのが  むずかしい  場合は
　廃棄物対策課まで  ご連絡ください。
※ふたは  プラスチック製であれば
  「プラスチック製容器包装」へ

対象となるもの

出し方

⥒ଛⱬ

①資源用収集袋（緑色）に  入れ、

②資源回収場所へ  出す。

よく問合せのあるもの

繊維、 木などの  複合物（電気カーペットなど）、 

家電リサイクル 法定品、 パソコン、 粗大ごみ

これらは  み～んな「金属類」です！
※縦横高さの  いずれか  一辺が
         60㎝  以上の  ものは  粗大ごみ！

はいきぶつたいさくか げんりょうすいしんがかりといあわせさき

かせっとぼんべ

でんき

たいしょうがい

しげんようしゅうしゅうぶくろ

しげんかいしゅうばしょ だ

でんし　れんじ

でんきすとーぶ どらいやー らじかせ

あるみ かせっとこんろ くうきせいじょうき

みどりいろ い

せんい

ぱそこん そだい

き ふくごうぶつ

かでん ほうていひんりさいくる

でんき　　　かーぺっとでんち うご

かなものるい こがたかでん
ねん

たてよこ たか

こがた　  かでん

いっぺん

そだいいじょう

しゅうせきじょう だ

がつ にち
すぷれー　　　　かん

といあわ

かせっとぼんべ

かさい

かなら あな あ だ

ぷらすちっくせい

ぷらすちっくせいようきほうそう

きけん つか

すぷれーかん

かせっとぼんべ すぷれーかん あな

ばあい

はいきぶつたいさくか れんらく

き ん ぞ く る い

たいしょう

だ かた

いっぺん

そだいいじょう

たかたてよこ

きんぞくるい

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

こまき　しやくしょ ほんちょうしゃ にかい こうりゅうかないせいかつ

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 し
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問合先 情報システム課　TEL0568-76-1106
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のぶなが

ねんちくじょうこまきやまじょう

てんかとういつ ゆめ ちゃれんじ はじ ち こまき

美濃攻略と

小牧山城（3）

1567年、 織田信長は  斎藤家を  倒し  美濃を  攻めました。 その後、 
稲葉山城に  居城を  移し、 名前を  岐阜城に  変えました。 小牧山城は  
使われなく  なりましたが、 1584年の 「小牧・長久手の合戦」で、 
徳川家康が  大きな  補修を  行い、 本陣と  しました。

22日（日）23日（月）9月21日（土）
2013年

総務省統計局（愛知県・小牧市）では、 10月1日現在で  住宅・土地  統計調査を  実施します。

この調査は、 全国  約350万世帯の  方々を  対象とした  大規模な  調査で、 調査の  結果は、 国や  地方公共

団体に  おける  住生活  基本計画の  策定、 耐震や  防災計画の  策定、 空き家対策などに  幅広く  利用さ

れています。

9月から、 愛知県知事より  任命された  統計調査員が  調査世帯

へ  伺いますので、 調査の  趣旨を  ご理解いただき、 調査票へ

の  ご記入を  お願いします。

なお、 調査内容を  統計の  作成  以外の  目的に  使用すること

は  一切ありません。

2013年９月21日（土）18:00～ （16：00から  入ることが  できます。 17:45 火入れ式。）

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

こまき信長まつり事務局  小牧市堀の内3丁目1番地  TEL.0568-76-1689  HP komakiyama450.com/問合先

小牧山薪能
観世流・能「杜若」　和泉流・狂言「附子」　観世流・能「鞍馬天狗」

（雨が  降った時は、 小牧市市民会館で  開催します。）

日　時

場　所

にちじ

演　目 えんもく

ばしょ

申込方法 もうしこみ
ほうほう

無 料

9月14日までに、小牧通訳ボランティア会へ  電話か  メールを  ください。

小牧山史跡公園

を  英語の  イヤホンガイドで  
  解説を  聞きながら  楽しみませんか？

小牧山の  野外で  世界無形文化遺産の  能を  「英語の解説」で  ご覧いただけます。

住宅・土地 統計調査

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
9月 30日（月）です
●国民健康保険税（第4期） ●介護保険料（第3期）

●後期高齢者医療保険料（第2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　9月8日（日）、 9月22日（日）　8：30～17：15

こくみんけんこうほけんぜい

だいにき

だいよんき だいさんき

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

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

忍城おもてなし甲冑隊清洲城武将隊「桜華組」あいち戦国姫隊名古屋おもてなし武将隊

記念事業観光大使  憲俊
小牧山城築城450年

小牧山城築城450年記念事業

12:00～20:00 12:00～20:00 12:00～18:00

今年は、 日本の  歴史で  もっとも  有名な  織田信長が  小牧山城を  築いてから  
450年に  なります。小牧市では  このことを  記念して、 一年間  様々な  事業を
行っており、メイン事業として 「こまき信長まつり」を  開催します。 楽しい
イベントが  たくさんある 「こまき信長まつり」に、 みなさんで  来てください。

小牧山城会  場 かいじょう

日本の  ドラマで  織田信長と  その妻  濃姫を  演じた  高橋英樹と  
菊池桃子、 名古屋おもてなし武将隊や  あいち戦国姫隊を  
はじめとする  各地域の  武将隊など  
豪華ゲストが  小牧山城に  集まります。

じょうほうしすてむかといあわせさき

こまきやまじょう

みの  こうりゃく

にちにち げつにちどにちがつ

ねん
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らんえいご かいせつのうむけいぶんかいさんせかいやがいこまきやま

たのきかいせつ

いやほんがいどえいご

ほんじんおこなほしゅうおおとくがわいえやす

かっせんながくてこまきねんつか

こまきやまじょうかえぎふじょうなまえうつ

こまきし ほり うち ちょうめ ばんち

きょじょういなばやまじょう

ごせみのたおさいとうけおだのぶながねん

かっちゅうたいおしじょうおうかぐみぶしょうたいきよすじょうせんごくひめたいぶしょうたい
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のぶなが

ねんちくじょうこまきやまじょう

てんかとういつ ゆめ ちゃれんじ はじ ち こまき

美濃攻略と

小牧山城（3）

1567年、 織田信長は  斎藤家を  倒し  美濃を  攻めました。 その後、 
稲葉山城に  居城を  移し、 名前を  岐阜城に  変えました。 小牧山城は  
使われなく  なりましたが、 1584年の 「小牧・長久手の合戦」で、 
徳川家康が  大きな  補修を  行い、 本陣と  しました。

22日（日）23日（月）9月21日（土）
2013年

総務省統計局（愛知県・小牧市）では、 10月1日現在で  住宅・土地  統計調査を  実施します。

この調査は、 全国  約350万世帯の  方々を  対象とした  大規模な  調査で、 調査の  結果は、 国や  地方公共

団体に  おける  住生活  基本計画の  策定、 耐震や  防災計画の  策定、 空き家対策などに  幅広く  利用さ

れています。

9月から、 愛知県知事より  任命された  統計調査員が  調査世帯

へ  伺いますので、 調査の  趣旨を  ご理解いただき、 調査票へ

の  ご記入を  お願いします。

なお、 調査内容を  統計の  作成  以外の  目的に  使用すること

は  一切ありません。

2013年９月21日（土）18:00～ （16：00から  入ることが  できます。 17:45 火入れ式。）

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

こまき信長まつり事務局  小牧市堀の内3丁目1番地  TEL.0568-76-1689  HP komakiyama450.com/問合先

小牧山薪能
観世流・能「杜若」　和泉流・狂言「附子」　観世流・能「鞍馬天狗」

（雨が  降った時は、 小牧市市民会館で  開催します。）
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にちじ
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ばしょ
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　   ※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。
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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。
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問合先 小牧市国際交流協会（KIA)事務局　　TEL0568-７６-0905　

問合先

9/10（火）までに、 9:00～17:00  の間に  お金を  持って  市国際交流協会
（小牧市公民館4階）へ来てください。 ※12:00～13:00、日曜日・月曜日・祝日は　お休み。

会員3,000円　会員ではない人6,000円　※このほかに　本のお金が　2,500円必要
いつでも　会員に　なれます。 （個人年会費  1口  2,000円）

初級・中級　それぞれ　16名

小牧市に  住んでいる・ 小牧市で  仕事を  している・ 小牧市の  学校で  勉強を
している人  または  KIA会員で  18歳以上の人

市公民館4階　チェスルーム
中級クラス 9/26～12/5（毎週木曜日 10：00～12：00）
初級クラス 9/24～12/3（毎週火曜日 13：00～15：00）（全部で10回）

英語を勉強して  
世界の人と
友達になろう。

英語を勉強して  
世界の人と
友達になろう。

日本語能力検定2級  合格レベル  以上の  方を
対象に、 更なる  レベルアップを  目指す  
講座です。 読み・書きの  強化を  目指します。

日本語能力検定2級  合格レベル  以上の  方を
対象に、 更なる  レベルアップを  目指す  
講座です。 読み・書きの  強化を  目指します。

KIA

KIA

KIA

↚▧ᯜ☚ొǈ
ƤƱǣƵ

※11月12日・
14日はお休み

第2期 日本語教室

自分のレベルに合わせてクラスがえらべます。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

申込み もうしこみ

対　象 たいしょう

ＫＩＡ事務所に直接来てください

1,000円（会員でない方は、 KIA年会費2,000円が  必要です）外国人

小牧市公民館４階　チェスルーム

日曜日（2013年9月1日～12月15日の12回）

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

申込み もうしこみ

対　象 たいしょう

KIA事務所に直接申し込み

1,000円（会員でない方は、 KIA年会費2,000円が  必要です）

外国人小牧市公民館４階　チェスルーム

土曜日（2013年8月31日～12月14日の12回） 16:00～18:00

だい き
に ほ ん ご き ょ う し つ

上級日本語クラス

じぶん れべる くらすあ

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

17:10
～19:10

初級レベル 初中級

くらす

じかん

にほんごけんてい

にきゅうたいおう

にほんごけんてい

いっきゅうたいおう

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

といあわせさき

えいご

せかい ひと

ともだち

ぜんぶ

しこうみんかん　よんかい

こまきし べんきょう

しょきゅう

かいいん かいいん

かいいん こじん　ねんかいひ ひとくち えん

か

き にちようび げつようび しゅくじつ やす

かね も しこくさいこうりゅうきょうかいあいだ

えん えん えん ひつようほん かねひと

ちゅうきゅう めい

ひと ひとかいいん さい　いじょう

す こまきし こまきし がっこうしごと

ちぇするーむ

かい しょきゅう くらす まいしゅう　かようび

かいこまきしこうみんかん

やすにち

にちがつ

ちゅうきゅう くらす まいしゅう　もくようび

べんきょう

めざきょうかかよこうざ

めざれべるあっぷさらたいしょう

かたいじょうれべるごうかくきゅうけんていにほんごのうりょく

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

申込み もうしこみ

料　金 りょうきん

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

え い ご き  そ こ う ざ

れべる 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

にちようび

こまきしこうみんかん　よんかい

がいこくじん

じむしょ ちょくせつ き

えん えんねんかいひかいいん かた ひつよう

ちぇするーむ

がつねん ついたち がつ かいにち

にちようび

こまきしこうみんかん　よんかい がいこくじん

じむしょ ちょくせつ もう こ

えん えんねんかいひかいいん かた ひつよう

ちぇするーむ

がつねん

じょうきゅう に ほ ん ご く ら す

にち がつ かいにち

小牧市国際交流協会（KIA)事務局　TEL0568-７６-0905  FAX0568-71-8396  mail： kia@ma.ccnw.ne.jp
こまきし こくさい こうりゅう きょうかい じむきょく
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愛知県

小牧市小牧市

名古屋市名古屋市

郡上市郡上市

こまきし

ぐじょうし

なごやし

あいちけん

岐阜県
ぎふけん

岐阜市
ぎふし

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

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

郡上八幡の  街を  歩きながら、 ともだちを  
つくりませんか？ 有名な  食べ物サンプル作り
体験も  ありますよ。

郡上八幡の  街を  歩きながら、 ともだちを  
つくりませんか？ 有名な  食べ物サンプル作り
体験も  ありますよ。

ば す
に ほ ん し

といあわせさき

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

集合場所しゅうごう
ばしょ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

申込み もうしこみ

料　金 りょうきん

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

バスに  のって  日本を  知ろう！

小牧市市民会館

9月29日（日） 9：00～16：00

郡上八幡（岐阜県）の  町と  食べ物サンプル作り

18歳以上の  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  人。 または  KIA会員。

25人　※25人より  多くなったら  くじ引きで  選びます。

会員　2,000円、 会員ではない人　3,000円

2013年 9月1日（日）～2013年 9月13日（金）
①住んでいる所  ②なまえ  ③とし  ④でんわばんごう
⑤国のなまえを  KIAへ電話、 FAX、 E-mailするか、
来てください。 （9:00～17:00）
※日・月曜日・祝日及び12:00～13:00を除く

KIA ȚȰȜǼҷࠕۿ ┥☚ొ

無料50名（予約が  必要です）

小牧市に  住んでいる・ 小牧市で  仕事を  している・ 小牧市の  学校で  勉強を
している  または  KIA会員の  中学生  以上の方

小牧市公民館4F  視聴覚室

2013年9月14日（土）14:00～16:00

こまきし べんきょう

めい

かたかいいん ちゅうがくせい いじょう

す こまきし こまきし がっこうしごと

日　時 にちじ

場　所 ばしょ 藤  保人  さん（JICAシニア海外ボランティア）講  師 こうし

2013年9月1日（日）～  9月13日（金）
電話  または  ファックス／Eメールで  申し込んで  ください。
①名前  ②年・学年  ③住所  ④電話番号  ⑤KIA会員か  どうかを   教えて  ください。
（9:00～17:00）　※日・月曜日・祝日  及び  12:00～13:00を  除く

申込み もうしこみ

料　金 りょうきん

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

貧しいけれど  野球  世界一、 幸せな国  ランキング  世界第2位の
国の  秘密を  聞いてみよう。
貧しいけれど  野球  世界一、 幸せな国  ランキング  世界第2位の
国の  秘密を  聞いてみよう。

しこうみんかん　よんかい しちょうかくしつ

かいしこうみんかんばんちちょうめこまきし

のぞおよしゅくじつげつようびにち

おしかいいんでんわばんごうじゅうしょがくねんとしなまえ

こもうめーるふぁっくすでんわ

きんにち にちがつ にちがつねん

むりょうひつようよやく

ぼらんてぃあかいがいしにあやすとふじ

どにちがつねん

きひみつくに

いせかいだいらんきんぐくにしあわせかいいちやきゅうまず

り か い こ う ざど み に か き ょ う わ こ く

さい　いじょう こまきし す

にん にん おお び えら

かいいん えん かいいん

ねん

す

くに

き

にち げつようび しゅくじつおよ のぞ

でんわ

ところ

ねんがつ にち ど がつ にち きん

えんひと

がっこう べんきょう かいいん

しごと

がつ にち にち

ひと

づくさんぷるものたまちぎふけんぐじょうはちまん

しみんかいかんこまきし

たいけん

づくさんぷるものたゆうめい

あるまちぐじょうはちまん

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



●資源・ごみの 分け方と 出し方に ついて

●外国人相談窓口の お知らせ

●税金の 支払い期限

●住宅・土地 統計調査

検診のお知らせ

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。

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

こまき信長まつりこまき信長まつり

P2

P8P3 P6

P4

P7P5

９月10日（火）
9月17日（火）
9月24日（火）
10月  1日（火）

9月  6日（金）
9月13日（金）
9月20日（金）

9月  4日（水）
9月11日（水）
9月25日（水）

9月11日（水）

9月  1日（日）

9月  5日（木）
9月26日（木）

9月27日（金）

9月25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 10:00～12:00

10:00～11:00

2012年 3月  1日～10日生まれ
2012年 3月11日～19日生まれ
2012年 3月20日～31日生まれ

2011年  6月1日～15日生まれ
2011年  6月16日～30日生まれ

9月27日（金）
9月  5日（木）

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）

2010年  9月1日～10日生まれ
2010年  9月11日～19日生まれ
2010年  9月20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、

　小牧の子育て情報　●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  5月  1日～  9日生まれ
2013年  5月10日～16日生まれ
2013年  5月17日～24日生まれ
2013年  5月25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

9月  9日（月）
9月10日（火）
9月17日（火）
9月24日（火）

9月13日（金）

9月20日（金）

9月27日（金）

9月  3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

●こまき信長まつり

●小牧山薪能

●第2期 日本語教室

●上級日本語クラス

●英語基礎講座の おしらせ

●ドミニカ共和国 理解講座

●バスに のって 日本を 知ろう！

●母子健診等カレンダー

もくじもくじ

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

けんしん し

といあわせさき ほけん せんたー

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

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

こまき こそだ けんこうてちょうおやこも もの ぼし もうしこ ほけん せんたーじょうほう

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 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

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

かれんだーけんしんとうぼしがいこくじん　そうだんまどぐち

しはらいきげん

きそこうざえいごとうけいちょうさとちじゅうたく

くらすにほんごじょうきゅう

にほんごきょうしつきだい

しにほんばすたきのうこまきやまかただかたわしげん

りかいこうざきょうわこくどみにかのぶなが

ぜいきん

ていたいじゅうじ

のぶなが
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外国人の人口：7,217人 / 小牧の人口：153,416人（2013年8月1日現在）


