
●緊急地震速報が  流れたら

●資源・ごみの  分け方と出し方（びん・缶）　

●年末年始の  資源・ごみ収集Q&A

●税金の  支払い期限の  お知らせ

●35歳からの  ヤング検診

●外国人相談窓口の  お知らせ

P2

P3

●高齢者肺炎球菌ワクチン

　予防接種の  お知らせ

●水道料金などの  

　使用者番号変更の  お知らせ

●成人式の  お知らせ

●臨時福祉給付金

●KIA設立20周年記念

　国際理解講座

●KIAプレスクール

●KIA第3期日本語教室

●乳幼児健診及び

　その他の  教室の  ご案内

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

12月  9日（火）
   12月16日（火）
  1月  6日（火）
  1月13日（火）

12月  5日（金）
12月12日（金）
12月19日（金）

12月  3日（水）
12月10日（水）
12月17日（水）

12月  1日（月）
12月11日（木）
12月24日（水）

12月11日（木）
12月18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  人には  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  6月  1日～12日生まれ
2013年  6月13日～21日生まれ
2013年  6月22日～30日生まれ

2012年  9月  1日～15日生まれ
2012年  9月16日～30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  12月  1日～11日生まれ
2011年  12月12日～22日生まれ
2011年  12月23日～31日生まれ

2014年  8月  1日～  9日生まれ
2014年  8月10日～16日生まれ
2014年  8月17日～24日生まれ
2014年  8月25日～31日生まれ

健診のお知らせ

12月  3日（水）

12月  8日（月）

12月19日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

味岡児童館

西部児童館

西部児童館

小牧南児童館

※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　●申し込み／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　●申し込み／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　●申し込み／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・申し込みなど

母子健診等カレンダー母子健診等カレンダー

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

10:00～11:15

12月  2日（火）
12月  9日（火）
12月16日（火）

12月16日（火）

12月12日（金）

12月19日（金）

12月12日（金）

小牧南児童館12月19日（金）

●料金／無料　●申し込み／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。 （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

日にち

12月22日（月）

P6

P4

P5

P8

P7

イルミネーションの  様子

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

といあわせさき ほけん せんたー

けんしん し

ぼ　し けんしん　とう か れ んだ ー

よぼう　そうだん

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 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 こ

もう こ

もう こ

もう 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 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　　　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

う 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

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 ほけん せんたー

せんたー

せんたー

せんたー

ひ ばしょ じかん たいしょう ないよう もう こ

おやこ

ないよう

ぼし も きけんこうてちょう わす

ていたいじゅうじ

とくにゅうようじ こさい

ほけん  ねんきん  か

はけんこうてちょうおやこ　　ぼしものもそうだんしんぱいふあんは はないよう

あじおか   じどうかん

せいぶ    じどうかん

せいぶ    じどうかん

こまきみなみ  じどうかん

こまきみなみ  じどうかん

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 う 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

たいしょう ひと 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

 

こまきしやくしょ

 ほりのうち でんわ

まどぐちかくたんとうくわ

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

ば

あんないきょうしつたきゅうふきんふくしりんじしまどぐちそうだんがいこくじん

さい やんぐ けんしん およけんしんにゅうようじしせいじんしき

きょうしつにほんごきだいへんこう しばんごうしようしゃしきげんしはらぜいきん

すくーるぷれりょうきんすいどうしゅうしゅうしげんねんしねんまつ

こうざりかいこくさいせっしゅよぼう し

わくちん

かたわ かた かんだしげん

きんきゅう じしん そくほう なが きねん

いるみねーしょん ようす

しゅうねんせつりつきゅうきんはいえんこうれいしゃ

ぜんご
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外国人の人口：7,180人 / 小牧の人口：153,645人（2014年 11月 1日現在）
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避難・安全確保緊急地震速報地震発生

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

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

資源・ごみは  品目ごとに  
決められた日（指定日）の  当日  
8:30までに  出して  ください。

注意！

空きびん

空き缶

日本語を べんきょう しませんか？

小学校に いく 前に プレスクールで 

2015年1月～3月の土曜日日　時 にちじ

開催場所 かいさい
ばしょ

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

対　象 たいしょう

内　容 ないよう

申し込み もうしこみ

「プレスクール」では  小牧の  小学校へ  いく前に、 こどもたちが  日本語や  

小学校の  ことを  べんきょう  します。

①ひらがなを  よむ。 かく。  ②すうじを  よむ。 かく。  ③がっこうの  ルールを  べんきょう  します。

べんきょう  じかんは  1じかん  です。

2015年に  日本の  小学校に  行く

外国に  ルーツの  ある  こども

それぞれの  場所で  10人  くらい

無料

KIA事務局に  直接  きて  ください。

2015年 プレスクールスケジュール

第１回 1月10日（土）

第２回 1月17日（土）

第３回 1月24日（土）

第４回 1月31日（土）

第５回 2月  7日（土）

第６回 2月14日（土）

第７回 2月21日（土）

第８回 2月28日（土）

第９回 3月  7日（土）

 第10回 3月14日（土）

だいいっかい

だいにかい

だいさんかい

だいよんかい

だいごかい

だいろくかい

だいななかい

だいはちかい

だいきゅうかい

だいじゅっかい

ねん ぷれすくーる　　　　　すけじゅーる

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

協力  小牧市教育委員会 ・ 保育課 ・ シティプロモーション課

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

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
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

①古雅保育園（10:00～11:00）

②岩崎保育園（11:15～12:15）

③公民館4F（13:00～14:00）

（好きな場所で  べんきょう  してください）

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

受講料 じゅこうりょう

申し込みもうしこみ

対　象 たいしょう

日曜日 （2015年 1月 11日 ～ 4月 5日の 12回）

小牧市公民館４階　チェスルーム

外国人

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

KIA事務所に  直接  来てください　

第３期 日本語教室第３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。

中級 上級

A 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

日　程

クラス

先　生

時　間

朝倉 松岡 朝倉 松岡 松岡 松岡 朝倉 朝倉 朝倉

① 1月11日 ② 1月18日 ③ 1月25日 ④ 2月  1日 ⑤ 2月  8日 ⑥ 2月15日
⑦ 2月22日 ⑧ 3月  1日 ⑨ 3月  8日 ⑩ 3月22日 ⑪ 3月29日 ⑫ 4月  5日

初級 初中級

～19:10

日本語検定
2級対応

日本語検定
3級対応

日本語検定
1級対応

出し方
酒びん、ドリンクびん、　
化粧品びん、 雑びんなど。

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

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
きんぞくるい

かんひしょくひんるい

よくある
質問

よくある
質問

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

Q
A
缶詰の  缶の  ふたは、 どのように  出せば  いいですか。

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。

（20cm×50cm以下の  大きさの  もの  だけ）

緊急地震速報が 流れたら緊急地震速報が 流れたら

家では

・頭を 守り、 机の 下など 安全な 場所に 逃げる。

・慌てて 外へ 飛び出さない。

・係員の 言うことを 聞く。

・慌てて 出口に 走り出さない。

自動車を 運転して いる時は

・急ブレーキを かけず、 ハザードランプを

　点灯し ゆっくり 止まる。

※周りの  状況により  具体的な  行動は  変わって  きます。 緊急地震速報を  見たり  聞いたりしたら  周りの  状況に  

　合わせて、 慌てずに  まず  安全を  確保しましょう。

緊急地震速報  とは、 地震による  強い  揺れ（震度４以上）を  事前に  知らせる  ための  地震動の  警報・予報  です。

小牧市では  小中学校や  保育園、 市役所、 公共施設に  置いて  あります。

地震の  揺れを  感じた  ときや、 地震速報が  流れた  ときは  次の  行動を  して  ください。

危機管理課　TEL.0568-76-1171問合先
きき      かんり かといあわせさき

人が たくさん いる 所では

し げ ん

に ほ ん ご

し ょ う が っ こ う

き ょ う し つに ほ ん ご

きだ い

ま え
ぷ れ す く ー る

だ か たわ か た

こまきしかんきょう きゃらくたー えこりん

だ かた

だたいしょう

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

あきびん

あきかん

だぷらすちっく

だ

だきゃっぷ

きんぞくせい

ぷらすちっく せいせい 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

かんづめ かん

かん はず きんぞくるい みどりぶくろ

いっしょほんたいほんたい

だ

ほんたい だ

なかみ から みず あら

しげんよう　しゅうしゅうぶくろ

しげん

あるみ かん わ ひつようすちーる かん

かいしゅうばしょ だ

いみどりいろ

だみどりぶくろあ かん

出し方対象と なるもの

しつもん

しつもん

出し方対象と なるもの

たいしょう

だ

とうじつしていびひき

ひんもくしげん

かただ

かくほあんぜんあわあ

じょうきょうまわきみそくほうじしんきんきゅうかこうどうぐたいてきじょうきょうまわ

とてんとう

はざーどらんぷぶれーききゅう

ときうんてんじどうしゃ

だはしでぐちあわ

きいかかりいん

ところひと

だとそとあわ

にばしょあんぜんしたつくえまもあたま

いえ

こうどうつぎながそくほうじしんかんゆじしん

おこうきょうしせつしやくしょほいくえんしょうちゅうがっこうこまきし

よほうけいほうじしんどうしじぜん

かくほあんぜんひなんそくほうじしんきんきゅうはっせいじしん

いじょうしんどゆつよじしんそくほうじしんきんきゅう

な がそ く ほ うじ し んき ん き ゅ う

たいしょう かただ

ちょくせつじむきょく

むりょう

にんばしょ

るーつがいこく

いしょうがっこうにほんねん

ばしょす

こうみんかん

ほいくえんいわさき

ほいくえんこが

どようびがつがつねん

しょうがっこう

にほんごまえしょうがっこうこまき

るーる

すくーるぷれ

きちょくせつじむしょ

ひつようえんねんかいひかたかいいんえん

がいこくじん

るーむちぇすかいこうみんかんこまきし

かいにちがつにちがつねんにちようび

おおいか

すちーるあるみしょくひんよういんしょくよう かんかん
じぶん れべる くらすあ

あさくら まつおか あさくら あさくら あさくら あさくらまつおか まつおか まつおか

たいおうきゅうたいおうきゅうたいおうきゅう

にほんごけんていにほんごけんていにほんごけんてい

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

くらす

じかん

せんせい

にってい
がつ にち

ぷろもーしょんしてぃ かきょういくいいんかいこまきしきょうりょく

いぜったいすいがらなどいぶつ

かほいく
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しつもん

しつもん

●自分で  環境センターへ  持ち込む。

年末年始の 資源・
ごみ収集

ごみの  分別などに  ついて、 分からない  ことが  あれば、 廃棄物対策課（☎0568-76-1187）まで  お問い合せ  ください。

●受付時間： 9:00から17:00（土・日・祝・年末年始は  お休み）  ●受付数：1回につき  5個まで
●期　　間： プラスチック製  容器包装の  曜日に  合わせ  集めます。 収集を  希望する日の  １ヵ月前から  1週間前までに  
 予約して  ください。

●場　　所：野口2881-9（温水プール横）（℡0568-79-1211）　 
●受付期間：月曜日から金曜日（9:00～12:00、13:00～16:00）  年末は１２月３０日（火）まで　 年始は１月５日（月）から
●持ち込みできるもの：燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ　　●処理手数料：200円/10kg
※年末は混雑しますので、持ち込みはお早めに！

●場　　所：小牧原新田423 （シルバー人材センターの中） ℡0568-73-6155　　　　　

●受付期間：毎日（8:30～17:00）（1月1日～3日はお休み）
　年末は12月31日（水）まで　年始は１月５日（月）から

●持ち込みできるもの：プラスチック製容器包装、 空きびん、 
　空き缶、 金属類、 ペットボトル、 古紙・古布、 蛍光管類、 
　廃食用油、 パソコン、 携帯電話
　※それぞれ「資源・ごみの  分け方と  出し方」を  見て、
　　分別して  持ち込み  してください。
　※パソコン、 携帯電話を  持ち込む  時は  
　　資源用市指定袋に  入れる  必要は  ありません。

●場　　所：小牧市大字大草5786番地83
  （エコハウス･小牧の中） ℡0568-78-3631　　　　　

●受付期間：毎週土・日曜日 （8:30～17:00）
  （1月1日～3日はお休み）
　年末は 12月28日（日）まで　年始は１月４日（日）から

●持ち込みできるもの：
　プラスチック製容器包装、 空きびん、 空き缶、 金属類、 
　ペットボトル、 古紙・古布、 蛍光管類、 廃食用油
　※それぞれ 「資源・ごみの  分け方と  出し方」に  従って、 
　　分別して  持ち込み  して  ください。

小牧市 成人 祝賀式2015 年 

対象者 たいしょうしゃ

会 場 かいじょう

日 時 にちじ

こども政策課　TEL.0568-76-11７９問合先
といあわせさき

2015年1月11日(日)　13:30～（受付13:00～）

2015年1月25日（日）14:00～15:30

1994年4月2日～1995年4月1日に  生まれ、  小牧市に  住民登録を  している人
当日は、 直接  会場に  来て  ください。

パークアリーナ小牧

臨時福祉給付金の 申請受付が もうすぐ 終わります。
現在  臨時福祉給付金の  申請を  受け付けて  います。

申請期限（2015年1月5日（月）、郵送の  場合は  消印有効）までに  申請を  しなかった  場合は、 

臨時福祉給付金を  受けとることを  やめた  ことと  します。

申請書が  届いた人は、 はやめに  申請して  ください。

受付に 

ついて

・郵送受付 : 申請書と  いっしょに  入っている  返信用封筒に  入れて  送って  ください

 　　　　　（2015年 1月 5日（月）まで  使えます）

・窓口受付 : 健康福祉部  福祉総務課  本庁舎  2階  203会議室 （9:00から17:00まで（閉庁日は お休み））

○必要書類を  忘れないように  お願いします。 必要書類が  ない場合、 申請が  できません。

　以下の  必要書類を  申請書に  必ず  つけてください。

小牧市公民館講堂

ジョン ギャスライトさん

島国の  ニッポンも  多文化共生の  時代に  なってきた。 

日本に  居ながらにして  外国文化を  楽しめます。 

お互い  理解して  助け合えば  人生の  楽しみも  倍増  します。

200名 （予約が  必要です） 無料
12月16日（火）～1月17日（土）

電話  または  ファックス / E-メールで  申し込んで  ください。 

「おとなりさんが  外国人」に  参加したい  ことと、 ①なまえと  ②歳を  おしえて  ください。

必要書類
・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）

・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）

おとなりさんが  外国人!  ウェルカム バスケット  持って  ドアを  ノック!

問合先 臨時福祉給付金  コールセンター TEL.0568-76-1613
といあわせさき こーるせんたーふくしりんじ きゅうふきん

日  時 にちじ 場  所 ばしょ

講  師 こうし

内  容 ないよう

定  員 ていいん

設立20周年記念 国際理解講座

参加費 さんかひ

申し込み もうしこみ

申込期間 もうしこみ
きかん

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

＊日、月、祝日、12:00～13:00はお休みです。

小牧市小牧二丁目107番地小牧市公民館4階  9：00～17：00の間

こまき し こうりゅうこくさい きょうかい

A 12/31（水）～1/4（日）は  ごみを  集めません。

ごみの  持ち込みを  したい  時、 どこへ  持って  いけば  よいですか？
何を  持ち込み  できますか？  いつ  やって  いますか？

自分で  持ち込み  する  時は、 ごみと  資源とでは、 持ち込み  先が  違います。

Q A&

　　みなさん、 いつも  資源・ごみの  

　分別に  ご協力  いただき  ありがとう  

ございます！ 年末年始は  大掃除などで、多くの  

ごみが  出る  ご家庭も  多いと  思います。

  そこで  今回は、よくある  年末年始の  ごみ  

     収集に  関する  問い合せを  紹介します。

しげん

しょうかいと あわかんしゅうしゅう

ねんまつねんしこんかい

おもおおかていで

おおおおそうじねんまつねんし

きょうりょくぶんべつ

粗大ごみを  出したいのですが？
よくある

質問Q3しつもん

住んでいる  場所に  より、 また、 品目に  より  ごみを  集める  日が  違います。
必ず 「資源・ごみ収集  カレンダー」を  見て、 決まった  日の  当日  ８：３０までに  出して  ください。
「資源・ごみ収集  カレンダー」を  持っていない  人は、 廃棄物対策課、 各市民センター、 都市センターで  配って  います。

年末の  最後の  集める  日、 年始の  最初の  集める  日に  ついて

◎ごみの  持ち込み ⇒ 小牧岩倉衛生組合環境センター

◎資源の  持ち込み ⇒ 資源回収ステーション になります。

●第１資源回収ステーション ●第２資源回収ステーション

粗大ごみは  次の  どれかの  方法で  処理して  ください。
●粗大ごみ受付センターで  電話予約し、 1点  1,030円の  有料戸別収集を  依頼する。 ☎0120-530-415

Q2

Q1

（ ）日本に住んで20年の

タレントで農学博士
A

A

よくある

質問

年末年始に  ごみは  集めますか？
よくある

質問

も

こもなに

ときこも

ねんまつねんし あつ

じぶん も こ も ことき しげん ちがさき

そだい だ

ね ん

せ つ り つ

きかいじょうちょくせつとうじつ

ひととうろくじゅうみんこまきしうにちがつねんにちがつねん

こまきぱーく ありーな

うけつけにちにちがつねん

しんせいひととどしんせいしょ

うきゅうふきんふくしりんじ

ばあいしんせいゆうこうけしいんばあいゆうそうげつにちがつねんきげんしんせい

つうしんせいきゅうふきんふくしりんじげんざい

こぴーうらめんひょうしぺーじかふりがなめいぎにんこうざばんごうこうざしてんめいきかんめいきんゆう

こぴーつうちょうよきんしょるいかくにんこうざぎんこうふりこみさき

かーどざいりゅうぱすぽーとめんきょしょううんてんこぴーしょるいかくにんほんにんつしゃしんぜんいんたいしょうしゃしきゅう

しょるいひつよう

かならしんせいしょしょるいひつよういか

しんせいばあいしょるいひつようねがわすしょるいひつよう

やすへいちょうびかいぎしつかいほんちょうしゃそうむかふくしぶふくしけんこううけつけまどぐち

つかげつにちがつねん

おくいふうとうへんしんようはいしんせいしょうけつけゆうそう

うけつけ

おう け つ けし ん せ いき ゅ う ふ き んふ く しり ん じ

かせいさく

し ゅ く が し きせ い じ んこ ま き し

あいだ

やすしゅくじつげつにち

かいこうみんかんこまきしばんちにちょうめこまきこまきし

はくしのうがくたれんと

ねんすにほん

ぎゃすらいとじょん

としさんかがいこくじん

こもうめーるふぁっくすでんわ

どにちがつかにちがつ

むりょうひつようよやくめい

ばいぞうたのじんせいあたすりかいたが

たのぶんかがいこくいにほん

じだいきょうせいたぶんかにっぽんしまぐに

こうどうこうみんかんこまきしにちにちがつねん

のっくどあもばすけっとうぇるかむがいこくじん

こ う ざり か いこ く さ いき ね んし ゅ う ね ん

せんたーかんきょうくみあいえいせいいわくらこまきこも

くばせんたーとしせんたーしみんかくたいさくかはいきぶつひとも

かれんだー み き ひ とうじつ だしゅうしゅうしげん

かれんだーしゅうしゅうしげん

かなら

ちがあつ ひひんもくばしょす

さいしょねんしさいごねんまつ ひあつ ひあつ

あつにちすい

し ゅ う し ゅ う

し げ んね ん しね ん ま つ

ひつよういしていししげん

ときこもけいたいでんわぱそこん

こもぶんべつ

みかただかたわしげん

けいたいでんわぱそこんはいしょくようあぶら

けいこうかんるいふるぬのこしぺっとぼとるきんぞくるいかんあ

あほうそうようきせいぷらすちっくこも

こも

げつにちがつねんしすいにちがつねんまつ

がつ にち にち やす

がつ にち にち やす

まいにちきかんうけつけ

なかせんたーじんざいしるばーしんでんこまきはらばしょ

すてーしょんかいしゅうしげんだい

すてーしょんかいしゅうしげんこもしげん

はやこもこんざつねんまつ

えんてすうりょうしょりそだいももこも

げつにちがつねんしかにちがつねんまつきんようびげつようびきかんうけつけ

よこぷーるおんすいのぐちばしょ

よう ぶくろ こもぶんべつ

したがかただかたわしげん

はいしょくようあぶらけいこうかんるいふるぬのこしぺっとぼとる

きんぞくるいかんああほうそうようきせいぷらすちっく

にちにちがつねんしにちにちがつねんまつ

にちようびどまいしゅうきかんうけつけ

ばんちおおくさおおあざこまきしばしょ

すてーしょんかいしゅうしげんだい

なかこまきえこはうす

あわとかたいさくはいきぶつわぶんべつ

こもせんたーかんきょうじぶん

よやく

まえしゅうかんまえかげつひきぼうしゅうしゅうあつあようびほうそうようきせいぷらすちっくきかん

こかいうけつけかずやすねんまつねんししゅくにちどじかんうけつけ

いらいしゅうしゅうこべつゆうりょうえんてんよやくでんわせんたーうけつけそだい

しょりほうほうつぎそだい
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といあわせさき

上下水道部料金課　TEL.0568-７９-１３２０問合先
といあわせさき じょうげ  すいどうぶ　りょうきん か

月～金ポルトガル語

月・火・木スペイン語・英語

高齢者 肺炎球菌 ワクチン 予防接種

水道料金などの　使用者番号が　変わります

●固定資産税（第３期） ●国民健康保険税（第７期）
●介護保険料（第６期） ●後期高齢者医療保険料（第５期）

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。

定期予防接種

対象者

2014年 4月1日から  2015年 3月31日までに

65歳、 70歳、 75歳、 80歳、 85歳、 90歳、

95歳、 100歳以上に  なる人で、 過去に  

肺炎球菌ワクチンを  接種したことが  ない人

※上記年齢以外の  人は  経過措置  として、 

５年間かけて  順次  対象と  なります。

使用者番号 12桁（○○○○○‐○○○‐○○○‐○）

70歳以上（左の  定期対象者を  除く）で  

過去に  助成を  受けて  いない人

2014年 10月1日から

2015年 3月31日まで
随時

接種券 助成券

接種期間

接種する時に

持ってくるもの

①６５歳に  なる人には  １０月  はじめに  

　接種券を  郵送しました。

②70歳 ・ 75歳 ・ 80歳 ・ 85歳 ・ 90歳 ・ 

　95歳 ・ 100歳以上の  人は  保健センターへ  

　申し込みを  して  ください。

③現在 「助成券」を  持っている  人は  

　保健センターで 「接種券」への  交換が  必要です。

70歳から  75歳の  人には  

6月に  申込書を  送りました。

75歳以上の  人には  昨年度  までに  

申込書を  送っています。

申し込み  したい人は  申込書を  

書いて  保健センターに  出して  ください。 

後日  助成券を  送ります。

2,500円

（小牧市外接種は  異なる  場合が  あります。）

※接種…病気にならないために注射をうつこと。

接種金額から  5,000円  引いた  額

事前に、 保健センターへ  申請が  必要  です。 接種後、 保健センターで  手続きが

必要 です。

申し込み

自分で払う

お金

小牧市の  病院（一部  実施して  いない  病院も  あるので、 事前に  病院で  聞いて  ください。）接種場所

市外接種を

希望する場合

助成事業（任意）予防接種

平日の  昼間は  忙しくて、 税金の  支払いが  できない人は…

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

水道料金などの  納付書や  水道使用量

などの  お知らせに  書かれている

使用者番号が  変わります。

料金に　ついての　問い合わせの  時は　10ケタの　お客さま番号を　伝えて  ください。

今月は、 支払い  期限が ２５日（木）です。 支払いは  早めに！

外国人 相談 窓口の お知らせ
小牧市役所  本庁舎2階  市民安全課の中
９：００～１７：００（12：００～１３：００は  お休み）

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

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。

次の 税金の 支払い期限は 12月 25日 (木) です

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  指定期限内だけ  です。

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  12月14日（日）、 12月28日（日） 8:30～17:15

❷小牧駅出張所に、税金の　支払窓口が　あります。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。

名称 桁数

いままで

これから

問合先 収税課 TEL0568-72-2101（代表）内線276～279 TEL0568-76-1117／0568-76-1118（直通）
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

定　員 ていいん

申し込みもうしこみ

50人（先に  申し込みを  した人） 50人に  なったら、 締め切ります。

希望日時を  保健センターへ  申し込んで  ください。 どの回も  50人に  なったら、 締め切ります。

35歳からの  ヤング健診
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。

内　容 ないよう 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

日　程 にってい 2014年12月7日（日）、 2015年1月21日（水） 場　所 ばしょ 小牧市保健センター

対　象 たいしょう 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）

料　金 りょうきん 無料時　間 じかん 9:30～12:00 申し込みを  する時に  受付時間を  決めます。

お客さま番号 10桁（○○○○○○○‐○○○）

ぽるとがる ご げつ きん

すぺいん ご えいご げつ か もく

ほけん ねんきん か ほいく か ふくし そうむ か ぽるとがる

しみん か ちゅうごくご

ご

はな しょくいん

ぽるとがる ご

こまき

やす

しやくしょ ほんちょうしゃ かい しみん あんぜんか なか

といあわせさき ほけん せんたー

はやしはらもくにちきげんしはらこんげつ

きだいほけんりょういりょうこうれいしゃこうききだいほけんりょうかいご

きだいぜいほけんけんこうこくみんきだいぜいしさんこてい

し はら 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 こうざ のこ かね かくにん

へいじつ いそがひるま しぜいきん はら ひと

つたばんごうきゃくとき けたあとりょうきん

けたばんごうきゃく

けたばんごうしようしゃ

けたすうめいしょう

かばんごうしようしゃ

かし

しようりょうすいどうのうふしょりょうきんすいどう

かばんごうしようしゃりょうきんすいどう

ひつよう

てつづせんたーほけんせっしゅご
ひつようしんせいせんたーほけんじぜん

ばあいきぼう

せっしゅしがい

きびょういんじぜんびょういんじっしいちぶびょういんこまきしばしょせっしゅ

がくひえんきんがくせっしゅ

せっしゅ びょうき ちゅうしゃ

ばあいことせっしゅこまきしがい

えん

かね

はらじぶん

おくじょせいけんごじつ

だせんたーほけんか

もうしこみしょひとこもう

おくもうしこみしょ

さくねんどひといじょうさい

おくもうしこみしょがつ

ひとさいさい

こうかん ひつようせっしゅけんせんたーほけん

ひともじょせいけんげんざい

もう こ

せんたーほけんひといじょうさいさい

さいさいさいさいさい

ゆうそうせっしゅけん

がつひとさい

もう こ

じょせいけんせっしゅけん

も

ときせっしゅ

ずいじ

にちがつねん

にちがつねん

きかんせっしゅ

ひとうじょせいかこ

のぞたいしょうしゃていきひだりいじょうさい

たいしょうじゅんじかんねん

そちけいかひといがいねんれいじょうき

ひと

せっしゅわくちんきゅうきんはいえん

かこ

ひと

いじょう

さい さいさいさいさいさい

さい さい

にちがつねん にちがつねん

たいしょうしゃ

にんいじょせいじぎょうせっしゅよぼう せっしゅよぼうていき

せ っ し ゅよ ぼ うわ く ち んき ゅ う き んは い え んこ う れ い し ゃき げ んし は らぜ い き んつ ぎ が つ に ち も く

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

がつ にち にちがつにち にち

りようよつごうまどぐちしはらいぜいきんこまき しゅっちょうじょえき

やすねんまつ　ねんし

ばーこーど つ す と あのうふしょ こ ん び に え ん す ぜいきん はら

のうふしょ してい きげん ない

まどぐちそ うだ んが いこくじん し

にん にんひとさき もう

きぼう もう こ かい にん し き

しこ き

にちじ ほけん せんたー

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

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

こまきし ほけん せんたー

むりょうもう 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

しんたいけいそく せ たか 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 ば きけんど てすと しか えいせいし そうだん

や ん ぐ け ん し んさ い

こまき し とうろくじゅうみん かいしゃ

さい ひとさい ねん がつ ねん がつ にちにち う

けんしん う ひときかい
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73

といあわせさき

上下水道部料金課　TEL.0568-７９-１３２０問合先
といあわせさき じょうげ  すいどうぶ　りょうきん か

月～金ポルトガル語

月・火・木スペイン語・英語

高齢者 肺炎球菌 ワクチン 予防接種

水道料金などの　使用者番号が　変わります

●固定資産税（第３期） ●国民健康保険税（第７期）
●介護保険料（第６期） ●後期高齢者医療保険料（第５期）

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。

定期予防接種

対象者

2014年 4月1日から  2015年 3月31日までに

65歳、 70歳、 75歳、 80歳、 85歳、 90歳、

95歳、 100歳以上に  なる人で、 過去に  

肺炎球菌ワクチンを  接種したことが  ない人

※上記年齢以外の  人は  経過措置  として、 

５年間かけて  順次  対象と  なります。

使用者番号 12桁（○○○○○‐○○○‐○○○‐○）

70歳以上（左の  定期対象者を  除く）で  

過去に  助成を  受けて  いない人

2014年 10月1日から

2015年 3月31日まで
随時

接種券 助成券

接種期間

接種する時に

持ってくるもの

①６５歳に  なる人には  １０月  はじめに  

　接種券を  郵送しました。

②70歳 ・ 75歳 ・ 80歳 ・ 85歳 ・ 90歳 ・ 

　95歳 ・ 100歳以上の  人は  保健センターへ  

　申し込みを  して  ください。

③現在 「助成券」を  持っている  人は  

　保健センターで 「接種券」への  交換が  必要です。

70歳から  75歳の  人には  

6月に  申込書を  送りました。

75歳以上の  人には  昨年度  までに  

申込書を  送っています。

申し込み  したい人は  申込書を  

書いて  保健センターに  出して  ください。 

後日  助成券を  送ります。

2,500円

（小牧市外接種は  異なる  場合が  あります。）

※接種…病気にならないために注射をうつこと。

接種金額から  5,000円  引いた  額

事前に、 保健センターへ  申請が  必要  です。 接種後、 保健センターで  手続きが

必要 です。

申し込み

自分で払う

お金

小牧市の  病院（一部  実施して  いない  病院も  あるので、 事前に  病院で  聞いて  ください。）接種場所

市外接種を

希望する場合

助成事業（任意）予防接種

平日の  昼間は  忙しくて、 税金の  支払いが  できない人は…

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

水道料金などの  納付書や  水道使用量

などの  お知らせに  書かれている

使用者番号が  変わります。

料金に　ついての　問い合わせの  時は　10ケタの　お客さま番号を　伝えて  ください。

今月は、 支払い  期限が ２５日（木）です。 支払いは  早めに！

外国人 相談 窓口の お知らせ
小牧市役所  本庁舎2階  市民安全課の中
９：００～１７：００（12：００～１３：００は  お休み）

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

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。

次の 税金の 支払い期限は 12月 25日 (木) です

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  指定期限内だけ  です。

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  12月14日（日）、 12月28日（日） 8:30～17:15

❷小牧駅出張所に、税金の　支払窓口が　あります。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。

名称 桁数

いままで

これから

問合先 収税課 TEL0568-72-2101（代表）内線276～279 TEL0568-76-1117／0568-76-1118（直通）
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

定　員 ていいん

申し込みもうしこみ

50人（先に  申し込みを  した人） 50人に  なったら、 締め切ります。

希望日時を  保健センターへ  申し込んで  ください。 どの回も  50人に  なったら、 締め切ります。

35歳からの  ヤング健診
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。

内　容 ないよう 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

日　程 にってい 2014年12月7日（日）、 2015年1月21日（水） 場　所 ばしょ 小牧市保健センター

対　象 たいしょう 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）

料　金 りょうきん 無料時　間 じかん 9:30～12:00 申し込みを  する時に  受付時間を  決めます。

お客さま番号 10桁（○○○○○○○‐○○○）

ぽるとがる ご げつ きん

すぺいん ご えいご げつ か もく

ほけん ねんきん か ほいく か ふくし そうむ か ぽるとがる

しみん か ちゅうごくご

ご

はな しょくいん

ぽるとがる ご

こまき

やす

しやくしょ ほんちょうしゃ かい しみん あんぜんか なか

といあわせさき ほけん せんたー

はやしはらもくにちきげんしはらこんげつ

きだいほけんりょういりょうこうれいしゃこうききだいほけんりょうかいご

きだいぜいほけんけんこうこくみんきだいぜいしさんこてい

し はら 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 こうざ のこ かね かくにん

へいじつ いそがひるま しぜいきん はら ひと

つたばんごうきゃくとき けたあとりょうきん

けたばんごうきゃく

けたばんごうしようしゃ

けたすうめいしょう

かばんごうしようしゃ

かし

しようりょうすいどうのうふしょりょうきんすいどう

かばんごうしようしゃりょうきんすいどう

ひつよう

てつづせんたーほけんせっしゅご
ひつようしんせいせんたーほけんじぜん

ばあいきぼう

せっしゅしがい

きびょういんじぜんびょういんじっしいちぶびょういんこまきしばしょせっしゅ

がくひえんきんがくせっしゅ

せっしゅ びょうき ちゅうしゃ

ばあいことせっしゅこまきしがい

えん

かね

はらじぶん

おくじょせいけんごじつ

だせんたーほけんか

もうしこみしょひとこもう

おくもうしこみしょ

さくねんどひといじょうさい

おくもうしこみしょがつ

ひとさいさい

こうかん ひつようせっしゅけんせんたーほけん

ひともじょせいけんげんざい

もう こ

せんたーほけんひといじょうさいさい

さいさいさいさいさい

ゆうそうせっしゅけん

がつひとさい

もう こ

じょせいけんせっしゅけん

も

ときせっしゅ

ずいじ

にちがつねん

にちがつねん

きかんせっしゅ

ひとうじょせいかこ

のぞたいしょうしゃていきひだりいじょうさい

たいしょうじゅんじかんねん

そちけいかひといがいねんれいじょうき

ひと

せっしゅわくちんきゅうきんはいえん

かこ

ひと

いじょう

さい さいさいさいさいさい

さい さい

にちがつねん にちがつねん

たいしょうしゃ

にんいじょせいじぎょうせっしゅよぼう せっしゅよぼうていき

せ っ し ゅよ ぼ うわ く ち んき ゅ う き んは い え んこ う れ い し ゃき げ んし は らぜ い き んつ ぎ が つ に ち も く

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

がつ にち にちがつにち にち

りようよつごうまどぐちしはらいぜいきんこまき しゅっちょうじょえき

やすねんまつ　ねんし

ばーこーど つ す と あのうふしょ こ ん び に え ん す ぜいきん はら

のうふしょ してい きげん ない

まどぐちそ うだ んが いこくじん し

にん にんひとさき もう

きぼう もう こ かい にん し き

しこ き

にちじ ほけん せんたー

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

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

こまきし ほけん せんたー

むりょうもう 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

しんたいけいそく せ たか 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 ば きけんど てすと しか えいせいし そうだん

や ん ぐ け ん し んさ い

こまき し とうろくじゅうみん かいしゃ

さい ひとさい ねん がつ ねん がつ にちにち う

けんしん う ひときかい
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しつもん

しつもん

●自分で  環境センターへ  持ち込む。

年末年始の 資源・
ごみ収集

ごみの  分別などに  ついて、 分からない  ことが  あれば、 廃棄物対策課（☎0568-76-1187）まで  お問い合せ  ください。

●受付時間： 9:00から17:00（土・日・祝・年末年始は  お休み）  ●受付数：1回につき  5個まで
●期　　間： プラスチック製  容器包装の  曜日に  合わせ  集めます。 収集を  希望する日の  １ヵ月前から  1週間前までに  
 予約して  ください。

●場　　所：野口2881-9（温水プール横）（℡0568-79-1211）　 
●受付期間：月曜日から金曜日（9:00～12:00、13:00～16:00）  年末は１２月３０日（火）まで　 年始は１月５日（月）から
●持ち込みできるもの：燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ　　●処理手数料：200円/10kg
※年末は混雑しますので、持ち込みはお早めに！

●場　　所：小牧原新田423 （シルバー人材センターの中） ℡0568-73-6155　　　　　

●受付期間：毎日（8:30～17:00）（1月1日～3日はお休み）
　年末は12月31日（水）まで　年始は１月５日（月）から

●持ち込みできるもの：プラスチック製容器包装、 空きびん、 
　空き缶、 金属類、 ペットボトル、 古紙・古布、 蛍光管類、 
　廃食用油、 パソコン、 携帯電話
　※それぞれ「資源・ごみの  分け方と  出し方」を  見て、
　　分別して  持ち込み  してください。
　※パソコン、 携帯電話を  持ち込む  時は  
　　資源用市指定袋に  入れる  必要は  ありません。

●場　　所：小牧市大字大草5786番地83
  （エコハウス･小牧の中） ℡0568-78-3631　　　　　

●受付期間：毎週土・日曜日 （8:30～17:00）
  （1月1日～3日はお休み）
　年末は 12月28日（日）まで　年始は１月４日（日）から

●持ち込みできるもの：
　プラスチック製容器包装、 空きびん、 空き缶、 金属類、 
　ペットボトル、 古紙・古布、 蛍光管類、 廃食用油
　※それぞれ 「資源・ごみの  分け方と  出し方」に  従って、 
　　分別して  持ち込み  して  ください。

小牧市 成人 祝賀式2015 年 

対象者 たいしょうしゃ

会 場 かいじょう

日 時 にちじ

こども政策課　TEL.0568-76-11７９問合先
といあわせさき

2015年1月11日(日)　13:30～（受付13:00～）

2015年1月25日（日）14:00～15:30

1994年4月2日～1995年4月1日に  生まれ、  小牧市に  住民登録を  している人
当日は、 直接  会場に  来て  ください。

パークアリーナ小牧

臨時福祉給付金の 申請受付が もうすぐ 終わります。
現在  臨時福祉給付金の  申請を  受け付けて  います。

申請期限（2015年1月5日（月）、郵送の  場合は  消印有効）までに  申請を  しなかった  場合は、 

臨時福祉給付金を  受けとることを  やめた  ことと  します。

申請書が  届いた人は、 はやめに  申請して  ください。

受付に 

ついて

・郵送受付 : 申請書と  いっしょに  入っている  返信用封筒に  入れて  送って  ください

 　　　　　（2015年 1月 5日（月）まで  使えます）

・窓口受付 : 健康福祉部  福祉総務課  本庁舎  2階  203会議室 （9:00から17:00まで（閉庁日は お休み））

○必要書類を  忘れないように  お願いします。 必要書類が  ない場合、 申請が  できません。

　以下の  必要書類を  申請書に  必ず  つけてください。

小牧市公民館講堂

ジョン ギャスライトさん

島国の  ニッポンも  多文化共生の  時代に  なってきた。 

日本に  居ながらにして  外国文化を  楽しめます。 

お互い  理解して  助け合えば  人生の  楽しみも  倍増  します。

200名 （予約が  必要です） 無料
12月16日（火）～1月17日（土）

電話  または  ファックス / E-メールで  申し込んで  ください。 

「おとなりさんが  外国人」に  参加したい  ことと、 ①なまえと  ②歳を  おしえて  ください。

必要書類
・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）

・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）

おとなりさんが  外国人!  ウェルカム バスケット  持って  ドアを  ノック!

問合先 臨時福祉給付金  コールセンター TEL.0568-76-1613
といあわせさき こーるせんたーふくしりんじ きゅうふきん

日  時 にちじ 場  所 ばしょ

講  師 こうし

内  容 ないよう

定  員 ていいん

設立20周年記念 国際理解講座

参加費 さんかひ

申し込み もうしこみ

申込期間 もうしこみ
きかん

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

＊日、月、祝日、12:00～13:00はお休みです。

小牧市小牧二丁目107番地小牧市公民館4階  9：00～17：00の間

こまき し こうりゅうこくさい きょうかい

A 12/31（水）～1/4（日）は  ごみを  集めません。

ごみの  持ち込みを  したい  時、 どこへ  持って  いけば  よいですか？
何を  持ち込み  できますか？  いつ  やって  いますか？

自分で  持ち込み  する  時は、 ごみと  資源とでは、 持ち込み  先が  違います。

Q A&

　　みなさん、 いつも  資源・ごみの  

　分別に  ご協力  いただき  ありがとう  

ございます！ 年末年始は  大掃除などで、多くの  

ごみが  出る  ご家庭も  多いと  思います。

  そこで  今回は、よくある  年末年始の  ごみ  

     収集に  関する  問い合せを  紹介します。

しげん

しょうかいと あわかんしゅうしゅう

ねんまつねんしこんかい

おもおおかていで

おおおおそうじねんまつねんし

きょうりょくぶんべつ

粗大ごみを  出したいのですが？
よくある

質問Q3しつもん

住んでいる  場所に  より、 また、 品目に  より  ごみを  集める  日が  違います。
必ず 「資源・ごみ収集  カレンダー」を  見て、 決まった  日の  当日  ８：３０までに  出して  ください。
「資源・ごみ収集  カレンダー」を  持っていない  人は、 廃棄物対策課、 各市民センター、 都市センターで  配って  います。

年末の  最後の  集める  日、 年始の  最初の  集める  日に  ついて

◎ごみの  持ち込み ⇒ 小牧岩倉衛生組合環境センター

◎資源の  持ち込み ⇒ 資源回収ステーション になります。

●第１資源回収ステーション ●第２資源回収ステーション

粗大ごみは  次の  どれかの  方法で  処理して  ください。
●粗大ごみ受付センターで  電話予約し、 1点  1,030円の  有料戸別収集を  依頼する。 ☎0120-530-415

Q2

Q1

（ ）日本に住んで20年の

タレントで農学博士
A

A

よくある

質問

年末年始に  ごみは  集めますか？
よくある

質問

も

こもなに

ときこも

ねんまつねんし あつ

じぶん も こ も ことき しげん ちがさき

そだい だ

ね ん

せ つ り つ

きかいじょうちょくせつとうじつ

ひととうろくじゅうみんこまきしうにちがつねんにちがつねん

こまきぱーく ありーな

うけつけにちにちがつねん

しんせいひととどしんせいしょ

うきゅうふきんふくしりんじ

ばあいしんせいゆうこうけしいんばあいゆうそうげつにちがつねんきげんしんせい

つうしんせいきゅうふきんふくしりんじげんざい

こぴーうらめんひょうしぺーじかふりがなめいぎにんこうざばんごうこうざしてんめいきかんめいきんゆう

こぴーつうちょうよきんしょるいかくにんこうざぎんこうふりこみさき

かーどざいりゅうぱすぽーとめんきょしょううんてんこぴーしょるいかくにんほんにんつしゃしんぜんいんたいしょうしゃしきゅう

しょるいひつよう

かならしんせいしょしょるいひつよういか

しんせいばあいしょるいひつようねがわすしょるいひつよう

やすへいちょうびかいぎしつかいほんちょうしゃそうむかふくしぶふくしけんこううけつけまどぐち

つかげつにちがつねん

おくいふうとうへんしんようはいしんせいしょうけつけゆうそう

うけつけ

おう け つ けし ん せ いき ゅ う ふ き んふ く しり ん じ

かせいさく

し ゅ く が し きせ い じ んこ ま き し

あいだ

やすしゅくじつげつにち

かいこうみんかんこまきしばんちにちょうめこまきこまきし

はくしのうがくたれんと

ねんすにほん

ぎゃすらいとじょん

としさんかがいこくじん

こもうめーるふぁっくすでんわ

どにちがつかにちがつ

むりょうひつようよやくめい

ばいぞうたのじんせいあたすりかいたが

たのぶんかがいこくいにほん

じだいきょうせいたぶんかにっぽんしまぐに

こうどうこうみんかんこまきしにちにちがつねん

のっくどあもばすけっとうぇるかむがいこくじん

こ う ざり か いこ く さ いき ね んし ゅ う ね ん

せんたーかんきょうくみあいえいせいいわくらこまきこも

くばせんたーとしせんたーしみんかくたいさくかはいきぶつひとも

かれんだー み き ひ とうじつ だしゅうしゅうしげん

かれんだーしゅうしゅうしげん

かなら

ちがあつ ひひんもくばしょす

さいしょねんしさいごねんまつ ひあつ ひあつ

あつにちすい

し ゅ う し ゅ う

し げ んね ん しね ん ま つ

ひつよういしていししげん

ときこもけいたいでんわぱそこん

こもぶんべつ

みかただかたわしげん

けいたいでんわぱそこんはいしょくようあぶら

けいこうかんるいふるぬのこしぺっとぼとるきんぞくるいかんあ

あほうそうようきせいぷらすちっくこも

こも

げつにちがつねんしすいにちがつねんまつ

がつ にち にち やす

がつ にち にち やす

まいにちきかんうけつけ

なかせんたーじんざいしるばーしんでんこまきはらばしょ

すてーしょんかいしゅうしげんだい

すてーしょんかいしゅうしげんこもしげん

はやこもこんざつねんまつ

えんてすうりょうしょりそだいももこも

げつにちがつねんしかにちがつねんまつきんようびげつようびきかんうけつけ

よこぷーるおんすいのぐちばしょ

よう ぶくろ こもぶんべつ

したがかただかたわしげん

はいしょくようあぶらけいこうかんるいふるぬのこしぺっとぼとる

きんぞくるいかんああほうそうようきせいぷらすちっく

にちにちがつねんしにちにちがつねんまつ

にちようびどまいしゅうきかんうけつけ

ばんちおおくさおおあざこまきしばしょ

すてーしょんかいしゅうしげんだい

なかこまきえこはうす

あわとかたいさくはいきぶつわぶんべつ

こもせんたーかんきょうじぶん

よやく

まえしゅうかんまえかげつひきぼうしゅうしゅうあつあようびほうそうようきせいぷらすちっくきかん

こかいうけつけかずやすねんまつねんししゅくにちどじかんうけつけ

いらいしゅうしゅうこべつゆうりょうえんてんよやくでんわせんたーうけつけそだい

しょりほうほうつぎそだい
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避難・安全確保緊急地震速報地震発生

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

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

資源・ごみは  品目ごとに  
決められた日（指定日）の  当日  
8:30までに  出して  ください。

注意！

空きびん

空き缶

日本語を べんきょう しませんか？

小学校に いく 前に プレスクールで 

2015年1月～3月の土曜日日　時 にちじ

開催場所 かいさい
ばしょ

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

対　象 たいしょう

内　容 ないよう

申し込み もうしこみ

「プレスクール」では  小牧の  小学校へ  いく前に、 こどもたちが  日本語や  

小学校の  ことを  べんきょう  します。

①ひらがなを  よむ。 かく。  ②すうじを  よむ。 かく。  ③がっこうの  ルールを  べんきょう  します。

べんきょう  じかんは  1じかん  です。

2015年に  日本の  小学校に  行く

外国に  ルーツの  ある  こども

それぞれの  場所で  10人  くらい

無料

KIA事務局に  直接  きて  ください。

2015年 プレスクールスケジュール

第１回 1月10日（土）

第２回 1月17日（土）

第３回 1月24日（土）

第４回 1月31日（土）

第５回 2月  7日（土）

第６回 2月14日（土）

第７回 2月21日（土）

第８回 2月28日（土）

第９回 3月  7日（土）

 第10回 3月14日（土）

だいいっかい

だいにかい

だいさんかい

だいよんかい

だいごかい

だいろくかい

だいななかい

だいはちかい

だいきゅうかい

だいじゅっかい

ねん ぷれすくーる　　　　　すけじゅーる

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

協力  小牧市教育委員会 ・ 保育課 ・ シティプロモーション課

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

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
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

①古雅保育園（10:00～11:00）

②岩崎保育園（11:15～12:15）

③公民館4F（13:00～14:00）

（好きな場所で  べんきょう  してください）

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

受講料 じゅこうりょう

申し込みもうしこみ

対　象 たいしょう

日曜日 （2015年 1月 11日 ～ 4月 5日の 12回）

小牧市公民館４階　チェスルーム

外国人

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

KIA事務所に  直接  来てください　

第３期 日本語教室第３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。

中級 上級

A 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

日　程

クラス

先　生

時　間

朝倉 松岡 朝倉 松岡 松岡 松岡 朝倉 朝倉 朝倉

① 1月11日 ② 1月18日 ③ 1月25日 ④ 2月  1日 ⑤ 2月  8日 ⑥ 2月15日
⑦ 2月22日 ⑧ 3月  1日 ⑨ 3月  8日 ⑩ 3月22日 ⑪ 3月29日 ⑫ 4月  5日

初級 初中級

～19:10

日本語検定
2級対応

日本語検定
3級対応

日本語検定
1級対応

出し方
酒びん、ドリンクびん、　
化粧品びん、 雑びんなど。

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

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
きんぞくるい

かんひしょくひんるい

よくある
質問

よくある
質問

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

Q
A
缶詰の  缶の  ふたは、 どのように  出せば  いいですか。

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。

（20cm×50cm以下の  大きさの  もの  だけ）

緊急地震速報が 流れたら緊急地震速報が 流れたら

家では

・頭を 守り、 机の 下など 安全な 場所に 逃げる。

・慌てて 外へ 飛び出さない。

・係員の 言うことを 聞く。

・慌てて 出口に 走り出さない。

自動車を 運転して いる時は

・急ブレーキを かけず、 ハザードランプを

　点灯し ゆっくり 止まる。

※周りの  状況により  具体的な  行動は  変わって  きます。 緊急地震速報を  見たり  聞いたりしたら  周りの  状況に  

　合わせて、 慌てずに  まず  安全を  確保しましょう。

緊急地震速報  とは、 地震による  強い  揺れ（震度４以上）を  事前に  知らせる  ための  地震動の  警報・予報  です。

小牧市では  小中学校や  保育園、 市役所、 公共施設に  置いて  あります。

地震の  揺れを  感じた  ときや、 地震速報が  流れた  ときは  次の  行動を  して  ください。

危機管理課　TEL.0568-76-1171問合先
きき      かんり かといあわせさき

人が たくさん いる 所では

し げ ん

に ほ ん ご

し ょ う が っ こ う

き ょ う し つに ほ ん ご

きだ い

ま え
ぷ れ す く ー る

だ か たわ か た

こまきしかんきょう きゃらくたー えこりん

だ かた

だたいしょう

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

あきびん

あきかん

だぷらすちっく

だ

だきゃっぷ

きんぞくせい

ぷらすちっく せいせい 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

かんづめ かん

かん はず きんぞくるい みどりぶくろ

いっしょほんたいほんたい

だ

ほんたい だ

なかみ から みず あら

しげんよう　しゅうしゅうぶくろ

しげん

あるみ かん わ ひつようすちーる かん

かいしゅうばしょ だ

いみどりいろ

だみどりぶくろあ かん

出し方対象と なるもの

しつもん

しつもん

出し方対象と なるもの

たいしょう

だ

とうじつしていびひき

ひんもくしげん

かただ

かくほあんぜんあわあ

じょうきょうまわきみそくほうじしんきんきゅうかこうどうぐたいてきじょうきょうまわ

とてんとう

はざーどらんぷぶれーききゅう

ときうんてんじどうしゃ

だはしでぐちあわ

きいかかりいん

ところひと

だとそとあわ

にばしょあんぜんしたつくえまもあたま

いえ

こうどうつぎながそくほうじしんかんゆじしん

おこうきょうしせつしやくしょほいくえんしょうちゅうがっこうこまきし

よほうけいほうじしんどうしじぜん

かくほあんぜんひなんそくほうじしんきんきゅうはっせいじしん

いじょうしんどゆつよじしんそくほうじしんきんきゅう

な がそ く ほ うじ し んき ん き ゅ う

たいしょう かただ

ちょくせつじむきょく

むりょう

にんばしょ

るーつがいこく

いしょうがっこうにほんねん

ばしょす

こうみんかん

ほいくえんいわさき

ほいくえんこが

どようびがつがつねん

しょうがっこう

にほんごまえしょうがっこうこまき

るーる

すくーるぷれ

きちょくせつじむしょ

ひつようえんねんかいひかたかいいんえん

がいこくじん

るーむちぇすかいこうみんかんこまきし

かいにちがつにちがつねんにちようび

おおいか

すちーるあるみしょくひんよういんしょくよう かんかん
じぶん れべる くらすあ

あさくら まつおか あさくら あさくら あさくら あさくらまつおか まつおか まつおか

たいおうきゅうたいおうきゅうたいおうきゅう

にほんごけんていにほんごけんていにほんごけんてい

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

くらす

じかん

せんせい

にってい
がつ にち

ぷろもーしょんしてぃ かきょういくいいんかいこまきしきょうりょく

いぜったいすいがらなどいぶつ

かほいく



●緊急地震速報が  流れたら

●資源・ごみの  分け方と出し方（びん・缶）　

●年末年始の  資源・ごみ収集Q&A

●税金の  支払い期限の  お知らせ

●35歳からの  ヤング検診

●外国人相談窓口の  お知らせ

P2

P3

●高齢者肺炎球菌ワクチン

　予防接種の  お知らせ

●水道料金などの  

　使用者番号変更の  お知らせ

●成人式の  お知らせ

●臨時福祉給付金

●KIA設立20周年記念

　国際理解講座

●KIAプレスクール

●KIA第3期日本語教室

●乳幼児健診及び

　その他の  教室の  ご案内

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

12月  9日（火）
   12月16日（火）
  1月  6日（火）
  1月13日（火）

12月  5日（金）
12月12日（金）
12月19日（金）

12月  3日（水）
12月10日（水）
12月17日（水）

12月  1日（月）
12月11日（木）
12月24日（水）

12月11日（木）
12月18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  人には  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  6月  1日～12日生まれ
2013年  6月13日～21日生まれ
2013年  6月22日～30日生まれ

2012年  9月  1日～15日生まれ
2012年  9月16日～30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  12月  1日～11日生まれ
2011年  12月12日～22日生まれ
2011年  12月23日～31日生まれ

2014年  8月  1日～  9日生まれ
2014年  8月10日～16日生まれ
2014年  8月17日～24日生まれ
2014年  8月25日～31日生まれ

健診のお知らせ

12月  3日（水）

12月  8日（月）

12月19日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

味岡児童館

西部児童館

西部児童館

小牧南児童館

※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　●申し込み／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　●申し込み／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　●申し込み／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・申し込みなど

母子健診等カレンダー母子健診等カレンダー

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

10:00～11:15

12月  2日（火）
12月  9日（火）
12月16日（火）

12月16日（火）

12月12日（金）

12月19日（金）

12月12日（金）

小牧南児童館12月19日（金）

●料金／無料　●申し込み／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。 （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

日にち

12月22日（月）

P6

P4

P5

P8

P7

イルミネーションの  様子

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

といあわせさき ほけん せんたー

けんしん し

ぼ　し けんしん　とう か れ んだ ー

よぼう　そうだん

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 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 こ

もう こ

もう こ

もう 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 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　　　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

う 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

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 ほけん せんたー

せんたー

せんたー

せんたー

ひ ばしょ じかん たいしょう ないよう もう こ

おやこ

ないよう

ぼし も きけんこうてちょう わす

ていたいじゅうじ

とくにゅうようじ こさい

ほけん  ねんきん  か

はけんこうてちょうおやこ　　ぼしものもそうだんしんぱいふあんは はないよう

あじおか   じどうかん

せいぶ    じどうかん

せいぶ    じどうかん

こまきみなみ  じどうかん

こまきみなみ  じどうかん

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 う 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

たいしょう ひと 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

 

こまきしやくしょ

 ほりのうち でんわ

まどぐちかくたんとうくわ

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

ば

あんないきょうしつたきゅうふきんふくしりんじしまどぐちそうだんがいこくじん

さい やんぐ けんしん およけんしんにゅうようじしせいじんしき

きょうしつにほんごきだいへんこう しばんごうしようしゃしきげんしはらぜいきん

すくーるぷれりょうきんすいどうしゅうしゅうしげんねんしねんまつ

こうざりかいこくさいせっしゅよぼう し

わくちん

かたわ かた かんだしげん

きんきゅう じしん そくほう なが きねん

いるみねーしょん ようす

しゅうねんせつりつきゅうきんはいえんこうれいしゃ

ぜんご
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生活情報誌こまき

外国人の人口：7,180人 / 小牧の人口：153,645人（2014年 11月 1日現在）


