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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

9月  8日（火）
9月15日（火）
9月29日（火）
10月  6日（火）

9月  4日（金）
9月11日（金）
9月18日（金）

9月  2日（水）
9月  9日（水）
9月16日（水）
9月  3日（木）
9月10日（木）

9月28日（月）

9月10日（木）
9月24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  前もって  手紙を  送ります。  詳しい  受付時間は  その手紙で  確認して  ください。

※健診は  必ず  受けましょう。 都合が  悪いときは、 保健センターに  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

2014年  3月  1日～  8日生まれ
2014年  3月  9日～19日生まれ
2014年  3月20日～31日生まれ

2013年  6月  1日～15日生まれ
2013年  6月16日～30日生まれ

保健センター 13:45～14:30

2012年  9月  1日～11日生まれ
2012年  9月12日～20日生まれ
2012年  9月21日～30日生まれ

2015年  5月  1日～  8日生まれ
2015年  5月  9日～15日生まれ
2015年  5月16日～21日生まれ
2015年  5月22日～31日生まれ

9月 9日（水）

9月13日（日）

9月18日（金）

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  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

10:00～11:00

保健センター 10:00～12:00

４か月児以降の保護者（27人）赤ちゃん参加もOK

●料金／0円　●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

申し込み不要

９か月児以降の親子（21組）

●料金／0円　●申し込み／保健センター

小牧市内に  住んでいる  妊婦と  その夫 

（妊婦のみの参加OK）30組

●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／0円

乳幼児（特に  1歳前後の  お子さんに  おすすめです）

場　所 受付時間 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

10:00～12:00
13:00～16:00

10:00～11:15

9月15日（火）
9月  8日（火）
9月  1日（火）

9月25日（金）

●料金／0円　●申し込み／保健センター

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  家に  お祝い品を
持って  行きます。 （行く前に  電話で  都合を  聞きます）

赤ちゃん訪問

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

9月28日（月）
9月29日（火）

健診のお知らせ
けんしん

もくじもくじ

●臨時福祉給付金の  お知らせ

●2015年  国勢調査を  行います

●小牧山薪能  －英語ガイダンスが  ついています!!－

●KIA  ネパール  理解講座

●KIA  英語基礎講座の  お知らせ

●KIA  中国語講座 （初級） 受講生  募集

●KIA  第2期 日本語教室

●KIA  バスで  行く 「地元発見ツアー!」

●フォト輝  写真展

●図書館映画デー

●月音会  ～秋に  贈る  フルートと  歌の  調べ～

●星を  みる会 「夏の  星座と  土星」

●南部  コミュニティセンター 「ふらっとみなみ」

　西部  コミュニティセンター 「ゆう友せいぶ」

　お休みの  お知らせ

●次の  税金の  支払い期限は  9月30日（水）です

●外国人のための  相談窓口の  お知らせ

●母子健診等カレンダー
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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

●内容／赤ちゃんとのくらしについて、パパの役割について、妊娠中の食事について、パパ・ママのお口の健康について、

　赤ちゃん人形だっこ体験、妊婦体験　●持ち物／親子（母子）健康手帳　●申し込み／保健センター

（標準的  接種期間は  生まれてから  5か月～8か月）

生まれてから  5か月～1歳未満

10:00～11:15 ●内容／子どもを  育てる  ことに  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（希望者だけ）

篠岡児童館

篠岡児童館

北里児童館

小牧児童館
9月25日（金）

9月18日（金）

9月11日（金）
育児相談、

妊婦・産婦健康相談 小牧山薪能の  様子小牧山薪能の  様子

ぼ　し けんしん　など 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

いこうげつじ ほごしゃ にん さんかあか

りょうきん えん

えん

もう こ

もう こ

もう こ

もう こ

ほけん

げつじ　いこう

こまきしない にんぷす

にんぷ さんか くみ

おっと

おやこ くみ

りょうきん えん 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

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 い でんわ つごう きい まえ

う げつごろ あか いえ いわ ひん

りょうきん えん

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

もう こ ふよう

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

あか にんぎょう たいけん にんぷ 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 じかんうけつけ たいしょう ないよう もう こ

おやこ

ないよう

ぼし も

う げつ さい

ひょうじゅんてき せっしゅ きかん う げつ げつ

みまん

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

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

すい

げつ

にち

にち  う

たいしょう ひと まえ てがみ おく くわ うけつけじかん かくにんてがみ

そうだんほけん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

りんじ

かれんだーなどけんしんぼし

しまどぐちそうだんがいこくじん

すいにちがつきげんしはらぜいきんつぎ

しやす

ゆう

なんぶ こみゅにてぃせんたー

こみゅにてぃせんたーせいぶ

かいほし

つきねかい

どせいせいざなつ

しらうたふるーとおくあき

なつやす

ふぉとかがやき しゃしんてん

ふくし きゅうふきん

ねん

こまきやま

ねぱーる

えいご

にほんごだい き きょうしつ

きそ こうざ

としょかん えいが でー

し

ばす い じもと はっけん つあー

ちゅうごくご こうざ しょきゅう じゅこうせい ぼしゅう

りかい こうざ

たきぎのう えいご がいだんす

おこなこくせいちょうさ

し

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

たきぎのうこまきやま ようす

ぜんご

ないよう にんしんちゅう しょくじ くちぱぱ まま けんこうあか ぱぱ やくわり

いくじ そうだん

にんぷ さんぷ そうだんけんこう

じどうかんしのおか

じどうかんしのおか

じどうかんきたさと

じどうかんこまき

ないよう こ そだ ふあん

しんぱい そうだん にょうけんさ きぼうしゃしんたいけいそく けつあつそくてい

生活情報誌こまき やさしい日本語版 2015年9月号

92015
月号

8

生活情報誌こまき

外国人の人口：7,414人 / 小牧の人口：153,828人（2015年  8月 1日現在）
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
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次の 税金の 支払い期限は 9月 30日（水）です

外国人のための 相談窓口の お知らせ外国人のための 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）

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）、

保育課に  ポルトガル語 （9:00～17:00）と  中国語 （9:00～17:00）を  話すことが  できる  職員が  います。

市民安全課　TEL.0568-76-1675（相談直通）市民安全課　TEL.0568-76-1675（相談直通）問合先
といあわせさき しみん　    あんぜんかしみん　    あんぜんか そうだんそうだん ちょくつうちょくつう

まどぐちまどぐちそ うだ んそ うだ んが いこくじんが いこくじん しし

こまき しやくしょ ほん ちょうしゃ かい しみん あんぜん か なか

問合先
といあわせさき

収税課　TEL.0568-76-1117／0568-76-1118（直通）収税課　TEL.0568-76-1117／0568-76-1118（直通）
しゅうぜいかしゅうぜいか ちょくつうちょくつう

❸ バーコード付きの  税金の  納付書は  コンビニエンスストアでも  払うことが  できます。
　  ※ただし、 納付書に  書いてある  期限までです。

平日の  昼は  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  払い方の  相談や、 支払いが  できます｡
とき　9月 13日（日）、 9月 27日（日）　8:30～17:15

○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）  

○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  前の日までに  口座の  残りのお金を  確認してください。

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、 10月3日（土）、 10月4日（日）、 年末年始は　休みです。

支払いは  
早めに！
支払いは  
早めに！

臨時福祉給付金の お知らせ
2014年 4月に  消費税が  上がりました。 

その負担を  軽くするため、 対象となる人は、 臨時福祉給付金が  もらえます。

※2015年 1月 1日に  小牧市に  住んでいた  人は、 小牧市から  もらえます。

※2015年 1月 2日から  小牧市に  住み始めた人は、 2015年 1月 1日に  住んでいた  市町村から  もらえます。

2015年 1月 1日に  小牧市に  住民登録が  ある人で、 2015年度  市民税を  

払わなくても  よい人。 ただし、 次に  あてはまる人は  対象に  なりません。対象と

なる人

対象と

なる人 ●生活保護の  お金を  もらっている人

●自分を  養っている人が  市民税を  払っている  場合

もらえる金額もらえる金額 支給対象者  1人につき  6,000円

臨時福祉給付金を  もらうには  申し込みが  必要です

対象と思われる人には、 8月おわりごろに  市役所から  申請書などを  送ります。 

その  申請書で  申し込みを  してください。 郵便で  申請書と  必要書類を  

市役所に  送るのが  便利です。 ぜひ  利用してください。

●申し込み  受付期間

9月 1日（火）～ 2016年 2月 1日（月） 9:00～17:00 （郵便で  送る場合、 当日の  消印有効）
※土曜日、 日曜日、 祝日、 年末年始は  お休み （9月 13日（日）は、 窓口受付を  行います。）

●申し込み  方法 （①・②でもOK）

①郵便 : 申請書と  必要書類を  返信用封筒に  入れて、 臨時給付金受付窓口へ  郵便で  送る

②窓口 : 申請書と  必要書類を  臨時給付金受付窓口に  持っていく

臨時福祉給付金受付窓口 : 市役所本庁舎2階 203会議室

●支所での  申し込み

受付が  始まると、 臨時給付金受付窓口は  とても  混みます。 下記支所でも  申し込みが  できます。 

利用して  ください。 申請書と  必要書類を  支所の  受付に  持っていく

北里支所 … 10月13日（火）・ 10月21日（水）・ 10月29日（木）

味岡支所 … 10月14日（水）・ 10月22日（木）・ 10月27日（火）

東部支所 … 10月15日（木）・ 10月20日（火）・ 10月28日（水）
受付時間  9:30～16:00

りんじりんじふくしふくし そうむかそうむか ふくしふくし

福祉総務課 臨時福祉給付金 コールセンター　TEL.0568-76-1613　9:00～17:00
（土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休み） ※ただし、9月13日（日）は、開いています。

福祉総務課 臨時福祉給付金 コールセンター　TEL.0568-76-1613　9:00～17:00
（土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休み） ※ただし、9月13日（日）は、開いています。

問合先
といあわせさき

しゅくじつしゅくじつ やすやす がつがつ にちにち にちにち ああねんまつねんしねんまつねんしにちようびにちようびどようびどようび

こーるせんたーこーるせんたーきゅうふきんきゅうふきん

家や  職場などに  市町村や  厚生労働省（の職員）と  嘘を  ついている  電話が  かかってきたり、 郵便が  届いたら、 

迷わず、 住んでいる  市町村か  近くの  警察署（または  警察相談専用電話（＃9110））に  連絡してください。

「臨時福祉給付金」の “振り込め詐欺” や “個人情報をだまし取られること”に  注意してください

お休みの お知らせ
南部コミュニティセンター「ふらっとみなみ」
西部コミュニティセンター「ゆう 友 せいぶ」
9月 8日（火） 南部コミュニティセンター「ふらっとみなみ」は  お休みです。
9月 9日（水） 西部コミュニティセンター「ゆう 友 せいぶ」は  お休みです。

問合先 協働推進課　TEL.0568-76-1149協働推進課　TEL.0568-76-1149
といあわせさき きょうどうきょうどうすいしんすいしん かか

！

つ ぎ

しきゅうふ きん

しやすゆうせんたーこみゅにてぃせいぶ

せんたーこみゅにてぃなんぶ

ゆうせんたーこみゅにてぃせいぶ

せんたーこみゅにてぃなんぶ

ふくしりんじ

ぜ い きん し はら き げん が つ に ち す い

がつ にちにち がつ にち にち

がつ どにち がつ にち にち

へいじつ ひる ぜいきん

しはら

りようべんりおくしやくしょ

しんせいしょ ひつようしょるいゆうびんこもうしんせいしょ

おくしんせいしょしやくしょがつひとおもたいしょう

ひつようこもうきゅうふきんふくしりんじ

えんにんたいしょうしゃしきゅう

ばあいはらしみんぜいひとやしなじぶん

ひとかねほごせいかつ

たいしょうひとつぎひとはら

しみんぜいねんどひととうろくじゅうみんこまきしにちがつねん

ここ

もうししょ

ほうほうこもう

きかんうけつけこもう

きんがくきんがく

ひとひと

たいしょうたいしょう

しちょうそんすにちがつねんひとはじすこまきしにちがつねん

こまきしひとすこまきしにちがつねん

きゅうふきんふくしりんじひとたいしょうかるふたん

あしょうひぜいがつねん

じかんうけつけ

すいにちがつかにちがつもくにちがつししょとうぶ

かにちがつもくにちがつすいにちがつししょあじおか

もくにちがつすいにちがつかにちがつししょきたさと

もうけつけししょしょるいひつようしんせいしょ

れんらくでんわせんようそうだんけいさつけいさつしょちかしちょうそんすまよ

とどゆうびんでんわうそしょくいんろうどうしょうこうせいしちょうそんしょくばいえ

ちゅういとじょうほうこじんさぎこふきゅうふきんふくしりんじ

りよう

こもうししょかきこまどぐちうけつけきゅうふきんりんじはじうけつけ

かいぎしつかいほんちょうしゃしやくしょまどぐちうけつけきゅうふきんふくしりんじ

もまどぐちうけつけきゅうふきんりんじしょるいひつようしんせいしょまどぐち

おくゆうびんまどぐちうけつけきゅうふきんりんじいふうとうへんしんようしょるいひつようしんせいしょゆうびん

おこなうけつけまどぐちにち にちがつやすねんまつ ねんししゅくじつにちようびどようび

ゆうこう

やすかにちがつ

やすすいにちがつ

けしいんとうじつばあいおくゆうびんげつにちがつねんかにちがつ

かくにんかねのここうざひまえきげんしはら

ひとしはらふりかえこうざぜいきんべんりふりかえこうざわす

いそが しはら ひと

ほんちょうしゃ かい ぜいきん はら かた そうだん しはら

つ ぜいきん こ ん び に え ん す す と あ

きげんかのうふしょ

のうふしょ はらば ー こ ー ど

けんこうけんこう ほけんほけん ほけんほけんかいごかいご

りょうりょうほけんほけんいりょういりょうこうれいしゃこうれいしゃこうきこうき

りょうりょうこくみんこくみん ぜいぜい
だいだい きき だいだい きき

だいだい きき

こまきえき しゅっちょうじょ つごう よ りようぜいきん はら

ねんまつ ねんし やす

しはらしはら

はやはや

ぽるとが る ご げつ きん すぺい ん ご えいご げつ か もく

やす

ほけん ねんきん か ふくし そうむ か ぽるとがる ごぽるとがる ご

ほいく か ちゅうごく ご はな しょくいんぽるとがる ご
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9月 6日（日） 14:00～

http://kokusei2015.stat.go.jp/
国勢調査については、 「国勢調査2015  キャンペーンサイト」を  ご覧ください。

図書館 映画デー

日　時 にちじ

対　象 たいしょう 定　員 ていいん

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

日　時 にちじ

料　金 りょうきん

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

料　金 りょうきん

上映 プログラム
「こぎつねの おくりもの」（30分）  

「みんな いちばん」（13分）

「ぶんぶく ちゃがま」（15分）

小牧市立図書館1階  視聴覚室

どなたでも 50人

0円 いりません。 当日  直接  来てください。

いりません。 会場に  直接来てください。

図書館　TEL.0568-73-9951問合先
としょかんといあわせさき

～秋に 贈る フルートと 歌の 調べ～
大人も  子供も  楽しめます♪ プラネタリウムでの  星空の  お話と  コンサートです。

●出演 ／ フェリーチェ ： 伊藤 早苗（フルート）、 伊藤 倫子（ソプラノ）、 飯沼 享子（ピアノ）

入場受付開始 13:00、 ドーム入場開始 13:15  （その時によって  時間が  変わることが  あります。）

9月 13日（日） 13:30～14:30

小牧中部公民館  プラネタリウム （小牧市小牧五丁目253番地）

80人（早く  申し込んだ人順） ※定員になったら  締め切ります。 0円

0円

0円

8月 15日（土）から  申し込みが  できます。

電話または  小牧中部公民館1階窓口で  申し込んでください。

小牧中部公民館　TEL.0568-75-1861　　児童センター  TEL.0568-75-3817問合先
といあわせさき こまき ちゅうぶ じどう せんたーこうみんかん

星を みる会 「夏の 星座と 土星」
天体望遠鏡で  惑星や  季節の  星座を  見ます。

※中学生までは  保護者と  一緒に  参加してください。　

※みなさんが  自由に  触れることが  できる  天体望遠鏡を  用意しています。

※会場は  禁煙です。　

※くもりの時は、 会場で  天文クイズを  行います。 

　雨が  降ったら  中止です。 （※どちらになるかは  当日18:30に  決定します。）

8月 23日（日） 19:30～20:30
ピアーレ桃花台  タウンセンター  屋上駐車場 （小牧市古雅1丁目1）

小牧中部公民館　TEL.0568-75-1861問合先
といあわせさき こまき ちゅうぶ こうみんかん

2015年  国勢調査を  実施します

スマート 国勢調査！

●国勢調査は、 2015年 10月 1日現在、 日本に  住んでいる  すべての人 ・ 家族が  対象です。

●2015年 国勢調査は、 日本の  未来を  考えていくための  データを  集めるために  行います。

　調査の  結果は、 さまざまな法令や、 私たちの  暮らしに  役立てます。

●今回の  調査は、 インターネットで  答えてください。

　9月はじめごろから、 調査員が  インターネットで  答えるための  書類を  配ります。

　配られたら、 インターネットで  答えてください。 もし、 インターネットで  答えられない  場合は、 

　紙の  調査票を  配るので、 その調査票で  答えてください。

●紙の  調査票で  答えた場合、 その調査票は  調査員に  渡すか、 郵便で  送ってください。

国勢調査2015

小牧山で  日本の  伝統芸能「能」を  行います。  ぜひ  来てください。

今年の能は…

観世流 ・ 能「紅葉狩」

和泉流 ・ 狂言「杭か人か」

観世流 ・ 半能「石橋」 の 3つです！！

9月 26日（土）

小牧山史跡公園 （雨の時は  小牧市市民会館） 能を  行っているときに  雨が  降ったら  中止します。

30人まで。 早く  申し込んだ人順

能で  話される  言葉を  英語で  説明します。

※ガイダンスは  「紅葉狩」と  「石橋」だけです。

英語での  イヤホンガイダンスを  行います

9月 25日（金）までに  電話か  メールで  小牧通訳ボランティア会へ  申し込んでください。

（090-8072-2817／ noopy2476@yahoo.co.jp）

文化振興課　TEL.0568-76-1188    当日問合せ先  TEL.090-9023-0299問合先
といあわせさき ぶんか しんこう か とうじつといあわ さき

情報システム課　TEL.0568-76-1106問合先
といあわせさき じょうほう しすてむ か

※音声は  日本語です。 字幕は  ありません。

―英語ガイダンスが ついています！！―

月音会

会場に  入ることが  できる時間 : 16:00

演技が  始まる時間 : 18:00　　終わり : 20:00（予定）

●英語ガイダンスについて

つ き ね か い

で ー
ちょうさこくせ いす ま ーと

えい がとしょかん

きちょくせつとうじつえん

にん

しつしちょうかくかいとしょかんしりつこまきにちにちがつ

じまくにほんごおんせい

ふん

ふん

ふん

らんさいときゃんぺーんちょうさこくせいちょうさこくせい

おくゆうびんわたちょうさいんちょうさひょうばあいこたちょうさひょうかみ

こたちょうさひょうくばちょうさひょうかみ

ばあいこたいんたーねっとこたいんたーねっとくば

くばしょるいこたいんたーねっとちょうさいんがつ

こたいんたーねっとちょうさこんかい

やくだくわたしほうれいけっかちょうさ

おこなあつでーたかんがみらいにほんちょうさこくせいねん

たいしょうかぞくひとすにほんげんざいにちがつねんちょうさこくせい

じっしちょうさこくせいねん

が い だ んすえい ご
た き ぎ の うこ ま き や ま

よていおじかんはじえんぎ

じかんはいかいじょうどにちがつ

せつめいえいごことばはなのう

おこながいだんす

がいだんす

いやほんえいご

しゃっきょう

しゃっきょう

はんのうかんぜりゅう

ひとくいきょうげんいずみりゅう

もみじがり

もみじがり

のうかんぜりゅう

のうことし

きおこなのうげいのうでんとうにほんこまきやま

こもうかいぼらんてぃあつうやくこまきめーるでんわきんにちがつ

えん

ちゅうしふあめおこなのうかいかんしみんこまきしときあめこうえんしせきこまきやま

ひとじゅんこもうはやにん

えいご がいだんす

ぷろぐらむじょうえい

しらうたふ る ーとおくあき

こもうまどぐちかいこうみん かんちゅうぶこまきでんわ

こもうどにちがつ

えんきしていいんひとじゅんこもうはやにん

ばんちごちょうめこまきこまきしぷらねたりうむこうみんかんちゅうぶこまき

かじかんときかいしにゅうじょうどーむかいしうけつけにゅうじょう

にちにちがつ

ぴあのきょうこいいぬまそぷらののりこいとうふるーとさなえいとうふぇりーちぇしゅつえん

こんさーとはなしほしぞらぷらねたりうむたのこどもおとな

ど せ いせ い ざな つ
か いほし

けっていとうじつちゅうしふあめ

おこなくいずてんもんかいじょうとき

きんえんかいじょう

よういぼうえんきょうてんたいふじゆう

さんかいっしょほごしゃちゅうがくせい

きちょくせつかいじょう

ちょうめこがこまきしちゅうしゃじょうおくじょうせんたーたうんとうかだいぴあーれ

えん

にちにちがつ

みせいざきせつわくせいぼうえんきょうてんたい
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Speak
English？

北里市民センター　TEL.0568-71-1197問合先
きたさと しみん せんたーといあわせさき

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

講　師 こうし

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

集合場所 しゅうごう
ばしょ

日　時 にちじ

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

受講料 じゅこうりょう

9月 1日（火） ～ 9月 19日（土）の間に  お金を  持って、 

小牧市国際交流協会（KIA）事務局（小牧市公民館4階）へ  来てください。

会員 3,000円  会員でない人 6,000円

初級16人    中級16人 ※申し込みが  6人より  

　少ないときは  止めます。
18歳以上の人で、 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

9月 15日（火）までに、 お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）事務局

（小牧市公民館4階）へ  来てください。

※9:00～17:00まで  ※12:00～13:00、 日曜日、 月曜日、 祝日は  お休み

会員  1,000円、 一般  2,000円 ※キャンセルしても  お金は  返りません

外国人40人 （早く  申し込んだ人順）
愛知県

小牧市
15歳以上の  外国人で、 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  勉強している人  または  KIA会員

正眼寺（座禅体験）と  カゴメ小牧工場（見学）、 小牧市プラネタリウム他

小牧市市民会館

9月 27日（日） 9:00～16:00 （終わりの  時間は  予定です）

小牧を  もっと  

楽しんで  みませんか？
バスで行く「地元発見 ツアー！」

9月 1日（火） ～ 9月 25日（金）の間に  お金を  持って、 

小牧市国際交流協会（KIA）事務局（小牧市公民館4階）へ  来てください。

※9:00～17:00まで  ※12:00～13:00、  日曜日、 月曜日、 祝日は  お休み

会員3,000円 、 一般6,000円 （テキスト代が  入っています）

16人 （早く  申し込んだ人順） ※申し込みが  6人より  少ないときは  止めます。

18歳以上で  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  勉強している人  または  KIA会員の人

リ  コウ  先生小牧市公民館4階  学習室 4の3

9月 27日～12月 20日までの  日曜日  16:00～18:00  全10回
（10月4日、 10月18日、 11月15日は  お休み）

外国語を  勉強して  
新しい友だちを  作ろう。

もっと話そう。

你好！

中国語講座（初級）受講生募集中国語講座（初級）受講生募集

北里市民センターロビー

9月 7日（月） ～ 9月 19日（土）

風景写真などを  展示します。

ネパール理解講座
不思議の  国の  不思議な  話を  
聴いて  みませんか！

9月 26日（土） 14:00～16:00
小牧市公民館4階  視聴覚室

講師：ビシャール  ギャワリさん

　　（名古屋大学医学部大学院）

中学生から  申し込みが  できます。 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  勉強している人と  KIA会員が  優先です。

50人（予約が  いります、 早く  申し込んだ人順） 0円

9月 1日（火） ～  9月 19日（土）

①名前  ②住んでいる市  ③KIA会員かどうか  ④年/学年  ⑤電話番号を  教えてください。

英語基礎講座のおしらせ英語基礎講座のおしらせ
英語に  もう一度  
チャレンジして  みませんか！

初級クラス  10月2日～12月11日（※10月16日は  お休み）の金曜日　10:00～12:00（全10回）
中級クラス  9月25日～12月11日（※10/16、11/13は  お休み）の金曜日　12:30～14:30（全10回）

小牧市公民館4階  チェスルーム

日曜日 （2015年 8月 30日 ～ 12月 27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  ない人は、 KIA年会費 2,000円が  いります）

第２期 日本語教室第２期 日本語教室

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

クラス

時　間

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

日　程

先　生 朝倉 松岡 朝倉 松岡 松岡 松岡 朝倉 朝倉 朝倉

①  8月30日 ②  9月  6日 ③  9月13日 ④ 9月27日 ⑤10月  4日 ⑥10月11日
⑦11月  1日 ⑧11月  8日 ⑨11月15日 ⑩11月22日 ⑪12月  6日 ⑫12月27日

※9:00～17:00まで  ※12:00～13:00、 日曜日、 月曜日、 祝日は  お休み

お金を  持って、 小牧市国際交流協会（KIA）事務局

（小牧市公民館4階）へ  来てください　※9:00～17:00まで

※12:00～13:00、 日曜日、 月曜日、 祝日は  お休み

※9:00～17:00まで  ※12:00～13:00、 日曜日、 月曜日、 祝日は  お休み

※初級だけ、 本の  お金が  2,000円くらい  必要です  ※いつでも  会員に  なれます（個人年会費  2,000円）

フォト輝 写真展
小牧市国際交流協会（KIA)事務局　小牧市二丁目107番地市公民館4階
TEL.0568-76-0905　FAX.0568-71-8396　E-mail : kia@ma.ccnw.ne.jp

こまきし こくさい こうりゅう きょうかい

問合先・申込先
といあわせさき もうしこみさき

じむきょく こまきし ばんち しこうみんかん かいにちょうめ

小牧市国際交流協会（KIA)事務局　小牧市二丁目107番地市公民館4階
TEL.0568-76-0905　FAX.0568-71-8396　E-mail : kia@ma.ccnw.ne.jp

こまきし こくさい こうりゅう きょうかい

問合先・申込先
といあわせさき もうしこみさき

じむきょく こまきし ばんち しこうみんかん かいにちょうめ

電話または  ファックス/Eメールで  申し込んでください。

Dr. Bishal Gyawali

自分の  レベルに  合わせて

クラスが  えらべます。

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

き ょ う し つに ほ ん ご
きだ い

えんねんかいひひとかいいんえん

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

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 まつおかせんせい

にってい

がつ にち

こうざ

ぼ しゅうじゅこうせ い
しょきゅう

こうざちゅうごくご

りか いね ぱー る

だいがくいんいがくぶだいがくなごや

ぎゃわりびしゃーるこうし

やすしゅくじつげつようびにちようび

おしばんごうでんわがくねんとしかいいんしすなまえ

こもうめーるふぁっくすでんわどにちがつかにちがつ

えんじゅんひとこもうはやよやくにん

ゆうせんかいいんひとべんきょうがっこうこまきし

しごとこまきしすこまきしこもうちゅうがくせい

しつしちょうかくかいこうみんかんこまきし

どにちがつ

き

はなしふしぎくにふしぎ

やすしゅくじつげつようびにちようび

きかいかんこうみんこまきしじむきょくきょうかいこうりゅうこくさいこまきし

もかねあいだきんにちがつかにちがつ

はいだいてきすとえんいっぱんえんかいいん

やすくにんこもうひとじゅんこもうはやにん

ひとかいいんひとべんきょうがっこうこまきし

しごとこまきしすこまきしいじょうさい

せんせいこうりしつがくしゅうかいかんこうみんこまきし

やす

かい

はな

にーはお

ぜんにちようびにちがつにちがつ

にちがつ にちがつにちがつ

つくともあたら

べんきょうがいこくご

つ あ ーはっけんじ も と
いば す

やすしゅくじつげつようびにちようび

きかいかんこうみんこまきし

じむきょくきょうかいこうりゅうこくさいこまきしかねかにちがつ

えんいっぱん かえかねきゃんせるえんかいいん

ひとじゅんこもうはやにんがいこくじん

かいいんひとべんきょうがっこうこまきし

しごと

あいちけん

こまきし

こまきしすこまきしがいこくじんいじょうさい

ほかぷらねたりうむこまきしけんがくこうじょうこまきかごめたいけんざぜんしょうげんじ

かいかんしみんこまきし

よていじかんお
にちにちがつ

たの

こまき

しゃしんてんかがやきふぉと

せんたー ろびーしみんきたさと

どにちがつげつにちがつ

てんじしゃしんふうけい

こうざき そえい ご

やすしゅくじつげつようびにちようび

きかいこうみんかんこまきしじむきょくきょうかいこうりゅうこくさいこまきし

やすしゅくじつげつようびにちようび

きかいこうみんかんこまきし

じむきょくきょうかいこうりゅうこくさいこまきし

もかね

もかね

あいだどにちがつかにちがつ

えんねんかいひこじんかいいんひつようえんかねほんしょきゅう

えんひとかいいんえんかいいん

かいいんひとべんきょうがっこうこまきし

しごとこまきしすこまきしひといじょうさい

にん

やすく

にんこもうちゅうきゅうにんしょきゅうるーむちぇすかいかんこうみんこまきし

ちゅうきゅう

かいぜんきんようびやすにちがつ
にちがつにちがつくらす

かいぜんきんようびやすにちがつにちがつくらす

しょきゅう

ちゃれんじ

いちどえいご

じぶん れべる

くらす

あ



4 5

生活情報誌こまき 生活情報誌こまき

Speak
English？

北里市民センター　TEL.0568-71-1197問合先
きたさと しみん せんたーといあわせさき

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

講　師 こうし

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

集合場所 しゅうごう
ばしょ

日　時 にちじ

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

受講料 じゅこうりょう

9月 1日（火） ～ 9月 19日（土）の間に  お金を  持って、 

小牧市国際交流協会（KIA）事務局（小牧市公民館4階）へ  来てください。

会員 3,000円  会員でない人 6,000円

初級16人    中級16人 ※申し込みが  6人より  

　少ないときは  止めます。
18歳以上の人で、 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

9月 15日（火）までに、 お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）事務局

（小牧市公民館4階）へ  来てください。

※9:00～17:00まで  ※12:00～13:00、 日曜日、 月曜日、 祝日は  お休み

会員  1,000円、 一般  2,000円 ※キャンセルしても  お金は  返りません

外国人40人 （早く  申し込んだ人順）
愛知県

小牧市
15歳以上の  外国人で、 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  勉強している人  または  KIA会員

正眼寺（座禅体験）と  カゴメ小牧工場（見学）、 小牧市プラネタリウム他

小牧市市民会館

9月 27日（日） 9:00～16:00 （終わりの  時間は  予定です）

小牧を  もっと  

楽しんで  みませんか？
バスで行く「地元発見 ツアー！」

9月 1日（火） ～ 9月 25日（金）の間に  お金を  持って、 

小牧市国際交流協会（KIA）事務局（小牧市公民館4階）へ  来てください。

※9:00～17:00まで  ※12:00～13:00、  日曜日、 月曜日、 祝日は  お休み

会員3,000円 、 一般6,000円 （テキスト代が  入っています）

16人 （早く  申し込んだ人順） ※申し込みが  6人より  少ないときは  止めます。

18歳以上で  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  勉強している人  または  KIA会員の人

リ  コウ  先生小牧市公民館4階  学習室 4の3

9月 27日～12月 20日までの  日曜日  16:00～18:00  全10回
（10月4日、 10月18日、 11月15日は  お休み）

外国語を  勉強して  
新しい友だちを  作ろう。

もっと話そう。

你好！

中国語講座（初級）受講生募集中国語講座（初級）受講生募集

北里市民センターロビー

9月 7日（月） ～ 9月 19日（土）

風景写真などを  展示します。

ネパール理解講座
不思議の  国の  不思議な  話を  
聴いて  みませんか！

9月 26日（土） 14:00～16:00
小牧市公民館4階  視聴覚室

講師：ビシャール  ギャワリさん

　　（名古屋大学医学部大学院）

中学生から  申し込みが  できます。 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  勉強している人と  KIA会員が  優先です。

50人（予約が  いります、 早く  申し込んだ人順） 0円

9月 1日（火） ～  9月 19日（土）

①名前  ②住んでいる市  ③KIA会員かどうか  ④年/学年  ⑤電話番号を  教えてください。

英語基礎講座のおしらせ英語基礎講座のおしらせ
英語に  もう一度  
チャレンジして  みませんか！

初級クラス  10月2日～12月11日（※10月16日は  お休み）の金曜日　10:00～12:00（全10回）
中級クラス  9月25日～12月11日（※10/16、11/13は  お休み）の金曜日　12:30～14:30（全10回）

小牧市公民館4階  チェスルーム

日曜日 （2015年 8月 30日 ～ 12月 27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  ない人は、 KIA年会費 2,000円が  いります）

第２期 日本語教室第２期 日本語教室

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

クラス

時　間

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

日　程

先　生 朝倉 松岡 朝倉 松岡 松岡 松岡 朝倉 朝倉 朝倉

①  8月30日 ②  9月  6日 ③  9月13日 ④ 9月27日 ⑤10月  4日 ⑥10月11日
⑦11月  1日 ⑧11月  8日 ⑨11月15日 ⑩11月22日 ⑪12月  6日 ⑫12月27日

※9:00～17:00まで  ※12:00～13:00、 日曜日、 月曜日、 祝日は  お休み

お金を  持って、 小牧市国際交流協会（KIA）事務局

（小牧市公民館4階）へ  来てください　※9:00～17:00まで

※12:00～13:00、 日曜日、 月曜日、 祝日は  お休み

※9:00～17:00まで  ※12:00～13:00、 日曜日、 月曜日、 祝日は  お休み

※初級だけ、 本の  お金が  2,000円くらい  必要です  ※いつでも  会員に  なれます（個人年会費  2,000円）

フォト輝 写真展
小牧市国際交流協会（KIA)事務局　小牧市二丁目107番地市公民館4階
TEL.0568-76-0905　FAX.0568-71-8396　E-mail : kia@ma.ccnw.ne.jp

こまきし こくさい こうりゅう きょうかい

問合先・申込先
といあわせさき もうしこみさき

じむきょく こまきし ばんち しこうみんかん かいにちょうめ

小牧市国際交流協会（KIA)事務局　小牧市二丁目107番地市公民館4階
TEL.0568-76-0905　FAX.0568-71-8396　E-mail : kia@ma.ccnw.ne.jp

こまきし こくさい こうりゅう きょうかい

問合先・申込先
といあわせさき もうしこみさき

じむきょく こまきし ばんち しこうみんかん かいにちょうめ

電話または  ファックス/Eメールで  申し込んでください。

Dr. Bishal Gyawali

自分の  レベルに  合わせて

クラスが  えらべます。
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9月 6日（日） 14:00～

http://kokusei2015.stat.go.jp/
国勢調査については、 「国勢調査2015  キャンペーンサイト」を  ご覧ください。

図書館 映画デー

日　時 にちじ

対　象 たいしょう 定　員 ていいん

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

日　時 にちじ

料　金 りょうきん

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

料　金 りょうきん

上映 プログラム
「こぎつねの おくりもの」（30分）  

「みんな いちばん」（13分）

「ぶんぶく ちゃがま」（15分）

小牧市立図書館1階  視聴覚室

どなたでも 50人

0円 いりません。 当日  直接  来てください。

いりません。 会場に  直接来てください。

図書館　TEL.0568-73-9951問合先
としょかんといあわせさき

～秋に 贈る フルートと 歌の 調べ～
大人も  子供も  楽しめます♪ プラネタリウムでの  星空の  お話と  コンサートです。

●出演 ／ フェリーチェ ： 伊藤 早苗（フルート）、 伊藤 倫子（ソプラノ）、 飯沼 享子（ピアノ）

入場受付開始 13:00、 ドーム入場開始 13:15  （その時によって  時間が  変わることが  あります。）

9月 13日（日） 13:30～14:30

小牧中部公民館  プラネタリウム （小牧市小牧五丁目253番地）

80人（早く  申し込んだ人順） ※定員になったら  締め切ります。 0円

0円

0円

8月 15日（土）から  申し込みが  できます。

電話または  小牧中部公民館1階窓口で  申し込んでください。

小牧中部公民館　TEL.0568-75-1861　　児童センター  TEL.0568-75-3817問合先
といあわせさき こまき ちゅうぶ じどう せんたーこうみんかん

星を みる会 「夏の 星座と 土星」
天体望遠鏡で  惑星や  季節の  星座を  見ます。

※中学生までは  保護者と  一緒に  参加してください。　

※みなさんが  自由に  触れることが  できる  天体望遠鏡を  用意しています。

※会場は  禁煙です。　

※くもりの時は、 会場で  天文クイズを  行います。 

　雨が  降ったら  中止です。 （※どちらになるかは  当日18:30に  決定します。）

8月 23日（日） 19:30～20:30
ピアーレ桃花台  タウンセンター  屋上駐車場 （小牧市古雅1丁目1）

小牧中部公民館　TEL.0568-75-1861問合先
といあわせさき こまき ちゅうぶ こうみんかん

2015年  国勢調査を  実施します

スマート 国勢調査！

●国勢調査は、 2015年 10月 1日現在、 日本に  住んでいる  すべての人 ・ 家族が  対象です。

●2015年 国勢調査は、 日本の  未来を  考えていくための  データを  集めるために  行います。

　調査の  結果は、 さまざまな法令や、 私たちの  暮らしに  役立てます。

●今回の  調査は、 インターネットで  答えてください。

　9月はじめごろから、 調査員が  インターネットで  答えるための  書類を  配ります。

　配られたら、 インターネットで  答えてください。 もし、 インターネットで  答えられない  場合は、 

　紙の  調査票を  配るので、 その調査票で  答えてください。

●紙の  調査票で  答えた場合、 その調査票は  調査員に  渡すか、 郵便で  送ってください。

国勢調査2015

小牧山で  日本の  伝統芸能「能」を  行います。  ぜひ  来てください。

今年の能は…

観世流 ・ 能「紅葉狩」

和泉流 ・ 狂言「杭か人か」

観世流 ・ 半能「石橋」 の 3つです！！

9月 26日（土）

小牧山史跡公園 （雨の時は  小牧市市民会館） 能を  行っているときに  雨が  降ったら  中止します。

30人まで。 早く  申し込んだ人順

能で  話される  言葉を  英語で  説明します。

※ガイダンスは  「紅葉狩」と  「石橋」だけです。

英語での  イヤホンガイダンスを  行います

9月 25日（金）までに  電話か  メールで  小牧通訳ボランティア会へ  申し込んでください。

（090-8072-2817／ noopy2476@yahoo.co.jp）

文化振興課　TEL.0568-76-1188    当日問合せ先  TEL.090-9023-0299問合先
といあわせさき ぶんか しんこう か とうじつといあわ さき

情報システム課　TEL.0568-76-1106問合先
といあわせさき じょうほう しすてむ か

※音声は  日本語です。 字幕は  ありません。

―英語ガイダンスが ついています！！―

月音会

会場に  入ることが  できる時間 : 16:00

演技が  始まる時間 : 18:00　　終わり : 20:00（予定）

●英語ガイダンスについて

つ き ね か い

で ー
ちょうさこくせ いす ま ーと

えい がとしょか ん

きちょくせつとうじつえん

にん

しつしちょうかくかいとしょかんしりつこまきにちにちがつ

じまくにほんごおんせい

ふん

ふん

ふん

らんさいときゃんぺーんちょうさこくせいちょうさこくせい

おくゆうびんわたちょうさいんちょうさひょうばあいこたちょうさひょうかみ

こたちょうさひょうくばちょうさひょうかみ

ばあいこたいんたーねっとこたいんたーねっとくば

くばしょるいこたいんたーねっとちょうさいんがつ

こたいんたーねっとちょうさこんかい

やくだくわたしほうれいけっかちょうさ

おこなあつでーたかんがみらいにほんちょうさこくせいねん

たいしょうかぞくひとすにほんげんざいにちがつねんちょうさこくせい

じっしちょうさこくせいねん

が い だ んすえい ご
た き ぎ の うこ ま き や ま

よていおじかんはじえんぎ

じかんはいかいじょうどにちがつ

せつめいえいごことばはなのう

おこながいだんす

がいだんす

いやほんえいご

しゃっきょう

しゃっきょう

はんのうかんぜりゅう

ひとくいきょうげんいずみりゅう

もみじがり

もみじがり

のうかんぜりゅう

のうことし

きおこなのうげいのうでんとうにほんこまきやま

こもうかいぼらんてぃあつうやくこまきめーるでんわきんにちがつ

えん

ちゅうしふあめおこなのうかいかんしみんこまきしときあめこうえんしせきこまきやま

ひとじゅんこもうはやにん

えいご がいだんす

ぷろぐらむじょうえい

しらうたふ る ーとおくあき

こもうまどぐちかいこうみん かんちゅうぶこまきでんわ

こもうどにちがつ

えんきしていいんひとじゅんこもうはやにん

ばんちごちょうめこまきこまきしぷらねたりうむこうみんかんちゅうぶこまき

かじかんときかいしにゅうじょうどーむかいしうけつけにゅうじょう

にちにちがつ

ぴあのきょうこいいぬまそぷらののりこいとうふるーとさなえいとうふぇりーちぇしゅつえん

こんさーとはなしほしぞらぷらねたりうむたのこどもおとな

ど せ いせ い ざな つ
か いほし

けっていとうじつちゅうしふあめ

おこなくいずてんもんかいじょうとき

きんえんかいじょう

よういぼうえんきょうてんたいふじゆう

さんかいっしょほごしゃちゅうがくせい

きちょくせつかいじょう

ちょうめこがこまきしちゅうしゃじょうおくじょうせんたーたうんとうかだいぴあーれ

えん

にちにちがつ

みせいざきせつわくせいぼうえんきょうてんたい
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次の 税金の 支払い期限は 9月 30日（水）です

外国人のための 相談窓口の お知らせ外国人のための 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）

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）、

保育課に  ポルトガル語 （9:00～17:00）と  中国語 （9:00～17:00）を  話すことが  できる  職員が  います。

市民安全課　TEL.0568-76-1675（相談直通）市民安全課　TEL.0568-76-1675（相談直通）問合先
といあわせさき しみん　    あんぜんかしみん　    あんぜんか そうだんそうだん ちょくつうちょくつう

まどぐちまどぐちそ うだ んそ うだ んが いこくじんが いこくじん しし

こまき しやくしょ ほん ちょうしゃ かい しみん あんぜん か なか

問合先
といあわせさき

収税課　TEL.0568-76-1117／0568-76-1118（直通）収税課　TEL.0568-76-1117／0568-76-1118（直通）
しゅうぜいかしゅうぜいか ちょくつうちょくつう

❸ バーコード付きの  税金の  納付書は  コンビニエンスストアでも  払うことが  できます。
　  ※ただし、 納付書に  書いてある  期限までです。

平日の  昼は  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  払い方の  相談や、 支払いが  できます｡
とき　9月 13日（日）、 9月 27日（日）　8:30～17:15

○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）  

○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  前の日までに  口座の  残りのお金を  確認してください。

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、 10月3日（土）、 10月4日（日）、 年末年始は　休みです。

支払いは  
早めに！
支払いは  
早めに！

臨時福祉給付金の お知らせ
2014年 4月に  消費税が  上がりました。 

その負担を  軽くするため、 対象となる人は、 臨時福祉給付金が  もらえます。

※2015年 1月 1日に  小牧市に  住んでいた  人は、 小牧市から  もらえます。

※2015年 1月 2日から  小牧市に  住み始めた人は、 2015年 1月 1日に  住んでいた  市町村から  もらえます。

2015年 1月 1日に  小牧市に  住民登録が  ある人で、 2015年度  市民税を  

払わなくても  よい人。 ただし、 次に  あてはまる人は  対象に  なりません。対象と

なる人

対象と

なる人 ●生活保護の  お金を  もらっている人

●自分を  養っている人が  市民税を  払っている  場合

もらえる金額もらえる金額 支給対象者  1人につき  6,000円

臨時福祉給付金を  もらうには  申し込みが  必要です

対象と思われる人には、 8月おわりごろに  市役所から  申請書などを  送ります。 

その  申請書で  申し込みを  してください。 郵便で  申請書と  必要書類を  

市役所に  送るのが  便利です。 ぜひ  利用してください。

●申し込み  受付期間

9月 1日（火）～ 2016年 2月 1日（月） 9:00～17:00 （郵便で  送る場合、 当日の  消印有効）
※土曜日、 日曜日、 祝日、 年末年始は  お休み （9月 13日（日）は、 窓口受付を  行います。）

●申し込み  方法 （①・②でもOK）

①郵便 : 申請書と  必要書類を  返信用封筒に  入れて、 臨時給付金受付窓口へ  郵便で  送る

②窓口 : 申請書と  必要書類を  臨時給付金受付窓口に  持っていく

臨時福祉給付金受付窓口 : 市役所本庁舎2階 203会議室

●支所での  申し込み

受付が  始まると、 臨時給付金受付窓口は  とても  混みます。 下記支所でも  申し込みが  できます。 

利用して  ください。 申請書と  必要書類を  支所の  受付に  持っていく

北里支所 … 10月13日（火）・ 10月21日（水）・ 10月29日（木）

味岡支所 … 10月14日（水）・ 10月22日（木）・ 10月27日（火）

東部支所 … 10月15日（木）・ 10月20日（火）・ 10月28日（水）
受付時間  9:30～16:00

りんじりんじふくしふくし そうむかそうむか ふくしふくし

福祉総務課 臨時福祉給付金 コールセンター　TEL.0568-76-1613　9:00～17:00
（土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休み） ※ただし、9月13日（日）は、開いています。

福祉総務課 臨時福祉給付金 コールセンター　TEL.0568-76-1613　9:00～17:00
（土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休み） ※ただし、9月13日（日）は、開いています。

問合先
といあわせさき

しゅくじつしゅくじつ やすやす がつがつ にちにち にちにち ああねんまつねんしねんまつねんしにちようびにちようびどようびどようび

こーるせんたーこーるせんたーきゅうふきんきゅうふきん

家や  職場などに  市町村や  厚生労働省（の職員）と  嘘を  ついている  電話が  かかってきたり、 郵便が  届いたら、 

迷わず、 住んでいる  市町村か  近くの  警察署（または  警察相談専用電話（＃9110））に  連絡してください。

「臨時福祉給付金」の “振り込め詐欺” や “個人情報をだまし取られること”に  注意してください

お休みの お知らせ
南部コミュニティセンター「ふらっとみなみ」
西部コミュニティセンター「ゆう 友 せいぶ」
9月 8日（火） 南部コミュニティセンター「ふらっとみなみ」は  お休みです。
9月 9日（水） 西部コミュニティセンター「ゆう 友 せいぶ」は  お休みです。

問合先 協働推進課　TEL.0568-76-1149協働推進課　TEL.0568-76-1149
といあわせさき きょうどうきょうどうすいしんすいしん かか

！

つ ぎ

しきゅうふ きん

しやすゆうせんたーこみゅにてぃせいぶ

せんたーこみゅにてぃなんぶ

ゆうせんたーこみゅにてぃせいぶ

せんたーこみゅにてぃなんぶ

ふくしりんじ

ぜ い きん し はら き げん が つ に ち す い

がつ にちにち がつ にち にち

がつ どにち がつ にち にち

へいじつ ひる ぜいきん

しはら

りようべんりおくしやくしょ

しんせいしょ ひつようしょるいゆうびんこもうしんせいしょ

おくしんせいしょしやくしょがつひとおもたいしょう

ひつようこもうきゅうふきんふくしりんじ

えんにんたいしょうしゃしきゅう

ばあいはらしみんぜいひとやしなじぶん

ひとかねほごせいかつ

たいしょうひとつぎひとはら

しみんぜいねんどひととうろくじゅうみんこまきしにちがつねん

ここ

もうししょ

ほうほうこもう

きかんうけつけこもう

きんがくきんがく

ひとひと

たいしょうたいしょう

しちょうそんすにちがつねんひとはじすこまきしにちがつねん

こまきしひとすこまきしにちがつねん

きゅうふきんふくしりんじひとたいしょうかるふたん

あしょうひぜいがつねん

じかんうけつけ

すいにちがつかにちがつもくにちがつししょとうぶ

かにちがつもくにちがつすいにちがつししょあじおか

もくにちがつすいにちがつかにちがつししょきたさと

もうけつけししょしょるいひつようしんせいしょ

れんらくでんわせんようそうだんけいさつけいさつしょちかしちょうそんすまよ

とどゆうびんでんわうそしょくいんろうどうしょうこうせいしちょうそんしょくばいえ

ちゅういとじょうほうこじんさぎこふきゅうふきんふくしりんじ

りよう

こもうししょかきこまどぐちうけつけきゅうふきんりんじはじうけつけ

かいぎしつかいほんちょうしゃしやくしょまどぐちうけつけきゅうふきんふくしりんじ

もまどぐちうけつけきゅうふきんりんじしょるいひつようしんせいしょまどぐち

おくゆうびんまどぐちうけつけきゅうふきんりんじいふうとうへんしんようしょるいひつようしんせいしょゆうびん

おこなうけつけまどぐちにち にちがつやすねんまつ ねんししゅくじつにちようびどようび

ゆうこう

やすかにちがつ

やすすいにちがつ

けしいんとうじつばあいおくゆうびんげつにちがつねんかにちがつ

かくにんかねのここうざひまえきげんしはら

ひとしはらふりかえこうざぜいきんべんりふりかえこうざわす

いそが しはら ひと

ほんちょうしゃ かい ぜいきん はら かた そうだん しはら

つ ぜいきん こ ん び に え ん す す と あ

きげんかのうふしょ

のうふしょ はらば ー こ ー ど

けんこうけんこう ほけんほけん ほけんほけんかいごかいご

りょうりょうほけんほけんいりょういりょうこうれいしゃこうれいしゃこうきこうき

りょうりょうこくみんこくみん ぜいぜい
だいだい きき だいだい きき

だいだい きき

こまきえき しゅっちょうじょ つごう よ りようぜいきん はら

ねんまつ ねんし やす

しはらしはら

はやはや

ぽるとが る ご げつ きん すぺい ん ご えいご げつ か もく

やす

ほけん ねんきん か ふくし そうむ か ぽるとがる ごぽるとがる ご

ほいく か ちゅうごく ご はな しょくいんぽるとがる ご
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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

9月  8日（火）
9月15日（火）
9月29日（火）
10月  6日（火）

9月  4日（金）
9月11日（金）
9月18日（金）

9月  2日（水）
9月  9日（水）
9月16日（水）
9月  3日（木）
9月10日（木）

9月28日（月）

9月10日（木）
9月24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  前もって  手紙を  送ります。  詳しい  受付時間は  その手紙で  確認して  ください。

※健診は  必ず  受けましょう。 都合が  悪いときは、 保健センターに  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

2014年  3月  1日～  8日生まれ
2014年  3月  9日～19日生まれ
2014年  3月20日～31日生まれ

2013年  6月  1日～15日生まれ
2013年  6月16日～30日生まれ

保健センター 13:45～14:30

2012年  9月  1日～11日生まれ
2012年  9月12日～20日生まれ
2012年  9月21日～30日生まれ

2015年  5月  1日～  8日生まれ
2015年  5月  9日～15日生まれ
2015年  5月16日～21日生まれ
2015年  5月22日～31日生まれ

9月 9日（水）

9月13日（日）

9月18日（金）

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  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

10:00～11:00

保健センター 10:00～12:00

４か月児以降の保護者（27人）赤ちゃん参加もOK

●料金／0円　●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

申し込み不要

９か月児以降の親子（21組）

●料金／0円　●申し込み／保健センター

小牧市内に  住んでいる  妊婦と  その夫 

（妊婦のみの参加OK）30組

●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／0円

乳幼児（特に  1歳前後の  お子さんに  おすすめです）

場　所 受付時間 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

10:00～12:00
13:00～16:00

10:00～11:15

9月15日（火）
9月  8日（火）
9月  1日（火）

9月25日（金）

●料金／0円　●申し込み／保健センター

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  家に  お祝い品を
持って  行きます。 （行く前に  電話で  都合を  聞きます）

赤ちゃん訪問

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

9月28日（月）
9月29日（火）

健診のお知らせ
けんしん

もくじもくじ

●臨時福祉給付金の  お知らせ

●2015年  国勢調査を  行います

●小牧山薪能  －英語ガイダンスが  ついています!!－

●KIA  ネパール  理解講座

●KIA  英語基礎講座の  お知らせ

●KIA  中国語講座 （初級） 受講生  募集

●KIA  第2期 日本語教室

●KIA  バスで  行く 「地元発見ツアー!」

●フォト輝  写真展

●図書館映画デー

●月音会  ～秋に  贈る  フルートと  歌の  調べ～

●星を  みる会 「夏の  星座と  土星」

●南部  コミュニティセンター 「ふらっとみなみ」

　西部  コミュニティセンター 「ゆう友せいぶ」

　お休みの  お知らせ

●次の  税金の  支払い期限は  9月30日（水）です

●外国人のための  相談窓口の  お知らせ

●母子健診等カレンダー

P3

P6

P5

P2

P8

P7

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

●内容／赤ちゃんとのくらしについて、パパの役割について、妊娠中の食事について、パパ・ママのお口の健康について、

　赤ちゃん人形だっこ体験、妊婦体験　●持ち物／親子（母子）健康手帳　●申し込み／保健センター

（標準的  接種期間は  生まれてから  5か月～8か月）

生まれてから  5か月～1歳未満

10:00～11:15 ●内容／子どもを  育てる  ことに  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（希望者だけ）

篠岡児童館

篠岡児童館

北里児童館

小牧児童館
9月25日（金）

9月18日（金）

9月11日（金）
育児相談、

妊婦・産婦健康相談 小牧山薪能の  様子小牧山薪能の  様子
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生活情報誌こまき

外国人の人口：7,414人 / 小牧の人口：153,828人（2015年  8月 1日現在）
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


