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廃棄物対策課ごみ減量推進係　TEL0568-76-1187問合先

エコリン

資源・ごみの 分け方 と 出し方 一覧表
◆資源用収集袋に、資源の  種類ごとに  入れてください

　種　類 分け方 出し方 収集回数等

ご　　み

　燃やす

ごみ 料理くず、木くず、

布製品

リサイクルできない紙類など

　燃やすごみ用

収集袋（白色）

ダンボールでの排出は不可。

　燃やすごみ

収集場所

週2回

　燃やさ

ないごみ 陶器、ガラスくず、

革製品、容器包装以外の

プラスチック製品、

ゴム類、電球、乾電池など

　燃やさないごみ用

収集袋（赤色）

月2回

資源回収場所

　粗大ごみ 1．有料戸別収集（1点1,000円）

■申込先：粗大ごみ受付センター

【（0120-530-415　】

2．自分で環境センターに持ち込む。

机、椅子、タンス、自転車など

※原則、縦横高さの

いずれかの1辺が

60cmを超えるもの

　有　料

戸別収集

　品　　目 処理方法

一時多量ごみ 引越しごみなど 自分で　環境センターに持込むか　処理業者　へたのむ。

事業系ごみ 会社・工場・事務所

・飲食店などから出るごみ 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理してください。

適正処理困難物 タイヤ、オイル、塗料、LPガスボンベ、バッテリー、スプリングマットレス、FRP製品（浴槽など）、耐火金庫、農薬、モーターバイク、

農機具、オイルヒーターなど 販売店、専門業者又は引取業者へ引取りを依頼してください。

家電リサイクル

法定品 エアコン、洗濯機、

テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、

衣類乾燥機 製品を買った販売店に引き渡すか、収集運搬業者に引取りを依頼してください

または、ご自分で指定引取場所へ搬入してください。

家庭系パソコン

リサイクル デスクトップパソコン（本体）、

ノートパソコン、CRTディスプレイ、

液晶ディスプレイ パソコンのメーカーに引取りを依頼してください。

二輪車リサイクル 原付バイクを含むオートバイ 廃棄二輪車取扱店または指定取引窓口に持ち込んでください。

消火器リサイクル 使用しなくなった消火器 廃消火器リサイクルシステムによりリサイクルしてください。

携帯電話リサイクル 使わなくなった

携帯電話・PHS端末 販売店に持ち込んでください。

在宅医療廃棄物 注射針、点滴バッグ、チューブ類など 病院・医院・薬局などの指導のもと、入手先にご返却ください。

小牧岩倉衛生組合環境センター

場　　所：野口2881-9（温水プール横）

連絡先：79-1211

受付期間：月曜日から金曜日

　9時～12時、13時～16時

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

資源回収ステーション

場　　所：小牧原新田423（℡73-6155）

連絡先：73-6155

受付期間：1/1～1/3を除く毎日

午前8時30分～午後5時

●持ち込み可能な資源

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

週1回
資源回収場所

洗って出す

資源用収集袋

（緑色）

食品トレイ、発泡スチロール

プラスチック製のボトル・

袋・ふた・カップ・

ネット類など

プラスチック製
容器包装

資
　
　
源

収集回数等出し方分け方種　類

月2回
資源回収場所

洗って出す

資源用収集袋

（緑色）

飲料用びん、

化粧品のびん、

雑びんなど
空きびん

月2回
資源回収場所

洗って出す

資源用収集袋

（緑色）

飲料用・食品用の

アルミ缶とスチール缶
（20cm×50㎝以下の
　　大きさのものに限る）

空き缶

月2回
資源回収場所

洗って出す

資源用収集袋

（緑色）

飲料・酒類・

しょうゆ用などの

ペットボトル

ペットボトル

月2回
資源回収場所

資源用収集袋

（緑色）

カセットボンベ、

スプレー缶、金物類、

小型家電

金属類

資源用収集袋

（緑色）

蛍光管・温度計・

体温計など、

水銀を  含むもの

蛍光管類

月2回
資源回収場所
（一部除く）

資源回収場所
（一部除く）

古紙 古布

〔雨天中止〕
※紙袋が  なければ、 資源用収集袋で

　古布は  資源用収集袋で  出す。

古紙は  品目ごとに  まとめ

十字に  縛り、縛ることが  できない

雑がみは  紙袋に  いれる

新聞、雑誌、雑がみ、

段ボール、飲料用紙パック

古布

古紙

指定日

家庭で  使用した  植物性の

てんぷら油

（飲食店等で  発生したもの

  及び  ラード等の  動物性は  除きます。）

消費期限切れ ・ 未使用品も  含む

廃食用油 びん  又は  ペットボトルに

入れ、 ふたを  閉めて 

お持ちください。

市役所、エコ・

ハウス小牧、

資源回収ステーション、

各市民センター、

西部・南部

コミュニティセンター

（天ぷら油）

資源・ごみは、収集日の朝（8時30分まで）に決められた場所へ出してください
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※年末年始を  除く

 

 

燃やすご
み用

（白袋
）

小牧市
指定収

集袋

 

 

燃やさない
ごみ用

（赤袋
）

小牧市
指定収

集袋

場　　所： 小牧原新田423　　連絡先：73-6155

受付期間： 1/1～1/3を除く毎日 8:30～17:00

収集回数等出し方分け方種　類

処理方法品　　目

ダンボールでの排出は不可。ダンボールでの排出は不可。

週2回
燃やすごみ
収集場所

月2回
資源回収場所

燃やすごみ用収集袋
（白色）

料理くず、木くず、布製品

リサイクルできない紙類など
燃やすごみ

ご
　
　
み

燃やさないごみ用
収集袋（赤色）

陶器、ガラスくず、革製品、容器包装以外の
プラスチック製品、
ゴム類、電球、乾電池など

燃やさないごみ

有　料
戸別収集

※原則、縦横高さの
　いずれかの  1辺が
　60cmを  超えるもの

机、椅子、タンス、自転車など

2．自分で環境センターに持ち込む。
70120-530-415
■申込先：粗大ごみ受付センター

1．有料戸別収集（1点1,000円）

粗大ごみ

販売店、専門業者又は引取業者へ引取りを
依頼してください。

タイヤ、オイル、塗料、LPガスボンベ、
バッテリー、スプリングマットレス、
FRP製品（浴槽など）、耐火金庫、農薬、
モーターバイク、農機具、オイルヒーターなど

適正処理困難物

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を
自らの責任において適正に処理してください。

会社・工場・事務所・
飲食店などから出るごみ

事業系ごみ

自分で　環境センターに持込むか　
処理業者へ  たのむ。

引越しごみなど一時多量ごみ

病院・医院・薬局などの指導のもと、
入手先にご返却ください。

注射針、点滴バッグ、チューブ類など在宅医療廃棄物

販売店に持ち込んでください。使わなくなった携帯電話・PHS端末携帯電話リサイクル

廃消火器リサイクルシステムにより
リサイクルしてください。

使用しなくなった消火器消火器リサイクル

廃棄二輪車取扱店または
指定取引窓口に持ち込んでください。

原付バイクを含むオートバイ二輪車リサイクル

パソコンのメーカーに引取りを
依頼してください。

デスクトップパソコン（本体）、ノートパソコン、
CRTディスプレイ、液晶ディスプレイ 

家庭系パソコン
リサイクル

製品を買った販売店に引き渡すか、収集運搬業者に
引取りを依頼してください。
または、ご自分で指定引取場所へ搬入してください。

エアコン、洗濯機、テレビ、
冷蔵庫・冷凍庫、衣類乾燥機

家電リサイクル
法定品

市で収集しないごみ

場　　所： 野口2881-9（温水プール横）　連絡先：79-1211

受付期間： 月曜日から金曜日 9:00～12:00、13:00～16:00

小牧岩倉衛生組合環境センター資源回収ステーション

資源の持ち込みについて ごみの持ち込みについて

●持ち込み可能な資源

　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 処理手数料：200円/10kg

燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ

●持ち込みできるもの
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　ヒブワクチンの  追加接種を  概ね  1年後に  接種するように  案内を  していましたが、 初回接種（3回もしくは2回）

終了後  7～13か月の  間に  接種するよう  かわりました。 小牧市では、 生後2か月から  4歳以下の  お子さんを  対象に

無料接種を  おこなっています。  体調が  いい時に  早めに  接種を  してください。

　現在、 4か月児健診日に  BCG接種を  行っていますが、 

2013年4月1日から  接種期間が  生後  5か月以上

8か月未満となり  1歳未満まで  接種が  できます。 

　BCG接種を  月に2回  保健センターで  実施します

ので、 生後5か月に  入ったら  早めに  接種しましょう。

小牧市保健センター 予防係　TEL.0568-75-6471問合先
といあわせさき こまきしほけん せんたー よぼうがかり

受付時間：14:00から15:00　　持ち物：親子（母子）健康手帳、BCG予診票

ヒブワクチンの　追加接種の　時期が　かわります

BCG接種の　対象年齢と　接種日が　かわります。
実
施
予
定
日
程

4月 8日（月） 18日（木） 10月 7日（月） 30日（水）

5月 13日（月） 29日（水） 11月 11日（月） 22日（金）

6月 6日（木） 19日（水） 12月 9日（月） 25日（水）

7月 4日（木） 26日（金） 1月 9日（木） 31日（金）

8月 5日（月） 23日（金） 2月 6日（木） 24日（月）

9月 5日（木） 27日（金） 3月 6日（木） 24日（月）

外 国 人 相 談 員 募 集
ポルトガル語と  日本語での  通訳・相談  及び  翻訳業務  ワードや  エクセルが  仕事上で

使用できる  方　   ◎20歳  以上の  人

採用は、 書類  提出後  面接、 筆記試験の上  決定します。 （4月下旬予定）

平成25年4月15日（月） 17:00  履歴書（写真添付）を  郵送  または  持参

市役所での  手続き等の  通訳、 生活全般に  関する  相談

9：00～17：00（12:00～13：00除く）  週2日（水・金） 1,600円

平成25年5月1日小牧市役所  本庁舎2階  生活交流課内

4/3（水）～4/24（水） 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

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  ひと

初級クラス　5/11～7/13 （毎週土曜日 10：00～12：00）
中級クラス　5/8～7/10  （毎週水曜日 19：00～21：00）　（全部で10回）

市公民館4階　チェスルーム

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

勤務地 きんむち 採　用 さいよう

時　間 じかん 時　給 じかん

内　容 ないよう

応募期限おうぼきげん

その他 そのた

定　員 ていいん

申込み もうしこみ

対　象 たいしょう

会員3,000円　会員でない人6,000円料　金 りょうきん

問合先
といあわせさき

小牧市国際交流協会（KIA)　TEL0568-76-0905
こまきし こくさい こうりゅう きょうかい

問合先
といあわせさき

生活交流課　TEL0568-76-1173
せいかつこうりゅうか

※この他に  中級クラス  だけ  本の  お金が  2,500円  くらい  必要。

※いつでも  会員に  なれます。 （個人年会費  1口  2,000円）

英語を もう一度 勉強しませ
んか？

世界の 人と 友達に なろう。KIA 英語基礎講座の おしらせKIA 英語基礎講座の おしらせ

よしんひょうけんこうてちょうぼしおやこもの

よていがつげじゅんけっていうえひっきしけんめんせつていしゅつごしょるいさいよう

じさんゆうそうしゃしんてんぷりれきしょ

そうだんかんせいかつぜんぱんつうやくなどてつづしやくしょ

えんきんすいしゅうふつかのぞ

にちがつねんへいせい

にち げつがつねんへいせい

せいかつこうりゅうかないかいほんちょうしゃこまきしやくしょ

ひとはたち いじょうかたしよう

しごとじょうえくせるわーどほんやくぎょうむおよそうだんつうやくにほんごぽるとがるご

が い こ く じ ん 　 そ う だ ん い ん 　 ぼ し ゅ う

もうけつけじかん

げつにちもくむいか

げつにちもくむいか

きんにちもくここのか

すいにちげつここのか

きんにちげつにち

すいにちげつなのか

にち

にち

いつか

いつか

きん

きん

きん

にちもくよっか

すいにちもくむいか

すいにちげつ

もく

げつ

にちがつ

もくにちげつようかがつ

がつ

がつ

がつ

がつ

がつ

がつ

がつ

がつ

がつ

がつ
じ
っ
し
よ
て
い

に
っ
て
い

せっしゅはやはいげつせいご

じっしせんたーほけんかいつきせっしゅ

せっしゅみまんさい

ついたちがつねん

おこせっしゅ

せっしゅきかん せいご げつ いじょう

げつ みまん

けんしんびげつじげんざい

せ っ し ゅ びね ん れいたいしょうせ っ し ゅ

せっしゅはやときたいちょうむりょうせっしゅ

たいしょうこいかさいげつせいごこまきしせっしゅあいだげつしゅうりょうご

かい かいせっしゅしょかいあんないせっしゅねんごおおむついかせっしゅひぶわくちん

じ きせ っ し ゅつ い かひ ぶ わ く ち ん

え い ご 　 　 き そ 　 　 こ う ざ

しょきゅう まいしゅう どようび

まいしゅうすいようび

くらす

ちゅうきゅう ぜんぶ

しこうみんかん しょきゅう

こまきし

かいいん

かいいん えん ほか ちゅうきゅうくらす

すい すい あいだ かね も

ほん かね えん ひつようかいいん

かいいん

しこくさい　こうりゅうかい

にちようび げつようび しゅくじつ やす

こまきし　こうみんかん かい

き

こじんねんかいひ ひとくち えん

えんひと

さい　いじょう

こまきし こまきし がっこう べんきょうす しごと

ひと

ちゅうきゅう めいかい ちぇするーむ

かいくらす

えいご いちど べんきょう

せかい ひと ともだち
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 味岡 大字小松寺103-1 77-0425 村中 大字村中1058 42-0053

 第二 小牧二丁目216 77-0844 一色 久保一色南二丁目8 77-8600

 第三 新町三丁目135 77-0514 三ツ渕北 大字三ツ渕2130-1 72-9330

 三ツ渕 大字三ツ渕1622 77-0913 さくら 桜井40 73-5536

 陶 大字上末字稲葉台1 79-2323 山北 安田町98 73-5535

 篠岡 篠岡二丁目30 79-8336 本庄 大字本庄2597-433 79-6128

 大山 応時一丁目265 77-1005 藤島 藤島町梵天110-35 75-2320

 北里 下小針中島二丁目90 76-3337 古雅 古雅三丁目54 79-2477

 岩崎 大字岩崎1533-4 76-2880 大城 城山三丁目2-1 78-0797

 小木 小木二丁目350-1 77-8536

2013年  4月から、  仕事などにより  
預けられるように  なりました2013

保護者の  仕事や  病気などで、  一時的  又は  断続的に  家庭での  保育が  できない  児童を、
保育園で  お預りします。 希望者は  直接、 希望する  保育園へ  申請して  ください。
（小牧市に  住民票があり、  保育園に  入園していない  児童が  対象です。）

（1）非定型的 パート等のしごと、職業訓練、就学等で、週3日まで、断続的に  家庭での  保育が  できない人。

（2）緊    急 保護者の  けが、病気、出産、看護、冠婚葬祭等で、緊急・一時的に  家庭での保育が  できない人。

（3）私的理由 育児等の  負担を  解消するため、一時的に  保育園に  お子様を  預けたい人。

2  実施保育園及び利用内容

※味岡・村中保育園は、一時保育専用室での  保育となります（定員8名程度）。

　その他の  保育園は、各クラスで  受入可能な  範囲内での  保育となります。

（2）緊    急満1歳以上の未就学児上記2園を除く17保育園
7日以内／月

（3）私的理由（2）緊    急

14日以内／月（週3日以内を限度）（1）非定型的生後57日目以降の
未就学児

味岡保育園
村中保育園

利用日数利用できる一時保育対象年齢実施保育園

3  保育時間
平日／8：30～16：30    土曜／8：30～11：30

（味岡・村中のみ：日曜・祝日の  利用は、希望日の  2週間前までに  ご相談ください。）

4  利用料（日額）  3歳未満児：1,900円 3歳児：800円 4歳以上児：700円

5  利用申請（受付場所：各保育園）
（1）必要なもの

○一時保育利用申請書（各保育園にあります）

○雇用証明書や  診断書等、一時保育を  必要とすることを

　証明する  書類

　（私的理由による  保育希望者を除く。雇用証明書や

　　診断書の  様式は、市役所  及び  各保育園に  あります。）

○印鑑（認印）

○お子様の  健康保険証  及び  子ども医療費受給者証

○親子健康手帳

1  利用対象

（2）受付期間

○利用希望日の  前月初日から  申請可能です。　

　なお、（1）非定型的保育のみ、最長6ヶ月先まで

　申請可能です。

 （但し  最長3月末日までの  期間とします）。

　例：毎週月・水・金の  利用を  6ヶ月分申請。

○利用を  希望する  保育園へ  直接申請  してください。

※申請時に  お子様と  一緒に来てください。 お子様の面接をします。

まずは、事前に  保育園へ  お問合せください。

6  当日の持ち物（詳細は  申請時に  保育園へ  確認してください。）
○着替え　○タオル（手ふき等）　○ふとん（乳児）　○おむつ及びおむつマット（乳児）　○上履き（幼児）等

7  保育園一覧

※4月1日時点の  年齢に  よります。利用日の  朝までに  当月分を  お支払いください。利用料支払後は、返金しません。

電話番号住所園名 電話番号住所園名

問合先
といあわせさき

子育て支援課　
TEL0568-76-1130

こそだてしえんか

ひていけいてき

ひとあずこさまほいくえんいちじてきかいしょうふたんいくじなどしてきりゆう

ひとほいくかていいちじてききんきゅうかんこんそうさいなどかんごしゅっさんびょうきほごしゃきんきゅう

ひとほいくかていだんぞくてきしゅうみっかしゅうがくなどしょくぎょうくんれんなど

りようたいしょう

たいしょうじどうにゅうえんほいくえんじゅうみんひょうこまきし

しんせいほいくえんきぼうちょくせつきぼうしゃあずほいくえん

じどうほいくかていだんぞくてきまたいちじてきびょうきしごとほごしゃ

あず

しごとがつねんあんないいちじほいく

などようじうわばまっとおよにゅうじ にゅうじなどてたおるきが

かくにんほいくえんしんせいじしょうさいものもとうじつ

めんせつこさまきいっしょこさましんせいじおやこけんこうてちょう

いりょうひじゅきゅうしゃしょうけんこうほけんしょうこさま およ こ

ちょくせつしんせいほいくえんきぼうりよういんかん みとめいん

かげつぶんしんせいりようげつ　 すい　 きんまいしゅうれいかくほいくえんおよしやくしょようしきしんだんしょ

きかんがつまつじつさいちょうただこようしょうめいしょのぞほいくきぼうしゃしてきりゆう

しんせいかのうしょるいしょうめい

かげつさきさいちょうひていけいてきほいくひつよういちじほいくしんだんしょこようしょうめいしょ

しんせいかのうぜんげつしょにちりようきぼうびかくほいくえんいちじほいくりようしんせいしょ

うけつけきかんひつよう

といあわほいくえんじぜんかくほいくえんうけつけばしょりようしんせい

へんきんりようりょうしはらいごしはらとうげつぶんあさりようびねんれいにちじてんがつ

さいいじょうじさいじえん えん えんさいみまんじにちがくりようりょう

そうだんしゅうかんまえきぼうびりようしゅくじつにちようむらなかあじおか

どようへいじつ

ほいくじかん

きんきゅうみしゅうがくじまんいっさいいじょうほいくえんのぞえんじょうき

してきりゆうきんきゅう

げんどしゅうみっかいないつきにちいない

つきにちいない

ひていけいてき

みしゅうがくじ

にちめいこうせいご

むらなかほいくえん

あじおかほいくえん

りようにっすういちじほいくりようたいしょうねんれいじっしほいくえん

りようないようおよじっしほいくえん

ほいくはんいないうけいれかのうかくほいくえんほか

めいていどていいんほいくいちじほいくせんようしつむらなかほいくえんあじおか

えんめいほいくえん　いちらん

こき

いわさき

きたさと

おおやま

しのおか

すえ

みつぶち

だいさん

だいに

あじおか

おおしろ

こが こが さんちょうめ

しろやまさんちょうめ

ふじしま ふじしまちょうぼんてん

ほんじょう おおあざほんじょう

やまきた やすだちょう

さくらい

みつぶち  きた

いしき くぼ　いしきみなみ にちょうめ

むらなか おおあざむらなか

こき　　にちょうめ

おおあざいわさき

しもおばりなかしま にちょうめ

おうじ いっちょうめ

しのおか にちょうめ

おおあざかみずえあざいなばだい

おおあざ　みつぶち

おおあざ　みつぶちしんまちさんちょうめ

こまき　にちょうめ

おおあざ　こまつじ

でんわばんごうじゅうしょ えんめい でんわばんごうじゅうしょ
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問合先 廃棄物対策課　TEL0568-76-1147 

軍手など　※ごみ袋は当日お渡しします。

2013年4月13日（土）　8:30～ （受付8:00～）

小牧山史跡公園

日　時 にちじ

場　所 ばしょ 持ち物 もちもの

3．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…

1．本庁舎2階で、 税金の  支払相談、 支払窓口を  開いています。

　 とき　4月14日（日）、 4月28日（日）　8：30～17：15

2．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。

平成25年度　税金納付期限一覧表

※納付期限の日は、 各月の  末日（12月は25日） です。
※納付期限の日が  土・日・祝日の  場合は、 金融機関の  翌営業日が  納付期限の日 （口座振替日） です。

3／31

（月）

2／28

（金）

1／31

（金）

12／25

（水）

12／2

（月）

10／31

（木）

9／30

（月）

9／2

（月）

7／31

（水）

7／1

（月）

5／31

（金）

4／30

（火）

10期

全期

9期8期7期6期5期

4期3期2期1期

4期3期2期1期

9期8期7期6期5期4期3期2期1期

8期7期6期5期4期3期2期1期

4期3期2期1期

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

納付期限の日
および口座振替日

後期高齢者医療保険料

介護保険料

国民健康保険税

軽自動車税

固定資産税

市県民税

税　金

市の  シンボルである  小牧山も  すっかり  春らしくなりました。 そんな  小牧山を  みんなで  きれいにしませんか？

今年は  小牧山城ができて  450年目の年でもあります。 ぜひ  ご参加  ください。

終わった後に、 希望者には  市歴史館に  無料で入れる  チケットを  配ります。

次の 税金の 支払い期限は 4月30日（火）です

●固定資産税（第1期）

問合先 収税課 TEL0568-72-2101（代表）内線276～279 TEL0568-76-1117／0568-76-1118（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　残高を　確認してください。

小牧山美化活動
小牧山城築城450年PR事業

※雨天時は中止

～春の小牧山を美化ウォーク～

といあわせさき はいきぶつたいさくか

しはら

ぜいきん こうざふりかえ

こうざ ざんだか かくにん

しはら

しはら きげん ぜんじつ

ひと

わす

こうざふりかえ べんり
こてい　しさん　ぜい だい　いっき

へいじつ ひるま

ぜいきん

いそが

しはら

ひと

ほんちょうしゃ

へいせい ねんど
ぜいきん　のうふ　 きげん　いちらんひょう

かい ぜいきん しはらい そうだん しはらい　まどぐち ひら

こまきえき

ぜいきん

しけんみんぜい き き き き

き き き き

き き き き き きき き き き

き き き き きき き き き

き き き き きき き き

こていしさんぜい

けいじどうしゃぜい ぜんき

こくみんけんこうほけんぜい

かいごほけんりょう

こうきこうれいしゃほけんりょう

しがつ ごがつ ろくがつ ひちがつ はちがつ くがつ じゅうがつ じゅういちがつ じゅうにがつ いちがつ にがつ さんがつ

しゅっちょうじょ

つ のうふしょ こ ん び に え ん す す と あば ー こ ー ど

していきげんないのうふしょ

ぜいきん しはら

つごう よ りようまいにち ひらぜいきん しはらいまどぐち

ねんまつねんし やす

がつ にちにち がつ にち にち

　
といあわせさき

つ ぎ

こまき や まじょう

こ ま き や ま
こま き や ま

び か か つどう
はる び か うぉー く

ちくじょう ね ん じぎょう

ぜ い きん し はら き げん が つ に ち か

しゅうぜいか だいひょう ないせん ちょくつう

こうざ　ふりかえび か きん きん きんげつ げつ げつ げつ げつもくすい すい

のうふきげん

のうふきげん

し しんぼる こまきやま

ねん

こまきやま　　　しせき　こうえん ぐんて ふくろ とうじつ わた

がつ うけつけ うてんじ ちゅうしにち 　ど

こまきやまじょう ねんめ とし さんかことし

お あと きぼうしゃ しれきしかん むりょう はい ちけっと くば

こまきやまはる

ひ

ひ

のうふきげん のうふきげんひ ひ こうざふりかえびばあい きんゆうきかん よくえいぎょうびど　　にち　しゅくじつ

かくつき がつ にちまつじつ
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QQ AA
問合先

主催・問合先
といあわせさきしゅさい

小牧通訳ボランティア会　TEL090-8072-2817　E-mail: noopy2476@yahoo.co.jp.

4月7日（日）　11：00　および　13：00 小牧市役所　新館　正面玄関前

小牧山を 英語で 散策してみませんか小牧山を 英語で 散策してみませんか
市民の  皆さんも  外国からの  お友達を、 史跡小牧山へ  ご案内する  機会が  あるかと思います。 外国人観光客を  

英語で  案内している私達が、 今回は  小牧山桜まつり開催中の  小牧山を  市民の  皆さんに  英語で  案内します。

2013年4月7日（日）、 一日2回  11:00 及び 13:00歴史館、 小牧山稲荷、 間々観音

どなたでも  OK 小牧山無料

4月1日（月）～10日（水）4月1日（月）～10日（水）

ステージイベント
すてーじいべんと

戦国茶会
せんごくちゃかい

児童写生大会
じどうしゃせいたいかい

俳句コンテスト
はいく

おとな ぶ しょうちゅうがくせい ぶ

こんてすと

観光協会出店ブース
かんこうきょうかいしゅってんぶーす

といあわせさき

こまきつうやく ぼらんてぃあ かい

日　時 にちじ

参加者 さんかしゃ 場　所 ばしょ

集合場所しゅうごうばしょ集合時間しゅうごうじかん

料　金 りょうきん

コース こーす

小牧市観光協会事務局（商工課内）

平成25年 小牧山さくらまつり

〒485-8650 小牧市堀の内1-1　TEL0568-76-1134　FAX0568-75-8283

●内容／さくらまつり 期間中における 小牧山の桜等を テーマとした 俳句。

●応募方法／4月6日（土）・7日（日）に 小牧山史跡公園内 にある 俳句コンテスト 受付会場に 提出

（10:00～15:00）。 なお、 両日とも 10:00 と 14:00に 俳句指導を 受けられます （雨天中止）。

～華やかに 花舞う 小牧山城～

●桜のライトアップ（小牧山一帯）

●小牧市歴史館（小牧城）夜間特別開館（雨天中止）
3月30日（土）、3月31日（日）、4月6日（土）、7日（日）は 20:00まで 開館します。
※上記4日間は 入館料 が 終日無料　

【注意事項】 史跡小牧山では、 火気使用 および ロープ張り などによる 場所取りは 禁止です。 ただし、 さくらまつり 期間中のみ

　　　　　「桜の馬場」と 「山北緑地」に 限り、 事前に 届け出れば 火気使用が 可能です。 【申請先：市商工観光課】

4月6日（土）・ 7日（日） 10:00～15:00　雨天中止
名古屋おもてなし武将隊演舞、 あいち戦国姫隊演舞、 夢・チャレンジ大声

コンテスト、邦楽・幸若舞（敦盛）・市民団体チャレンジ事業認定団体 に よる 演奏・演舞　ほか

●料金／一服 300円

●受付場所／小牧山史跡公園内　本部テント

●場所／小牧山一円　※その他／画用紙は お渡ししますが、 写生に必要な 道具は ご持参下さい。

※写生大会、 俳句コンテストの  入賞者は、 5月12日（日）に  市役所本庁舎で 表彰し、  入賞作品は 13日（月）～24日（金）まで、

　市役所本庁舎 1階展示スペース にて 展示します。

観光協会推奨品等の販売

4月1日（月）～10日（水） 時間／18:00～21:00 ※桜の開花状況により変更することがあります。

●イベント

（大人の部、小中学生の部）

小牧山城築城450年

〜信長の天下統一への夢・チャレンジ始まりの地 小牧〜
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

織田信長って
どんな人？

織田信長は、 日本の  歴史上で  もっとも  有名な  戦国武将です。

子どもの  ころは  変わった  行動が  多く 「うつけ者」と 呼ばれて

いましたが、 少しずつ  勢力を  大きくしていき、 天下統一を  目指しました。憲俊

観光大使

こまき や まへ い せ い ね ん

こ ま き や ま え い ご さ ん さ く

こまきし　かんこうきょうかい　じむきょく しょうこうかない こまきし ほり うち

しみん

れきしかん ねん

むりょう

がつ なのか にち

がつ なのか こまきしやくしょ しんかん しょうめんげんかんまえにち

いちにち かい およこまきやま

こまきやま

いなり ままかんのん

がいこくじん

こんかい こまきやま こまきやま しみん えいご あんないみなさくら かいさいちゅうえいご あんない わたしたち

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

さくら

こまきし れきしかん こまきやまじょう やかん とくべつ かいかん うてんちゅうし

うてんちゅうし

うてんちゅうし

なごや

ほうがく

りょうきん いっぷく

ばしょ

しゃせいたいかい

ちゅういじこう しせき　こまきやま

けんしゅん

かんこうたいし

ばんば やまきたりょくち かぎ じぜんさくら

かきしよう ろーぷ は

とど で かきしよう かのう しんせいさき ししょうこうかんこうか

ばしょ　と きんし きかんちゅう

こまきやまいちえん

ないよう

おうぼほうほう

きかんちゅう こまきやま さくらとう てーま はいく

こんてすと うけつけかいじょう ていしゅつはいく

こんてすと にゅうしょうしゃ がつ にち にち にち きんしやくしょほんちょうしゃ

しやくしょほんちょうしゃ かいてんじ すぺーす てんじ

ひょうしょう にゅうしょうさくひん にち げつはいく

はいくしどう

た がようし わた しゃせい ひつよう どうぐ じさん くだ

うけつけばしょ こまきやま　しせきこうえんない

こまきやま　しせきこうえんない

ほんぶてんと

えん かんこうきょうかいすいしょうひんとう はんばい

こうわかまい あつもり しみんだんたい ちゃれんじ じぎょうにんていだんたい えんそう

えんぶ えんぶ ゆめ ちゃれんじ おおごえ

えんぶこんてすと

せんごくひめたいぶしょうたい

らいとあっぷ こまきやま いったい

こまきやまじょうはな はな　ま

げつ すいがつ ついたち とおか

げつ すい じかん さくら かいかじょうきょう へんこうがつついたち とおか

どがつ にち にちがつ がつにち どむいか にちなのか

どむいかがついべんと にちなのか

どむいかがつ にちなのか

りょうじつ

かいかん

じょうきよっかかん にゅうかんりょう しゅうじつむりょう

めざてんかとういつおおせいりょくすこ

よものおおこうどうかこ

せんごくぶしょうゆうめいれきしじょうにほんおだのぶなが

ひと

おだのぶなが



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

4月16日（火）
4月23日（火）
4月30日（火）
5月  7日（火）

4月  5日（金）
4月12日（金）
4月19日（金）

4月10日（水）
4月17日（水）
4月24日（水）

4月  3日（水）

5月  2日（木）

4月11日（木）
4月25日（木）

4月26日（金）

4月24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

北里児童館

篠岡児童館

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。
※2013年4月から、BCG接種が4か月児健診とは別日になりました。 

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

13:05～13:55

13:05～14:15

9:00～10:10

13:05～14:15

10:00～11:00

10:00～11:00

保健センター 14:00～16:00

10:00～11:00

2011年10月1日～9日生まれ
2011年10月10日～23日生まれ
2011年10月24日～31日生まれ

2011年1月1日～15日生まれ
2011年1月16日～31日生まれ

2010年4月1日～10日生まれ
2010年4月11日～19日生まれ
2010年4月20日～30日生まれ

４か月以降の親子（２7組）
●料金／無料　●申込み／保健センター

９か月以降の親子（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／揺さぶられ症候群について、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

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

2012年12月1日～9日生まれ
2012年12月10日～16日生まれ
2012年12月17日～25日生まれ
2012年12月26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

育児相談・妊婦・産婦健康相談
5月10日（金）

5月24日（金）
10:00～11:15

10:00～12:004月9日（火）、16日（火）
23日（火）、30日（火）

13:00～15:00
●料金／無料　●申込み／保健センター

4月8日（月）

●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

母乳相談

パパママ教室

期　日

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

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

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

りにゅうしょく きょうしつ

しょき きょうしつ

は

りょうきん もうしこ ほけんむりょう

は はじ こ にん

げついこう 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

ないよう

しんたいけいそく

りょうきん むりょう

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 そうだんしんぱい

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
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ぼにゅうそうだん
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予約必要
よやくひつよう

予約必要
よやくひつよう
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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
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たいしょう
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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
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