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

12月13日（火）
12月20日（火）
12月27日（火）
  1月10日（火）

12月  2日（金）
12月  9日（金）
12月16日（金）

12月  7日（水）
12月14日（水）
12月21日（水）

12月19日（月）

12月12日（月）

12月  8日（木）

12月  1日（木）
12月  8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  方には  事前に  お手紙を  お送り致しますので、 受付時間の  詳細は  そちらで  ご確認下さい。

※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  相談して下さい。

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

2015年  6月  1日～11日生まれ

2015年  6月12日～21日生まれ

2015年  6月22日～30日生まれ

2014年  9月  1日～15日生まれ

2014年  9月16日～30日生まれ

保健センター 13:45～14:30

2013年12月  1日～11日生まれ

2013年12月12日～20日生まれ

2013年12月21日～31日生まれ

2016年  8月  1日～  6日生まれ
2016年  8月  7日～16日生まれ
2016年  8月17日～21日生まれ
2016年  8月22日～31日生まれ

※親子(母子）健康手帳を  忘れずに  持って  来て  ください。

内　容 場　所 受付時間 対象・内容・申し込みなど

母子健診などのカレンダー母子健診などのカレンダー
日にち

健診のお知らせ
けんしん し

保健センター　TEL.0568-75-6471  FAX.0568-75-8545問合先
といあわせさき ほけん せんたー

（標準的  接種期間は  生まれてから  5か月～8か月未満）

生後5か月～1歳未満

P6

P7

P8

●2017年  小牧市成人祝賀式

●次の  税金の 支払い期限は  12月 26日（月）です

●外国人の  ための  相談窓口の  お知らせ

●12月の  児童館イベント情報

●小学校に  通う前に 「プレスクール」で  

　日本語を  べんきょうしませんか？

●プラネタリウム クリスマスコンサート

●乳幼児健診、 その他の  教室の  お知らせ

P2

P3

P4

P5●2016年度  臨時福祉給付金  及び  

　障害・遺族年金  受給者向け  給付金の  

　申請受付が  もうすぐ  終了します。

●親子で  楽しむ  プラネタリウム

●高嶋ちさ子  ピアノクインテット

●東部市民センター 第３回 ロビーコンサート

●図書館イベント

●えほん図書館イベント

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

12月  7日（水）

  1月15日（日）

12月16日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

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名）赤ちゃん参加も可

●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

申し込み不要

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

●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）

10:00～12:00

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

12月20日（火）

12月13日（火）

12月  6日（火）

12月  9日（金）

●料金／無料　●申し込み／保健センター

出生体重が  2,500ｇ未満の  赤ちゃんが  生まれたら、 低体重児届出書を  出しましょう。 

届出先：保健センター  または  保険年金課
低体重児届

母乳相談

パパママ教室

12月26日（月）

●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、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

10:00～11:15
●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）

西部児童館

西部児童館

12月  9日（金）

小牧南児童館12月16日（金）

12月27日（火）

育児相談、
妊婦・産婦健康相談

市内在住の  妊婦と  その夫（妊婦のみの  参加も  可）30組

こまきえき
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外国人の人口：7,935人 / 小牧の人口：153,557人（2016年 11月 1日現在）
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岩崎保育園・古雅保育園・市公民館4階

2017年 1月 ～ 3月の  土曜日 べんきょうじかんは  1じかんです。

（好きな  場所で  べんきょうしてください）

2017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

小牧市国際交流協会（KIA）事務局に  直接  きてください。

電話  又は  小牧中部公民館1階窓口で  申し込んでください。

9:00から  申込受付を  開始します。 12月 2日（金） 

無料80人（申込  先着順）

だれでも

（小牧市小牧五丁目253番地）

小牧中部公民館  プラネタリウム

13:30～14:30（13:00から  入場受付）を  開始します。 

ドーム内への  入場は  13:15からです。 

（状況によって  時間は  前後することが  あります。）

12月 23日（金） 

問合先
といあわせさき

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
きょうかいこうりゅうこくさいこまきし

日　時 にちじ

内　容 ないよう

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう 定　員 ていいん

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん 料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

※年金生活者等支援

　臨時福祉給付金

※詐取…だまして  取ること
臨時福祉給付金コールセンター　TEL.0568-76-1613臨時福祉給付金コールセンター　TEL.0568-76-1613問合先

といあわせさき りんじりんじ ふくしふくし きゅうふきんきゅうふきん こーるせんたーこーるせんたー

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

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

現在、 2016年度  臨時福祉給付金  及び  障害・遺族年金受給者向け給付金

（年金生活者等支援臨時福祉給付金）の  申請を  受け付けています。

申請期限は  2017年 1月 4日（水）（消印有効）です。 
申請期限を  過ぎると、 申請受付が  できませんので  ご注意ください。

申請書（黄色の封筒）が  郵送で  届いた方は、 早めに  申請手続きを  お願いします。

～ふりそそぐ  音の  調べ～

冬の星座解説と 「★ふたご座神話 ・ ★オリオンと  さそり神話」

癒しの  音色を  持つ  トーンチャイム、 やわらかく  響く  美しい  音色と

満天の  星空に  包まれる、 そんな  素敵な  時間を  お楽しみください。

「プレスクール」では  小牧の  小学校に  通う  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。

100円（※中学生以下  無料）

10:00から  5階  プラネタリウム  ロビー券売機で  観覧券を  買ってください。

80人だれでも

（小牧市小牧五丁目253番地）小牧中部公民館  プラネタリウム

10:30～（約40分）12月 10日（土）

申請方法

必要書類

ご自宅や  職場などに  市町村や  厚生労働省（の職員）などを  かたった  電話が  かかってきたり、 郵便が  届いたら、 

迷わず、 お住まいの  市町村や  近くの  警察署（または  警察相談専用電話（＃9110））に  ご連絡ください。

●郵送 申請書と  必要書類を、 2017年 1月 4日（水）（消印有効）までに、 

同封の  返信用封筒で  郵送

申請書と  必要書類を、 2017年 1月 4日（水）までに、 市役所本庁舎 2階 203会議室

（9:00～17:00、 土 ・ 日曜日、 祝祭日、 年末年始の  閉庁日を  除く）に  持参

●窓口

●申請者（代表者）の  本人確認書類（運転免許証等）の  写し

●支給対象者  全員の  本人確認書類（運転免許証、 健康保険証等）の  写し

●振込先金融機関の  口座が  確認できるもの（預金通帳の  写し）

※金融機関名、 支店名、 口座番号、 口座名義人（フリガナ）が  書かれた

　ページ（通帳見開き部分）の  写し（ただし、 昨年度に  臨時福祉給付金を  受けとった方で、 

　受取口座が  同じ方は  必要ありません。）

※解説員の  星座案内と  プラネタリウム番組を  楽しんでください。

※番組の  最後に  天文クイズを  やるよ！ クイズに  正解すると、 星座缶バッジが  もらえるよ!!

カモミール： 伊禮 智子、 櫻井 紀久代、 後藤 七保子、 近藤 隆乃、 澤田 暁美出演

2016年度 臨時福祉給付金 及び 障害・遺族年金
受給者向け給付金※の申請受付がもうすぐ終了します

プラネタリウム クリスマスコンサート

小学校に 通う 前に 「プレスクール」で
日本語を べんきょう しませんか？

「臨時福祉給付金」（簡素な  給付措置） 及び 「障害・遺族年金受給者向け給付金
（年金生活者等支援臨時福祉給付金）」の “振り込め詐欺”や “個人情報の詐取※”に  ご注意ください

親子で 楽しむ プラネタリウム
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うつとうめんきょしょううんてんしょるいかくにんほんにんだいひょうしゃしんせいしゃ

かかんらんけんけんばいきろびーぷらねたりうむかい

むりょういかちゅうがくせいえん

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

ふんやく
どにちがつ

ばっじかんせいざせいかいくいずくいずてんもんさいごばんぐみ

たのばんぐみぷらねたりうむあんないせいざかいせついん

しんわおりおんしんわざかいせつせいざふゆ

こもうまどぐちかいこうみんかんちゅうぶこまきまたでんわ

かいしうけつけもうしこみきんにちがつ

むりょうじゅんせんちゃくもうしこみにん

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

ぜんごじかんじょうきょう

にゅうじょうないどーむ

かいしうけつけにゅうじょう

きんにちがつ

あきみさわだたかのこんどうなほこごとうきくよさくらいさとこいれいかもみーるしゅつえん

たのじかんすてきつつほしぞらまんてん

ねいろうつくひびとーんちゃいむもねいろいや

しらおと

ぷらねたりうむ

ぷらねたりうむ くりすます こんさーと

おやこ たの
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文化振興課　TEL.0568-76-1188文化振興課　TEL.0568-76-1188問合先
といあわせさき ぶんかぶんか しんこうしんこう かか

小牧市東部市民センター　TEL.0568-76-1188小牧市東部市民センター　TEL.0568-76-1188問合先
といあわせさき こまきしこまきし とうぶとうぶ しみんしみん せんたーせんたー

おもしろクラフト
「X'マス デコえんぴつ」

クリスマス会「マジックショー」

赤ちゃんと  一緒に  産後ヨガ

レッツ ダンス

クラフトルーム
「クリスマスツリー」

ベビーマッサージ

インターナショナルあそび
「ジュエリークイリング」

クリスマス会
【キッズダンス＆ビンゴゲーム】

科学で  あそぼう

英語で  あそぼう！

♪クリスマスコンサートも  あります

★クリスマス会★

Hi! イングリッシュ ・ kidsコース

～来年の 運だめし！
年末きたっこ宝くじ～

こどもだって  忘年会☆

クリスマス＆音楽祭

ミニクリスマス会

英語で  あそぼ

ベビーマッサージ教室

楽器で  あそぼ

℡75－3817
児童センター

℡75－4999
味岡児童館

℡79－0690
篠岡児童館

℡77－0906
小牧児童館

℡77－0454
小牧南児童館

℡71－1183
北里児童館

℡42－0205
西部児童館

℡78－0046
大城児童館

無料12月11日(日) 13:30～14:30
小学生以上  10人

申込受付:11/27(日)～

※幼児は  必ず  保護者同伴で  ご利用下さい

※申し込みが  必要なものは  各個人で  直接  お申し込みください

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金
りょうきん

小牧市市民会館ホール

2017年 2月 18日（土）
14:00開演（13:30開場）

1,300人

※当日券は 500円たかくなります。  ※全席指定  

※未就学児の  入場は  できません。

先行予約（文化振興課で  平日だけ  受付）アート
フレンド会員

※施設により  休みの日 ・ 開館時間が  違います。

12月 7日（水）9:00から

●11月 29日（火）から  12月 6日（火）まで　●9:00から17:15まで

高嶋ちさ子 ＆ 男組が  贈る  

ピアノクインテットです！高嶋ちさ子 ピアノクインテット

東部市民センター 第３回 ロビーコンサート

TEL可

無料12月18日(日) 14:30～15:30 自由参加

無料
バスタオル2枚、
フェイスタオル1枚持参

ハンドタオル、
上ぐつ、水筒持参

バスタオル、
親子健康手帳持参

チケット販売12/8(木)
～12/21(水)

※数に限りがあります

バスタオル・
親子健康手帳持参

12月8日(木) 13:30～15:00
2～6ヵ月児と  保護者  10組

申込受付:11/23（水・祝）～
TEL可

無料
12月3日(土) 10:00～10:40

年中・年長児の  親子  15組

申込受付:11/24(木)～ TEL可

無料12月10日(土) 10:00～11:00
小学生以上  10人

申込受付:11/26(土)～ TEL可

無料
12月20日(火) 10:00～11:45

2～6ヵ月児と  保護者  10組

申込受付:12/6(火)～ TEL可

無料12月24日(土) 10:00～11:00
小学生以上  15人

申込受付:12/10(土)～ TEL可

無料

12月23日(金･祝) 13:30～15:30 自由参加

12月26日(月) 14:00～15:00
小学生以上  12人

申込受付:12/12(月)～ TEL可

無料

12月4日(日)
①14:00～14:35

②14:45～15:30

①年少～年長児  20人

②小学1～3年生  15人

申込受付:11/20(日)～ TEL可

12月18日(日) 14:00～15:30 自由参加

無料12月18日(日) 10:00～10:40
幼児親子  20人

申込受付:12/4(日)～ TEL可

一部有料

12月22日(木) 13:30～15:30
100人（幼児は  親子参加）

申込受付:12/8(木)～ TEL可

無料

12月11日(日) 13:00～15:30 自由参加

12月20日(火) 11:00～12:00
0～3歳の  未就園児

自由参加

無料12月2日(金)
10:00～10:30

11:00～11:30

幼児親子  各15組

申込受付:11/18(金)～ TEL可

無料
12月15日(木) 10:00～11:45

2～6ヵ月児の  親子  8組

申込受付:12/1(木)～ TEL可

無料12月26日(月)
10:00～10:40

11:00～11:40
2～3歳児の  親子  各15組

申込受付:12/10(土)～ TEL可

行事名 日時 時間 申し込み 材料費など 児童館名 じどうかんめいざいりょうひなどもうしこみじかんにちじぎょうじめい

チケット販売日

販売場所

電話予約

東部・味岡・北里の  各市民センター、 市民会館、 中部公民館、

勤労センター、 まなび創造館（9:30から）、 ゆう 友 せいぶ、 ふらっとみなみ、 

小牧市役所文化振興課、 チケットぴあ（12月 7日（水）のみ  10:00から、

電話（0570）02-9999 　Pコード:314-186）

無料一般小牧市東部市民センター1階  ロビー・ホワイエ

12:15～13:002016年 12月 10日(土)

津軽海峡冬景色 / コンドルは  飛んで行く / 鉄腕アトム ほか曲目

小牧東部  ハーモニカクラブ出演

文化振興課で  平日だけ  受付

受付期間／2016年 12月 7日（水）～2017年 2月 17日(金)

受付時間／9:00～17:15 （12月 7日（水）だけ  14:00～15:15）

●予約後、 2週間以内に  各販売窓口で  購入

1階席

2階席

1,200円1,500円3,500円4,000円

アート小中学生小中学生アート会員一般

900円1200円3,000円3,500円

定　員 ていいん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ 対　象 たいしょう 料　金 りょうきん

いっぱん

かにちがつかにちがつ

うけつけへいじつしんこう かぶんかよやくせんこう

かいいんふれんど

あーと

こうにゅうまどぐちはんばいかくいないしゅうかんよやくご

すいにちがつじかんうけつけ

きんにちがつねんすいにちがつねんきかんうけつけ

うけつけへいじつかしんこうぶんか

よやくでんわ

ちがじかんかいかんやす ひしせつ

こーどでんわ

すいにちがつちけっとかしんこうぶんかしやくしょこまき

ゆうそうぞうかんせんたーきんろう

こうみんかんちゅうぶかいかんしみんせんたーしみんかくきたさとあじおかとうぶ

むりょういっぱんほわいえろびーかいせんたーしみんとうぶこまきし

どにちがつねん

あとむてつわんいとこんどるふゆげしきかいきょうつがるきょくもく

くらぶはーもにかとうぶこまきしゅつえん

ばしょはんばい

すいにちがつはんばいびちけっと

にゅうじょうみしゅうがくじ

していぜんせきえんとうじつけん

にん

ほーるかいかんしみんこまきし

かいじょうかいえん

どにちがつねん

くいんてっとぴあの

おくおとこぐみこたかしま

えんかいせき

かいせき

あーと あーとかいいん しょうちゅうがくせい しょうちゅうがくせい

く い ん て っ とぴ あ のこた か し ま

ろ び ーか いだ いせ ん た ーし み んと う ぶ こ ん さ ー と

じ ょ う ほ うい べ ん とじ ど う か んが つ

むりょう

ばすたおる

じさんてちょうけんこうおやこ

ばすたおる

じさんてちょうけんこうおやこ

ばすたおる

じさんすいとううわ

はんどたおる

かぎかず

すい

もくはんばいちけっと

ゆうりょういちぶ

きん

げつ

しゅくきん

か

ど

もく

にち にちがつ

がっき

きょうしつまっさーじべびー

えいご

かいくりすますみに

おんがくさいくりすます

たからねんまつ

うんらいねん

ぼうねんかい

こーすいんぐりっしゅ

こんさーとくりすます

かいくりすます

えいご

かがく

げーむびんごだんすきっず

かいくりすます

くいりんぐじゅえりー

いんたーなしょなる

まっさーじべびー

つりーくりすます

るーむくらふと

だんすれっつ

よがさんごいっしょあか

しょーまじっくかいくりすます

でこくりすます

くらふと

こもうちょくせつこじんかくひつようこもう

くだりようどうはんほごしゃかならようじ

にんおやこようじ

にん おやこ さんかようじ

にんねんせいしょうがく

にんねんちょうじねんしょう

くみおやこねんちょうじねんちゅう

くみほごしゃかげつじ

さんかじゆう

さんかじゆう

さんかじゆう

さんかじゆう

さんかじゆう

にちうけつけもうしこみ

にちうけつけもうしこみ

にちうけつけもうしこみ

かく

かく

くみおやこようじ

さい みしゅうえんじ

きんうけつけもうしこみ

にんいじょうしょくがくせい

どうけつけもうしこみ

にんいじょうしょくがくせい

げつうけつけもうしこみ

にんいじょうしょくがくせい

どうけつけもうしこみ

すいしゅくうけつけもうしこみ

くみほごしゃかげつじ

かうけつけもうしこみ

くみおやこかげつじ

もくうけつけもうしこみ

くみおやこかげつじ

どうけつけもうしこみ

もくうけつけもうしこみ

もくうけつけもうしこみ

にんいじょうしょくがくせい

じどうかんおおしろ

じどうかんせいぶ

じどうかんきたさと

じどうかんこまきみなみ

じどうかんこまき

じどうかんしのおか

じどうかんあじおか

せんたーじどう

ふぇいすたおる

まい

まいじさん
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図書館イベント

えほん図書館イベント

小牧市成人祝賀式2017年

次の 税金の 支払い期限は 12月 26日（月）です

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。

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  12月 11日（日）、 12月 25日（日）　8:30～17:15

○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）

○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、 年末年始は　休みです。

今月は、 支払い期限が  26日（月）です。 支払いは  早めに！ 

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）

市民安全課　TEL.0568-76-1120（相談直通）市民安全課　TEL.0568-76-1120（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

ポルトガル語 月～金

月・火・木スペイン語・英語

問合先
といあわせさき

収税課　TEL.0568-76-1117収税課　TEL.0568-76-1117
しゅうぜいかしゅうぜいか

問合先
といあわせさき

図書館　TEL.0568-73-9951図書館　TEL.0568-73-9951
としょかんとしょかん

問合先
といあわせさき

えほん図書館　TEL. 0568-41-4646えほん図書館　TEL. 0568-41-4646 休館日を  除く  9:30から18:00休館日を  除く  9:30から18:00
としょかんとしょかん きゅうかんびきゅうかんび のぞのぞ

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）、

中国語 （9:00～16:30）を  話すことが  できる  職員が  います。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

パークアリーナ小牧

2017年 1月 8日（日）13:30～（受付13:00～）

1996年 4月 2日 ～ 1997年 4月 1日に  生まれ、 

小牧市に  住民登録が  ある人

当日は、  直接会場に  来てください。

80人（当日先着順）

大きな  絵本、 パネルシアター、 人形劇など

50人（当日先着順）無料

2～6歳ぐらいの  お子さんと  その保護者

えほん図書館（ラピオ4階）おはなしの  部屋 ーみるみるー

12月 17日（土）13:30～14:30

はじまりはじまりの たのしい クリスマス会

〈ボランティアさんによる もよおし〉

みんな にっこり クリスマス☆
〈図書館員による もよおし〉

人形劇や  手品、 詩や  わらべうたなど  楽しい  クリスマス会を  開催します。

申込受付期間 11月 28日（月）～申込方法 電話または  直接  行って  申し込み

いります  ＊かわりの人による  申し込みは  できません。

＊家族単位で  1組

12月 12日（月） ・ 19日（月） 各回 20組（申込先着順）

12月 18日（日） 各回 15組（申込先着順）

絵本の  読みきかせ、 ハンドベルの  演奏、 ペープサート劇など （各回  同じ  内容）

無料0～3歳ぐらいの  お子さんと  その保護者

えほん図書館（ラピオ4階）おはなしの  部屋 ーみるみるー
①10:10～10:40  ②11:10～11:40

12月 12日（月）、 12月 18日（日）、 12月  19日（月）

無料

図書館1階  視聴覚室12月 11日（日）14:30～15:30

おはなしの森 クリスマス会

50人（当日先着順）

大きな  絵本や  人形劇など  楽しい  クリスマス会を  開催します。

無料

東部市民センター2階  視聴覚室12月 3日（土） 10:30～11:30

おはなしこいこい！ クリスマス会

こども政策課　TEL.0568-76-1179こども政策課　TEL.0568-76-1179問合先
といあわせさき せいさくせいさく かか

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ 場　所 ばしょ

定　員 ていいん料　金 りょうきん

内　容 ないよう

日　時 にちじ 場　所 ばしょ

定　員 ていいん料　金 りょうきん

内　容 ないよう

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

内　容 ないよう

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん料　金 りょうきん

内　容 ないよう

かいさいかいくりすますたのしてじなにんぎょうげき

じゅんせんちゃくとうじつにんむりょう

しちょうかくしつ

しちょうかくしつ

かいとしょかんにちにちがつ

かいくりすますもり

かいさいかいくりすますたのにんぎょうげきえほんおお

じゅんせんちゃくとうじつにんむりょう

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

こまきありーなぱーく

うけつけ
にちにちがつねん

かいせんたーしみんとうぶどにちがつ

かいくりすます

にんぎょうげきしあたーぱねるえほんおお

じゅんせんちゃくとうじつにんむりょう

ほごしゃこさい

どにちがつ

かいくりすます

ぼらんてぃあ

げつにちがつちょくせつでんわ い

ひと こもう

こもう

ないようおなかくかいげきぺーぷさーとえんそうはんどべるよえほん

くみたんいかぞく

にちにちがつ

じゅんせんちゃくもうしこみくみかくかい

じゅんせんちゃくもうしこみくみかくかい

げつにち げつにちがつ

むりょうほごしゃこさい

へやかいらぴおとしょかん

へやかいらぴおとしょかん

げつげつにち にち にち にちがつ がつ がつ

くりすます

としょかんいん

もうしこみ もうしこみうけつけ きかんほうほう

い べ ん とと し ょ か ん し ゅ く が し きせ い じ んこ ま き し
ね ん

い べ ん とと し ょ か ん

平日の  昼は  忙しくて、 税金の  支払いが  できない  人は…

はやしはらこんげつ しはら きげん にち げつ

つ ぎ ぜ い きん し はら き げん が つ に ち げ つ

しはら

かくにんかねのここうざまえ ひきげんしはら

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

へいじつ ひる ぜいきんいそが しはら ひと

こくみんこくみん けんこうけんこう ほけんほけん ぜいぜい

かいごかいご ほけんほけん 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
ききだいだい ききだいだい

ききだいだい
こていこてい しさんしさん ぜいぜい

ききだいだい

がつ にちにち がつ にち にち

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

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

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

ちゅうごく ご はな しょくいん

ほいく か

まどぐちそ うだ んが いこくじん 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
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図書館イベント

えほん図書館イベント

小牧市成人祝賀式2017年

次の 税金の 支払い期限は 12月 26日（月）です

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。

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  12月 11日（日）、 12月 25日（日）　8:30～17:15

○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）

○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、 年末年始は　休みです。

今月は、 支払い期限が  26日（月）です。 支払いは  早めに！ 

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）

市民安全課　TEL.0568-76-1120（相談直通）市民安全課　TEL.0568-76-1120（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

ポルトガル語 月～金

月・火・木スペイン語・英語

問合先
といあわせさき

収税課　TEL.0568-76-1117収税課　TEL.0568-76-1117
しゅうぜいかしゅうぜいか

問合先
といあわせさき

図書館　TEL.0568-73-9951図書館　TEL.0568-73-9951
としょかんとしょかん

問合先
といあわせさき

えほん図書館　TEL. 0568-41-4646えほん図書館　TEL. 0568-41-4646 休館日を  除く  9:30から18:00休館日を  除く  9:30から18:00
としょかんとしょかん きゅうかんびきゅうかんび のぞのぞ

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）、

中国語 （9:00～16:30）を  話すことが  できる  職員が  います。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

パークアリーナ小牧

2017年 1月 8日（日）13:30～（受付13:00～）

1996年 4月 2日 ～ 1997年 4月 1日に  生まれ、 

小牧市に  住民登録が  ある人

当日は、  直接会場に  来てください。

80人（当日先着順）

大きな  絵本、 パネルシアター、 人形劇など

50人（当日先着順）無料

2～6歳ぐらいの  お子さんと  その保護者

えほん図書館（ラピオ4階）おはなしの  部屋 ーみるみるー

12月 17日（土）13:30～14:30

はじまりはじまりの たのしい クリスマス会

〈ボランティアさんによる もよおし〉

みんな にっこり クリスマス☆
〈図書館員による もよおし〉

人形劇や  手品、 詩や  わらべうたなど  楽しい  クリスマス会を  開催します。

申込受付期間 11月 28日（月）～申込方法 電話または  直接  行って  申し込み

いります  ＊かわりの人による  申し込みは  できません。

＊家族単位で  1組

12月 12日（月） ・ 19日（月） 各回 20組（申込先着順）

12月 18日（日） 各回 15組（申込先着順）

絵本の  読みきかせ、 ハンドベルの  演奏、 ペープサート劇など （各回  同じ  内容）

無料0～3歳ぐらいの  お子さんと  その保護者

えほん図書館（ラピオ4階）おはなしの  部屋 ーみるみるー
①10:10～10:40  ②11:10～11:40

12月 12日（月）、 12月 18日（日）、 12月  19日（月）

無料

図書館1階  視聴覚室12月 11日（日）14:30～15:30

おはなしの森 クリスマス会

50人（当日先着順）

大きな  絵本や  人形劇など  楽しい  クリスマス会を  開催します。

無料

東部市民センター2階  視聴覚室12月 3日（土） 10:30～11:30

おはなしこいこい！ クリスマス会

こども政策課　TEL.0568-76-1179こども政策課　TEL.0568-76-1179問合先
といあわせさき せいさくせいさく かか

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ 場　所 ばしょ

定　員 ていいん料　金 りょうきん

内　容 ないよう

日　時 にちじ 場　所 ばしょ

定　員 ていいん料　金 りょうきん

内　容 ないよう

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

内　容 ないよう

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん料　金 りょうきん

内　容 ないよう

かいさいかいくりすますたのしてじなにんぎょうげき

じゅんせんちゃくとうじつにんむりょう

しちょうかくしつ

しちょうかくしつ

かいとしょかんにちにちがつ

かいくりすますもり

かいさいかいくりすますたのにんぎょうげきえほんおお

じゅんせんちゃくとうじつにんむりょう

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

こまきありーなぱーく

うけつけ
にちにちがつねん

かいせんたーしみんとうぶどにちがつ

かいくりすます

にんぎょうげきしあたーぱねるえほんおお

じゅんせんちゃくとうじつにんむりょう

ほごしゃこさい

どにちがつ

かいくりすます

ぼらんてぃあ

げつにちがつちょくせつでんわ い

ひと こもう

こもう

ないようおなかくかいげきぺーぷさーとえんそうはんどべるよえほん

くみたんいかぞく

にちにちがつ

じゅんせんちゃくもうしこみくみかくかい

じゅんせんちゃくもうしこみくみかくかい

げつにち げつにちがつ

むりょうほごしゃこさい

へやかいらぴおとしょかん

へやかいらぴおとしょかん

げつげつにち にち にち にちがつ がつ がつ

くりすます

としょかんいん

もうしこみ もうしこみうけつけ きかんほうほう

い べ ん とと し ょ か ん し ゅ く が し きせ い じ んこ ま き し
ね ん

い べ ん とと し ょ か ん

平日の  昼は  忙しくて、 税金の  支払いが  できない  人は…

はやしはらこんげつ しはら きげん にち げつ

つ ぎ ぜ い きん し はら き げん が つ に ち げ つ

しはら

かくにんかねのここうざまえ ひきげんしはら

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

へいじつ ひる ぜいきんいそが しはら ひと

こくみんこくみん けんこうけんこう ほけんほけん ぜいぜい

かいごかいご ほけんほけん 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
ききだいだい ききだいだい

ききだいだい
こていこてい しさんしさん ぜいぜい

ききだいだい

がつ にちにち がつ にち にち

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

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

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

ちゅうごく ご はな しょくいん

ほいく か

まどぐちそ うだ んが いこくじん 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
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文化振興課　TEL.0568-76-1188文化振興課　TEL.0568-76-1188問合先
といあわせさき ぶんかぶんか しんこうしんこう かか

小牧市東部市民センター　TEL.0568-76-1188小牧市東部市民センター　TEL.0568-76-1188問合先
といあわせさき こまきしこまきし とうぶとうぶ しみんしみん せんたーせんたー

おもしろクラフト
「X'マス デコえんぴつ」

クリスマス会「マジックショー」

赤ちゃんと  一緒に  産後ヨガ

レッツ ダンス

クラフトルーム
「クリスマスツリー」

ベビーマッサージ

インターナショナルあそび
「ジュエリークイリング」

クリスマス会
【キッズダンス＆ビンゴゲーム】

科学で  あそぼう

英語で  あそぼう！

♪クリスマスコンサートも  あります

★クリスマス会★

Hi! イングリッシュ ・ kidsコース

～来年の 運だめし！
年末きたっこ宝くじ～

こどもだって  忘年会☆

クリスマス＆音楽祭

ミニクリスマス会

英語で  あそぼ

ベビーマッサージ教室

楽器で  あそぼ

℡75－3817
児童センター

℡75－4999
味岡児童館

℡79－0690
篠岡児童館

℡77－0906
小牧児童館

℡77－0454
小牧南児童館

℡71－1183
北里児童館

℡42－0205
西部児童館

℡78－0046
大城児童館

無料12月11日(日) 13:30～14:30
小学生以上  10人

申込受付:11/27(日)～

※幼児は  必ず  保護者同伴で  ご利用下さい

※申し込みが  必要なものは  各個人で  直接  お申し込みください

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金
りょうきん

小牧市市民会館ホール

2017年 2月 18日（土）
14:00開演（13:30開場）

1,300人

※当日券は 500円たかくなります。  ※全席指定  

※未就学児の  入場は  できません。

先行予約（文化振興課で  平日だけ  受付）アート
フレンド会員

※施設により  休みの日 ・ 開館時間が  違います。

12月 7日（水）9:00から

●11月 29日（火）から  12月 6日（火）まで　●9:00から17:15まで

高嶋ちさ子 ＆ 男組が  贈る  

ピアノクインテットです！高嶋ちさ子 ピアノクインテット

東部市民センター 第３回 ロビーコンサート

TEL可

無料12月18日(日) 14:30～15:30 自由参加

無料
バスタオル2枚、
フェイスタオル1枚持参

ハンドタオル、
上ぐつ、水筒持参

バスタオル、
親子健康手帳持参

チケット販売12/8(木)
～12/21(水)

※数に限りがあります

バスタオル・
親子健康手帳持参

12月8日(木) 13:30～15:00
2～6ヵ月児と  保護者  10組

申込受付:11/23（水・祝）～
TEL可

無料
12月3日(土) 10:00～10:40

年中・年長児の  親子  15組

申込受付:11/24(木)～ TEL可

無料12月10日(土) 10:00～11:00
小学生以上  10人

申込受付:11/26(土)～ TEL可

無料
12月20日(火) 10:00～11:45

2～6ヵ月児と  保護者  10組

申込受付:12/6(火)～ TEL可

無料12月24日(土) 10:00～11:00
小学生以上  15人

申込受付:12/10(土)～ TEL可

無料

12月23日(金･祝) 13:30～15:30 自由参加

12月26日(月) 14:00～15:00
小学生以上  12人

申込受付:12/12(月)～ TEL可

無料

12月4日(日)
①14:00～14:35

②14:45～15:30

①年少～年長児  20人

②小学1～3年生  15人

申込受付:11/20(日)～ TEL可

12月18日(日) 14:00～15:30 自由参加

無料12月18日(日) 10:00～10:40
幼児親子  20人

申込受付:12/4(日)～ TEL可

一部有料

12月22日(木) 13:30～15:30
100人（幼児は  親子参加）

申込受付:12/8(木)～ TEL可

無料

12月11日(日) 13:00～15:30 自由参加

12月20日(火) 11:00～12:00
0～3歳の  未就園児

自由参加

無料12月2日(金)
10:00～10:30

11:00～11:30

幼児親子  各15組

申込受付:11/18(金)～ TEL可

無料
12月15日(木) 10:00～11:45

2～6ヵ月児の  親子  8組

申込受付:12/1(木)～ TEL可

無料12月26日(月)
10:00～10:40

11:00～11:40
2～3歳児の  親子  各15組

申込受付:12/10(土)～ TEL可

行事名 日時 時間 申し込み 材料費など 児童館名 じどうかんめいざいりょうひなどもうしこみじかんにちじぎょうじめい

チケット販売日

販売場所

電話予約

東部・味岡・北里の  各市民センター、 市民会館、 中部公民館、

勤労センター、 まなび創造館（9:30から）、 ゆう 友 せいぶ、 ふらっとみなみ、 

小牧市役所文化振興課、 チケットぴあ（12月 7日（水）のみ  10:00から、

電話（0570）02-9999 　Pコード:314-186）

無料一般小牧市東部市民センター1階  ロビー・ホワイエ

12:15～13:002016年 12月 10日(土)

津軽海峡冬景色 / コンドルは  飛んで行く / 鉄腕アトム ほか曲目

小牧東部  ハーモニカクラブ出演

文化振興課で  平日だけ  受付

受付期間／2016年 12月 7日（水）～2017年 2月 17日(金)

受付時間／9:00～17:15 （12月 7日（水）だけ  14:00～15:15）

●予約後、 2週間以内に  各販売窓口で  購入

1階席

2階席

1,200円1,500円3,500円4,000円

アート小中学生小中学生アート会員一般

900円1200円3,000円3,500円

定　員 ていいん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ 対　象 たいしょう 料　金 りょうきん

いっぱん

かにちがつかにちがつ

うけつけへいじつしんこう かぶんかよやくせんこう

かいいんふれんど

あーと

こうにゅうまどぐちはんばいかくいないしゅうかんよやくご

すいにちがつじかんうけつけ

きんにちがつねんすいにちがつねんきかんうけつけ

うけつけへいじつかしんこうぶんか

よやくでんわ

ちがじかんかいかんやす ひしせつ

こーどでんわ

すいにちがつちけっとかしんこうぶんかしやくしょこまき

ゆうそうぞうかんせんたーきんろう

こうみんかんちゅうぶかいかんしみんせんたーしみんかくきたさとあじおかとうぶ

むりょういっぱんほわいえろびーかいせんたーしみんとうぶこまきし

どにちがつねん

あとむてつわんいとこんどるふゆげしきかいきょうつがるきょくもく

くらぶはーもにかとうぶこまきしゅつえん

ばしょはんばい

すいにちがつはんばいびちけっと

にゅうじょうみしゅうがくじ

していぜんせきえんとうじつけん

にん

ほーるかいかんしみんこまきし

かいじょうかいえん

どにちがつねん

くいんてっとぴあの

おくおとこぐみこたかしま

えんかいせき

かいせき

あーと あーとかいいん しょうちゅうがくせい しょうちゅうがくせい

く い ん て っ とぴ あ のこた か し ま

ろ び ーか いだ いせ ん た ーし み んと う ぶ こ ん さ ー と

じ ょ う ほ うい べ ん とじ ど う か んが つ

むりょう

ばすたおる

じさんてちょうけんこうおやこ

ばすたおる

じさんてちょうけんこうおやこ

ばすたおる

じさんすいとううわ

はんどたおる

かぎかず

すい

もくはんばいちけっと

ゆうりょういちぶ

きん

げつ

しゅくきん

か

ど

もく

にち にちがつ

がっき

きょうしつまっさーじべびー

えいご

かいくりすますみに

おんがくさいくりすます

たからねんまつ

うんらいねん

ぼうねんかい

こーすいんぐりっしゅ

こんさーとくりすます

かいくりすます

えいご

かがく

げーむびんごだんすきっず

かいくりすます

くいりんぐじゅえりー

いんたーなしょなる

まっさーじべびー

つりーくりすます

るーむくらふと

だんすれっつ

よがさんごいっしょあか

しょーまじっくかいくりすます

でこくりすます

くらふと

こもうちょくせつこじんかくひつようこもう

くだりようどうはんほごしゃかならようじ

にんおやこようじ

にん おやこ さんかようじ

にんねんせいしょうがく

にんねんちょうじねんしょう

くみおやこねんちょうじねんちゅう

くみほごしゃかげつじ

さんかじゆう

さんかじゆう

さんかじゆう

さんかじゆう

さんかじゆう

にちうけつけもうしこみ

にちうけつけもうしこみ

にちうけつけもうしこみ

かく

かく

くみおやこようじ

さい みしゅうえんじ

きんうけつけもうしこみ

にんいじょうしょくがくせい

どうけつけもうしこみ

にんいじょうしょくがくせい

げつうけつけもうしこみ

にんいじょうしょくがくせい

どうけつけもうしこみ

すいしゅくうけつけもうしこみ

くみほごしゃかげつじ

かうけつけもうしこみ

くみおやこかげつじ

もくうけつけもうしこみ

くみおやこかげつじ

どうけつけもうしこみ

もくうけつけもうしこみ

もくうけつけもうしこみ

にんいじょうしょくがくせい

じどうかんおおしろ

じどうかんせいぶ

じどうかんきたさと

じどうかんこまきみなみ

じどうかんこまき

じどうかんしのおか

じどうかんあじおか

せんたーじどう

ふぇいすたおる

まい

まいじさん
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岩崎保育園・古雅保育園・市公民館4階

2017年 1月 ～ 3月の  土曜日 べんきょうじかんは  1じかんです。

（好きな  場所で  べんきょうしてください）

2017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

小牧市国際交流協会（KIA）事務局に  直接  きてください。

電話  又は  小牧中部公民館1階窓口で  申し込んでください。

9:00から  申込受付を  開始します。 12月 2日（金） 

無料80人（申込  先着順）

だれでも

（小牧市小牧五丁目253番地）

小牧中部公民館  プラネタリウム

13:30～14:30（13:00から  入場受付）を  開始します。 

ドーム内への  入場は  13:15からです。 

（状況によって  時間は  前後することが  あります。）

12月 23日（金） 

問合先
といあわせさき

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
きょうかいこうりゅうこくさいこまきし

日　時 にちじ

内　容 ないよう

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう 定　員 ていいん

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん 料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

※年金生活者等支援

　臨時福祉給付金

※詐取…だまして  取ること
臨時福祉給付金コールセンター　TEL.0568-76-1613臨時福祉給付金コールセンター　TEL.0568-76-1613問合先

といあわせさき りんじりんじ ふくしふくし きゅうふきんきゅうふきん こーるせんたーこーるせんたー

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

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

現在、 2016年度  臨時福祉給付金  及び  障害・遺族年金受給者向け給付金

（年金生活者等支援臨時福祉給付金）の  申請を  受け付けています。

申請期限は  2017年 1月 4日（水）（消印有効）です。 
申請期限を  過ぎると、 申請受付が  できませんので  ご注意ください。

申請書（黄色の封筒）が  郵送で  届いた方は、 早めに  申請手続きを  お願いします。

～ふりそそぐ  音の  調べ～

冬の星座解説と 「★ふたご座神話 ・ ★オリオンと  さそり神話」

癒しの  音色を  持つ  トーンチャイム、 やわらかく  響く  美しい  音色と

満天の  星空に  包まれる、 そんな  素敵な  時間を  お楽しみください。

「プレスクール」では  小牧の  小学校に  通う  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。

100円（※中学生以下  無料）

10:00から  5階  プラネタリウム  ロビー券売機で  観覧券を  買ってください。

80人だれでも

（小牧市小牧五丁目253番地）小牧中部公民館  プラネタリウム

10:30～（約40分）12月 10日（土）

申請方法

必要書類

ご自宅や  職場などに  市町村や  厚生労働省（の職員）などを  かたった  電話が  かかってきたり、 郵便が  届いたら、 

迷わず、 お住まいの  市町村や  近くの  警察署（または  警察相談専用電話（＃9110））に  ご連絡ください。

●郵送 申請書と  必要書類を、 2017年 1月 4日（水）（消印有効）までに、 

同封の  返信用封筒で  郵送

申請書と  必要書類を、 2017年 1月 4日（水）までに、 市役所本庁舎 2階 203会議室

（9:00～17:00、 土 ・ 日曜日、 祝祭日、 年末年始の  閉庁日を  除く）に  持参

●窓口

●申請者（代表者）の  本人確認書類（運転免許証等）の  写し

●支給対象者  全員の  本人確認書類（運転免許証、 健康保険証等）の  写し

●振込先金融機関の  口座が  確認できるもの（預金通帳の  写し）

※金融機関名、 支店名、 口座番号、 口座名義人（フリガナ）が  書かれた

　ページ（通帳見開き部分）の  写し（ただし、 昨年度に  臨時福祉給付金を  受けとった方で、 

　受取口座が  同じ方は  必要ありません。）

※解説員の  星座案内と  プラネタリウム番組を  楽しんでください。

※番組の  最後に  天文クイズを  やるよ！ クイズに  正解すると、 星座缶バッジが  もらえるよ!!

カモミール： 伊禮 智子、 櫻井 紀久代、 後藤 七保子、 近藤 隆乃、 澤田 暁美出演

2016年度 臨時福祉給付金 及び 障害・遺族年金
受給者向け給付金※の申請受付がもうすぐ終了します

プラネタリウム クリスマスコンサート

小学校に 通う 前に 「プレスクール」で
日本語を べんきょう しませんか？

「臨時福祉給付金」（簡素な  給付措置） 及び 「障害・遺族年金受給者向け給付金
（年金生活者等支援臨時福祉給付金）」の “振り込め詐欺”や “個人情報の詐取※”に  ご注意ください

親子で 楽しむ プラネタリウム
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「小牧駅周辺イルミネーション」昨年の  様子と  

雪化粧を  したこまきやま

「小牧駅周辺イルミネーション」昨年の  様子と  

雪化粧を  したこまきやま

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

12月13日（火）
12月20日（火）
12月27日（火）
  1月10日（火）

12月  2日（金）
12月  9日（金）
12月16日（金）

12月  7日（水）
12月14日（水）
12月21日（水）

12月19日（月）

12月12日（月）

12月  8日（木）

12月  1日（木）
12月  8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  方には  事前に  お手紙を  お送り致しますので、 受付時間の  詳細は  そちらで  ご確認下さい。

※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  相談して下さい。

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

2015年  6月  1日～11日生まれ

2015年  6月12日～21日生まれ

2015年  6月22日～30日生まれ

2014年  9月  1日～15日生まれ

2014年  9月16日～30日生まれ

保健センター 13:45～14:30

2013年12月  1日～11日生まれ

2013年12月12日～20日生まれ

2013年12月21日～31日生まれ

2016年  8月  1日～  6日生まれ
2016年  8月  7日～16日生まれ
2016年  8月17日～21日生まれ
2016年  8月22日～31日生まれ

※親子(母子）健康手帳を  忘れずに  持って  来て  ください。

内　容 場　所 受付時間 対象・内容・申し込みなど

母子健診などのカレンダー母子健診などのカレンダー
日にち

健診のお知らせ
けんしん し

保健センター　TEL.0568-75-6471  FAX.0568-75-8545問合先
といあわせさき ほけん せんたー

（標準的  接種期間は  生まれてから  5か月～8か月未満）

生後5か月～1歳未満

P6

P7

P8

●2017年  小牧市成人祝賀式

●次の  税金の 支払い期限は  12月 26日（月）です

●外国人の  ための  相談窓口の  お知らせ

●12月の  児童館イベント情報

●小学校に  通う前に 「プレスクール」で  

　日本語を  べんきょうしませんか？

●プラネタリウム クリスマスコンサート

●乳幼児健診、 その他の  教室の  お知らせ

P2

P3

P4

P5●2016年度  臨時福祉給付金  及び  

　障害・遺族年金  受給者向け  給付金の  

　申請受付が  もうすぐ  終了します。

●親子で  楽しむ  プラネタリウム

●高嶋ちさ子  ピアノクインテット

●東部市民センター 第３回 ロビーコンサート

●図書館イベント

●えほん図書館イベント

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

12月  7日（水）

  1月15日（日）

12月16日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

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名）赤ちゃん参加も可

●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

申し込み不要

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

●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）

10:00～12:00

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

12月20日（火）

12月13日（火）

12月  6日（火）

12月  9日（金）

●料金／無料　●申し込み／保健センター

出生体重が  2,500ｇ未満の  赤ちゃんが  生まれたら、 低体重児届出書を  出しましょう。 

届出先：保健センター  または  保険年金課
低体重児届

母乳相談

パパママ教室

12月26日（月）

●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、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

10:00～11:15
●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）

西部児童館

西部児童館

12月  9日（金）

小牧南児童館12月16日（金）

12月27日（火）

育児相談、
妊婦・産婦健康相談

市内在住の  妊婦と  その夫（妊婦のみの  参加も  可）30組

こまきえき
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ほけん せんたー

すい

げつ

にち  う

たいしょう かた てがみじぜん おく いた うけつけじかん かくにん くだしょうさい

そうだん くだほけんわる ばあい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

しまどぐちそうだんがいこくじん

げつにちがつきげんしはらぜいきんつぎ

しきょうしつたけんしんにゅうようじ

あか ほうもん
ほけんれんらくいん ほけんれんらくいん も

ほうもん でんわ つごうじぜん うかが

せいご げつごろ あか じたく いわしゅっさん ひん

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 めい さんか かあか

りょうきん むりょう

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 にんぷざいじゅう 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

ぱ ぱ 　  ま ま   きょうしつ

ていたいじゅうじとどけ

とどけでさき ほけん せんたー

みまんたいじゅうしゅっせい あか う とどけでしょ だ

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

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

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

にち

ば

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 とう 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

じどうかんせいぶ

じどうかんこまきみなみ

じどうかんせいぶ

ないよう いくじ 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

にほんご

しょうがっこう まえかよ ぷれ すくーる

うけつけ しゅうりょうしんせい

きゅうふきんむじゅきゅうしゃねんきんいぞくしょうがい

およきゅうふきんふくしりんじねんど

ぷらねたりうむ

ぷらねたりうむ くりすます こんさーと

おやこ たの

くいんてっとぴあのこたかしま

ろびーかいだいせんたーしみんとうぶ こんさーと

じょうほういべんとじどうかんがつ

いべんととしょかん

いべんととしょかん

しゅくがしきせいじんこまきしねん
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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

2016
月号12

外国人の人口：7,935人 / 小牧の人口：153,557人（2016年 11月 1日現在）


