
●2015年度「児童手当現況届」

  「子育て世帯 臨時特例給付金」 の 受付が始まります

●消費者トラブル情報 ワンクリック請求

●国民健康保険税は 便利な 口座振替で

●2015年度 国民健康保険税の 通知書を 送ります

●センターモールの 案内

●ふれあい音楽広場

●彩音チャリティーコンサート

●KIA国際こども教室 「ふれあい体験ツアー」

●KIAドイツ理解講座

●KIAブルガリア料理で 国際交流

●次の税金の支払期限は 6月30日（火）です

●2015年度市・県民税の 納税通知書を 送ります

●外国人のための 相談窓口の お知らせ

●成人検診の お知らせ

●母子健診等カレンダー

P3 P6

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

6月16日（火）
6月23日（火）
6月30日（火）
7月  7日（火）

6月  5日（金）
6月12日（金）
6月19日（金）

6月  3日（水）
6月10日（水）
6月24日（水）

6月  8日（月）
6月17日（水）
6月22日（月）

6月11日（木）
6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  前もって  お手紙を  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  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

2013年  3月  1日～15日生まれ
2013年  3月16日～31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）
※予診票は 生後４か月頃  送ります。
※会場は  小牧市保健センター

2012年  6月  1日～11日生まれ
2012年  6月12日～20日生まれ
2012年  6月21日～31日生まれ

2015年  2月  1日～  6日生まれ
2015年  2月  7日～13日生まれ
2015年  2月14日～20日生まれ
2015年  2月21日～28日生まれ

6月10日（水）

7月  5日（日）

6月26日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

小牧児童館

※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 10:00～12:00

４か月児以降の保護者（27人）赤ちゃん参加OK

●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

小牧市に住んでいる妊婦とその夫（妊婦だけの参加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／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

6月16日（火）
6月  9日（火）
6月  2日（火）

6月26日（金）

●料金／無料　●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

10:00～12:00

6月23日（火）
6月29日（月）
6月30日（火）

P2

P8

P7

P5

P4

健診のお知らせ
けんしん

もくじもくじ

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

市民四季の森：あじさいの丘市民四季の森：あじさいの丘

●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）小牧児童館

小牧南児童館

西部児童館

6月26日（金）

6月19日（金）

6月12日（金）
育児相談、

妊婦・産婦健康相談
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外国人の人口：7,319人 / 小牧の人口：153,744人（2015年  5月 1日現在）
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胸部X線検診

人間ドック

7月30日（木） 保健センター

市内指定

医療機関

胃がん検診

（胃部X線間接撮影）

7月22日（水）

7月29日（水）

8月  4日（火）

9:00

～

11:00

9:00

～

11:00

9:00

～

15:00

9:00

～

15:00

9:00

～

15：30

種類 期日 時間 場所

検診のお知らせ

大腸がん検診

（便潜血反応検査）

乳がん検診

（マンモグラフィ）

子宮がん施設検診

（内診、視診、細胞診）

※胃がん検診を  する日に

　採便容器を  回収します。
保健センター 

保健センター 

保健センター

乳がん検診

（超音波）

6月23日（火）

７月２３日（木）

期間

2015年6月  1日（月）～

2016年3月31日（木）

期間

2015年  6月  1日（月）～

2015年12月28日（月）

7月  6日（月）

保健センター

小牧市内

産婦人科

対象・内容・申し込みなど

●対象／30歳以上で 小牧市に 住民登録が ある人

●定員／40人　●料金／1,000円（70歳以上は500円）

●申し込み／保健センター 

●対象／30歳以上39歳までで 小牧市に 住民登録がある人

●定員／100人　●料金／1,000円

●申し込み／保健センター

●対象／30歳以上で 小牧市に 住民登録が ある人

●料金／500円

●申し込み／保健センター

●対象／40歳以上で 小牧市に 住民登録が ある人

　①40歳以上で 奇数年  生まれの人

　②偶数年  生まれの人で 

　　2014年度まだ受診していない人

　③1975年生まれで 40歳になった人

●定員／115人　●料金／1,000円、 70歳以上は500円

●申し込み／保健センター

※無料クーポン券が 届いた人は 申し込みできます

※無料クーポン券が 届いた人は 申し込みできます

●対象／20歳以上で 小牧市に 住民登録が ある人

　①20歳以上で 奇数年生まれの人

　②偶数年生まれで 2014年度 受けていない人

●料金／頸部がん検診1,000円、 頸部・体部がん検診2,000円

　70歳以上は500円 （体部がん検診は 医師が 必要と認めた人だけ）

●申し込み／保健センター

 （※無料クーポン券が届いた人は直接病院へ行ってください）

●対象／65歳以上で 小牧市に 住民登録が ある人

●料金／お金は いりません

●申し込み／いりません（直接会場へ来てください。）

●対象／市の特定健康診査対象者と 40歳以上の 

　協会けんぽ 被扶養者で 小牧市に 住民登録がある人 

　※特定健康診査との 選択になります。

●申し込み／市内指定医療機関 

（医療機関により 定員がある 場合があります）

骨粗しょう症検診 7月30日（木） 保健センター

●対象／30歳以上で 小牧市に 住民登録が ある人

●定員／150人　●料金／830円

●申し込み／保健センター

乳がん検診・

子宮がん検診

について

※2007年度  以降は、 2年に  1回の  受診を  生まれ年（和暦）の  偶数、 

　奇数で  受診を  おすすめしています。  

※無料クーポン券は  6月  はじめごろに  対象の  生年月日の  人に  送ります。

成人検診の お知らせ成人検診の お知らせ

ほけん せんたー

2015年度「児童手当現況届」「子育て世帯臨時特例給付金」の 
受付が 6月から  始まります。

ワンクリック 請求消費者 トラブル情報

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先
といあわせさき

せいさくか

こども政策課　TEL.0568-76-1129問合先
といあわせさき

小牧市消費生活相談センター　TEL.0568-76-1119　10：00～12：00、 13：00～16：30
月～金曜日  ※小牧市役所が  お休みの  日は  相談できません。　

問合先
こまきし

げつ きんようび こまき しやくしょ やす ひ そうだん

しょうひ せいかつ そうだん せんたー
といあわせさき

○対 象 者…2015年 6月分の  児童手当 （特例給付を  もらっている人は  もらえません。） を もらっている人

○対象児童…2000年 4月 2日から  2015年 5月 31日までに  生まれた  子ども

○申請方法…児童手当現況届と  申込書が  いっしょに  なっているので  書くべきことを  書いて、 

 児童手当現況届と  いっしょに  小牧市役所へ  出して  ください。

○受付期間…2015年 6月 1日（月）～ 11月 30日（月）

 ※児童手当現況届は  6月30日（火）までに  出してください。

 子育て世帯臨時特例給付金も  なるべく  6月30日（火）までに  出しに  来てください。

現在、 児童手当を  もらっている人に、 小牧市役所から  現況届を  郵便で  送ります。

届いたら  書くべきところを  書いて、 出すべき書類と  いっしょに、  6月 30日（火）までに  出してください。

書くべきところが  書いて  いなかったり、 出すべき書類が  そろっていないと、  あなたが  出した  現況届を、

小牧市役所が  あなたに  送り返します。 そして、 もう一度  書くべきところを  書いたり、 出すべき書類を  

そろえて、 小牧市役所に  出さなければ  なりません。 出さないと、 もらえるはずの  人でも  

6月分以降の  手当（10月支給予定）が  もらえなくなります。 注意してください。

児童手当現況届

2015年度 子育て世帯臨時特例給付金
2015年度は  1回だけ  子ども1人あたり  3,000円を  支給します。

　ワンクリック請求とは、 パソコンや  携帯電話で  アダルトサイトなどに  アクセスしたところ、 「登録完了」と

なり、 いきなり  とても高い  お金を  払うよう  強く  もとめられる  ことです。 この  ワンクリック請求の  

トラブルが  たくさんあります。

　たとえば、 無料占いサイト、 ゲーム、 アニメ、 無料小説サイトなど、 アダルトサイトとは  関係のない  

サイトを  見ていて、 接続しようと  していないのに、 アダルトサイトなどに  接続してしまい、  お金を  払うよう  

強くもとめられる  ことが  あります。

　注意することは、 おもしろそうだからと  軽い気持ちで  アクセスしないことです。 お金を  払うように  という

画面が  出ても、 あわてて  業者に  メールを  送ったり、 名前や  住所、 カード番号などを  入力したり、 電話

を  しては  いけません。 その後の  メールや  電話で  大切な  個人情報を  聞き出される  危険が  あります。

　消費者トラブルで  困ったときは、 早めに  相談して  ください。
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わんくりっく せいきゅう

たか かね

とらぶる

はら つよ わんくりっく せいきゅう

ぱそこん

むりょううらな さいと

みさいと

で ぎょうしゃ めーる おく なまえ じゅうしょ かーど ばんごう にゅうりょく でんわがめん

とらぶる こま はや そうだんしょうひしゃ
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問合先
といあわせさき

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）問合先
といあわせさき しみん　    あんぜんか そうだん ちょくつう

市民税課　TEL.0568-76-1182問合先
といあわせさき しみんぜいか

まなび創造館　TEL.0568-71-9848問合先
そうぞう かんといあわせさき

保険年金課国保係　TEL.0568-76-1123問合先
ほけん ねんきんか がかりこくほといあわせさき

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　6月 14日（日）、 6月 28日（日）　8:30～17:15

次の 税金の 支払い期限は 6月 30日（火）です
○市県民税（第1期）　　○国民健康保険税（第1期）

支払いは  早めに！
支払いを　忘れないように　するには、 口座振替が　便利です。 税金を　口座振替で　

支払う人は、　支払い期限の　前の日までに　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。

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

小牧市まなび創造館

（5Ｆ）センターモール

期　間

5月23日～5月31日

5月23日～5月31日

6月  1日～6月10日

6月  6日～6月14日

6月11日～6月19日

つれづれ会  写真展

フォト・25  写真展

フォトクラブJ3  写真展

ファンタジック水彩画  絵画展示

絵手紙クラブどんぐり  絵手紙展

写真好きな  サークルの  写真24点を  展示します。

写真約45点を  展示します。

素敵な  花の絵26点を  展示します。

絵手紙50点を  展示します。

四季折々の  心模様を  絵手紙に  託しました。

写真42点を  展示します。

名　称 内　容

 2015年度の  納税通知書を  6月の  はじめに  送ります。 

個人の  市・県民税は、 今年 1月 1日現在、 市内に  住所が  ある人に、 前年中の  所得に  対して  税金が  かかります。

 退職などで  収入が  大きく  減る、 災害、 死亡  または  長い年月  病気の  

治療を  することなどで  税金を  払うことが  難しいときに、 払う税金を  減らすことが  できる場合が  あります。

申し込み期限は、 退職などや  死亡した日の  次の日から  計算して  30日か、 支払い期限の  日の  どちらか  

遅い  日まで  です。

減免に  ついて

市・県民税の  納税通知書の  郵送

対 象 者

申し込み方法

申し込み期間

国民健康保険税は 便利な 口座振替で
小牧市では、便利で　払い忘れがない　口座振替で　国民健康保険税を払うことを　おすすめしています。

2,000人に、 こまきプレミアム商品券「贈答用（共通券）」（1,000円分）を　プレゼントします。

6月 1日（月） ～  8月 31日（月）まで

2015年度 国民健康保険税の 通知書を 送ります

 会社をやめたときなど  所得が  多く  減ったときや  災害、 死亡、 長い病気などで  

税金を  払うことが  できないときは、 決められた  期限までに  申し込めば  税金が  少なくなることが  あります。

市役所まで  相談に  きてください。

銀行等へ  通帳・印かん・納税通知書（市役所からの 税金を 払うことを  知らせる 手紙）を　

もって申し込み。 （口座振替の申込用紙は 銀行等 か 市役所（保険年金課）にあります。）

市役所では、 キャッシュカードで（できない銀行も あります） 口座振替の  手続きが  できます。

＊銀行等では、 キャッシュカードに  よる  手続きは  できません。

国民健康保険税を   きちんと  払っている人で、 あたらしく  国民健康保険税の  口座振替の  

手続きをして、 口座登録を  つづけている人。

ただし、 年金天引き（年金から 自動的に 引かれている）から  変更する人は  対象者ではありません。

2015年度の  国民健康保険税を  払うことを  お知らせする  手紙を  6月の  中ごろに  送ります。　

国民健康保険税は  2015年  4月以降に  小牧市の  国民健康保険に  加入している人に  

2014年中の  所得（会社からもらった 給料など）などによって  かかります。

●税金の 減免に ついて

場 所
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日　時 にちじ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

講　師 こうし

場　所 ばしょ

場　所 ばしょ

申し込みもうしこみ

申し込みもうしこみ

申し込みもうしこみ

申し込みもうしこみ

料　金 りょうきん

託　児 たくじ

入場券にゅうじょうけん

入場券にゅうじょうけん

出　演 しゅつえん

曲　目 きょくもく

曲　目 きょくもく

演奏者えんそうしゃ

定　員 ていいん

日　時 にちじ

行き先 いきさき 対　象 たいしょう

対　象 たいしょう

参加費 さんかひ

定　員 ていいん

参加費 さんかひ

持ち物 もちもの

定　員 ていいん

日　時 にちじ

講　師 こうし

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

参加費 さんかひ

申し込み期間 もうしこみ
きかん

定　員 ていいん

小牧市国際交流協会（KIA)事務局 4階　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

こまきし　　 こくさい こうりゅう きょうかい じむきょく かい

彩音 チャリティー コンサート彩音 チャリティー コンサート

～ポーランドの  風に  吹かれて～
〈ヴァイオリンと  ピアノによる  名曲コンサート〉

国際こども教室「ふれあい体験ツアー」

ブルガリア料理で 国際交流
きく人が  うっとりする  スケールの大きさと  こまやかさ  両方を持つ  音楽を  ぜひ楽しんでください。

世界の  ともだちと  一緒に、 世界一の  星空を  楽しもう‼

ヨーグルトの  いろいろな  食べ方を  ためしてみませんか？ 

ポーランドの作曲家  ヴィエニアフスキが  作った  ピアノと  ヴァイオリンの  曲や、 他の  作曲家が  
作った  ピアノと  ヴァイオリンの  曲を、 ポルタメント小牧が  演奏します。 ぜひ楽しんでください。

2015年7月4日（土）14:00～ （13:30から  あさひホールに  入れます）

2015年 6月2日(火)～ 6月20日(土)の  9:00～17:00（12:00～13:00、日・月・祝は お休み）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:300円  会員でない人:500円    他に  お金は  いりません。

外国・日本のこども  それぞれ20人 （早く 申し込んだ人）

KIA会員または  小牧市に  住んでいる  小学3～6年生 名古屋市科学館

2015年 7月 12日（日）8:45～16:00ころ（雨でも行きます）

9:00～17:00 （12:00～13:00、日・月・祝はお休み）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。

6月 6日（土） まで。 

エプロン・ ふきん・ ペン  または  えんぴつ

KIA会員200円、 一般500円24人（早く申し込んだ人）

小牧市に  住んでいる人・  小牧市で  仕事を  している人・
小牧市の学校で  勉強をしている人  または  KIA会員で  小学5年生以上の人

小牧市に  住んでいる人・  小牧市で  仕事を  している人・
小牧市の学校で  勉強をしている人  または  KIA会員で  中学生以上の人

小牧市公民館3階　料理教室2015年 6月 13日（土）10:00～13:30

2015年 6月 27日（土）14:00～16:00

小牧市まなび創造館　あさひホール

ポーランドの古い舞曲より／“優雅な舞曲、 クリスティーナの白いリボン、 くるみの木”　

ヴィエニアフスキ作曲／「ポーゼンの思い出」 「クヤヴィアク」 「華麗なるポロネーズ」

ショパン作曲／「ノクターン」Op.9－2

ムイナルスキ作曲／「子守歌」  他

角田 育代（ヴァイオリン）・ 隅田 明子（ピアノ）

いりませんいりません（整理券も  いりません）

味岡市民センター  ロビー

2015年 6月 7日（日） 12:15～12:50

鈴木 謙一郎（ピアニスト）

ショパン : ノクターン、 モーツァルト : トルコ行進曲（ヴォロドス編） 他

306人（車いす席4席有）

お金は  いりません（整理券が いります ・ どの席にすわっても OKです）

※学校に  通う前の  子ども(小学1年生になる前の子ども)は  入れません。

5月 21日（木） 9:30から  東部・味岡・北里の  各市民センター、 勤労センター、 市民会館、 

中部公民館、 ゆう友せいぶ、 ふらっとみなみ、 市役所文化振興課、 まなび創造館で  配ります。

※配る場所によって  開く時間、 お休みの日が  ちがいます。

あります （1歳 ～ 6歳の 小学校に 通う前の 子ども）5人まで ・ 先に申し込んだ人

2015年 6月 19日（金）までに  まなび創造館へ  申し込みしてください。

まなび創造館　TEL.0568-71-9848問合先
そうぞう かんといあわせさき

文化振興課　TEL.0568-76-1188問合先
ぶんか しんこうかといあわせさき

ストラヒル  パストゥホフ  （STRAHIL PASTUHOV） 

ストラヒル 先生

(子どもを あずける場所)

ぼくはアサラ。

世界一の星空が

君を待ってるよ！

電話  または  ファックス / E-メールで  申し込んでください。
①名前  ②年/学年  ③住所  ④電話番号  ⑤KIA会員かどうかを  教えてください。

6月2日（火）～  6月20日（土） 9:00～17:00 （12:00～13:00、日・月・祝はお休み）の  間

お金はいりません50人（予約がいります）

ラウラ・ヨーネンさん（犬山市国際交流員）

ラウラ・ヨーネン 先生

小牧市公民館4階  視聴覚室

ドイツから  日本へ ～ 
　違っていても同じ、 同じでも違う！ドイツ理解講座

※1人で  3人まで  申し込めます。

おんが く ひろば

ゔぁい おりん ぴ あ の

ぽ ー らん ど か ぜ ふ

め い きょく こ んさーと

ぽーらんど さっきょくか ゔぃえに あ ふす き

つく ぴあの ゔぁい おりん きょく ぽるためん と こまき えんそう たの

つく ぴあの ゔぁい おりん きょく ほか さっきょくか

ねん

ぽー らんど

ゔぃえに あ ふす き さっきょく

しょぱん さっきょく の くた ーん

む い なるす き さっきょく

つのだ

あじおか

はいこまえねんせいしょうがくこまえかよがっこう

せきせいりけんかね

せきありせきくるまにん

ほかへんゔぉろどすこうしんきょくとるこもーつぁるとのくたーんしょぱん

ぴあにすとけんいちろうすずき

ほーるそうぞうかんこまきし

はいほーるどにちがつねん

たのおんがくもりょうほうおおすけーるひと

こ んさーとちゃりてぃーさ い ね

しみん せんたー ろびー

せいりけん

いくよ ゔぁい おりん すみだ あきこ ぴあの

こもりうた ほか

ぽーぜん おも で くや ゔぃあく かれい ぽ ろ ね ーず

ふる ぶきょく ゆうが ぶきょく くりす てぃーな しろ りぼん き

がつ にち にち

もう こそうぞうかんきんにちがつねん

ひとこもうさきにんこまえかよしょうがっこうさいさい

ひやすじかんひらばしょくば

くばそうぞうかんしやくしょゆうちゅうぶこうみんかん

しみんきんろうかくしみんきたさとあじおかとうぶもくにちがつ せんたー せんたー かいかん

しんこうかぶんか

こもうにんにん

きもかね かいこまきし こうみんかんじむきょくこくさいこうりゅうきょうかいこまきし

やすしゅくげつにち あいだどにちがつかにちがつねん

かねほかえんひとかいいんえんかいいん

ひとこもうはやにんにほんがいこく

ねんせいしょうがくすこまきしかいいんかがくかんなごやし

あめ い

あさら

まきみ

にちにちがつねん

たのほしぞらせかいいち

ほしぞらせかいいち

いっしょせかい

つ あ ーた い けん
きょうしつこくさ い

せんせい

せんせいらうら よーねん

すとらひる

きかいこうみんかんこまきし こまきしじむきょく

もかねあいだやすしゅくげつにち

あいだやすしゅくげつにち

どにちがつ

どにちがつにち かがつ

ぺんえぷろん

えんいっぱんえんかいいんこもうはやにん

いじょうねんせいしょうがくかいいん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

いじょうちゅうがくせいかいいんべんきょうがっこうこまきし

しごとこまきしす ひと

ひと ひと

ひと

ひと

ひと

ひと

ひとひと

こまきし

りょうりきょうしつかいこうみんかんこまきし

しちょうかくしつかいこうみんかんこまきし

ぱすとぅほふすとらひる

どにちがつねん

どにちがつねん

かたたよーぐると

こうりゅうこくさ いりょうりぶ るがりあ

こくさいこうりゅうきょうかい

どいつ

ちが ちがおな おな

おしかいいんでんわばんごうじゅうしょがくねんとしなまえ

こもうめーるふぁっくすでんわ

かねよやくにん

こうりゅういんこくさいいぬやましよーねんらうら

にほんど い つ りか い こうざ
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日　時 にちじ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

講　師 こうし

場　所 ばしょ

場　所 ばしょ

申し込みもうしこみ

申し込みもうしこみ

申し込みもうしこみ

申し込みもうしこみ

料　金 りょうきん

託　児 たくじ

入場券にゅうじょうけん

入場券にゅうじょうけん

出　演 しゅつえん

曲　目 きょくもく

曲　目 きょくもく

演奏者えんそうしゃ

定　員 ていいん

日　時 にちじ

行き先 いきさき 対　象 たいしょう

対　象 たいしょう

参加費 さんかひ

定　員 ていいん

参加費 さんかひ

持ち物 もちもの

定　員 ていいん

日　時 にちじ

講　師 こうし

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

参加費 さんかひ

申し込み期間 もうしこみ
きかん

定　員 ていいん

小牧市国際交流協会（KIA)事務局 4階　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

こまきし　　 こくさい こうりゅう きょうかい じむきょく かい

彩音 チャリティー コンサート彩音 チャリティー コンサート

～ポーランドの  風に  吹かれて～
〈ヴァイオリンと  ピアノによる  名曲コンサート〉

国際こども教室「ふれあい体験ツアー」

ブルガリア料理で 国際交流
きく人が  うっとりする  スケールの大きさと  こまやかさ  両方を持つ  音楽を  ぜひ楽しんでください。

世界の  ともだちと  一緒に、 世界一の  星空を  楽しもう‼

ヨーグルトの  いろいろな  食べ方を  ためしてみませんか？ 

ポーランドの作曲家  ヴィエニアフスキが  作った  ピアノと  ヴァイオリンの  曲や、 他の  作曲家が  
作った  ピアノと  ヴァイオリンの  曲を、 ポルタメント小牧が  演奏します。 ぜひ楽しんでください。

2015年7月4日（土）14:00～ （13:30から  あさひホールに  入れます）

2015年 6月2日(火)～ 6月20日(土)の  9:00～17:00（12:00～13:00、日・月・祝は お休み）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:300円  会員でない人:500円    他に  お金は  いりません。

外国・日本のこども  それぞれ20人 （早く 申し込んだ人）

KIA会員または  小牧市に  住んでいる  小学3～6年生 名古屋市科学館

2015年 7月 12日（日）8:45～16:00ころ（雨でも行きます）

9:00～17:00 （12:00～13:00、日・月・祝はお休み）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。

6月 6日（土） まで。 

エプロン・ ふきん・ ペン  または  えんぴつ

KIA会員200円、 一般500円24人（早く申し込んだ人）

小牧市に  住んでいる人・  小牧市で  仕事を  している人・
小牧市の学校で  勉強をしている人  または  KIA会員で  小学5年生以上の人

小牧市に  住んでいる人・  小牧市で  仕事を  している人・
小牧市の学校で  勉強をしている人  または  KIA会員で  中学生以上の人

小牧市公民館3階　料理教室2015年 6月 13日（土）10:00～13:30

2015年 6月 27日（土）14:00～16:00

小牧市まなび創造館　あさひホール

ポーランドの古い舞曲より／“優雅な舞曲、 クリスティーナの白いリボン、 くるみの木”　

ヴィエニアフスキ作曲／「ポーゼンの思い出」 「クヤヴィアク」 「華麗なるポロネーズ」

ショパン作曲／「ノクターン」Op.9－2

ムイナルスキ作曲／「子守歌」  他

角田 育代（ヴァイオリン）・ 隅田 明子（ピアノ）

いりませんいりません（整理券も  いりません）

味岡市民センター  ロビー

2015年 6月 7日（日） 12:15～12:50

鈴木 謙一郎（ピアニスト）

ショパン : ノクターン、 モーツァルト : トルコ行進曲（ヴォロドス編） 他

306人（車いす席4席有）

お金は  いりません（整理券が いります ・ どの席にすわっても OKです）

※学校に  通う前の  子ども(小学1年生になる前の子ども)は  入れません。

5月 21日（木） 9:30から  東部・味岡・北里の  各市民センター、 勤労センター、 市民会館、 

中部公民館、 ゆう友せいぶ、 ふらっとみなみ、 市役所文化振興課、 まなび創造館で  配ります。

※配る場所によって  開く時間、 お休みの日が  ちがいます。

あります （1歳 ～ 6歳の 小学校に 通う前の 子ども）5人まで ・ 先に申し込んだ人

2015年 6月 19日（金）までに  まなび創造館へ  申し込みしてください。

まなび創造館　TEL.0568-71-9848問合先
そうぞう かんといあわせさき

文化振興課　TEL.0568-76-1188問合先
ぶんか しんこうかといあわせさき

ストラヒル  パストゥホフ  （STRAHIL PASTUHOV） 

ストラヒル 先生

(子どもを あずける場所)

ぼくはアサラ。

世界一の星空が

君を待ってるよ！

電話  または  ファックス / E-メールで  申し込んでください。
①名前  ②年/学年  ③住所  ④電話番号  ⑤KIA会員かどうかを  教えてください。

6月2日（火）～  6月20日（土） 9:00～17:00 （12:00～13:00、日・月・祝はお休み）の  間

お金はいりません50人（予約がいります）

ラウラ・ヨーネンさん（犬山市国際交流員）

ラウラ・ヨーネン 先生

小牧市公民館4階  視聴覚室

ドイツから  日本へ ～ 
　違っていても同じ、 同じでも違う！ドイツ理解講座

※1人で  3人まで  申し込めます。

おんが く ひろば

ゔぁい おりん ぴ あ の

ぽ ー らん ど か ぜ ふ

め い きょく こ んさーと

ぽーらんど さっきょくか ゔぃえに あ ふす き

つく ぴあの ゔぁい おりん きょく ぽるためん と こまき えんそう たの

つく ぴあの ゔぁい おりん きょく ほか さっきょくか

ねん

ぽー らんど

ゔぃえに あ ふす き さっきょく

しょぱん さっきょく の くた ーん

む い なるす き さっきょく

つのだ

あじおか

はいこまえねんせいしょうがくこまえかよがっこう

せきせいりけんかね

せきありせきくるまにん

ほかへんゔぉろどすこうしんきょくとるこもーつぁるとのくたーんしょぱん

ぴあにすとけんいちろうすずき

ほーるそうぞうかんこまきし

はいほーるどにちがつねん

たのおんがくもりょうほうおおすけーるひと

こ んさーとちゃりてぃーさ い ね

しみん せんたー ろびー

せいりけん

いくよ ゔぁい おりん すみだ あきこ ぴあの

こもりうた ほか

ぽーぜん おも で くや ゔぃあく かれい ぽ ろ ね ーず

ふる ぶきょく ゆうが ぶきょく くりす てぃーな しろ りぼん き

がつ にち にち

もう こそうぞうかんきんにちがつねん

ひとこもうさきにんこまえかよしょうがっこうさいさい

ひやすじかんひらばしょくば

くばそうぞうかんしやくしょゆうちゅうぶこうみんかん

しみんきんろうかくしみんきたさとあじおかとうぶもくにちがつ せんたー せんたー かいかん

しんこうかぶんか

こもうにんにん

きもかね かいこまきし こうみんかんじむきょくこくさいこうりゅうきょうかいこまきし

やすしゅくげつにち あいだどにちがつかにちがつねん

かねほかえんひとかいいんえんかいいん

ひとこもうはやにんにほんがいこく

ねんせいしょうがくすこまきしかいいんかがくかんなごやし

あめ い

あさら

まきみ

にちにちがつねん

たのほしぞらせかいいち

ほしぞらせかいいち

いっしょせかい

つ あ ーた い けん
きょうしつこくさ い

せんせい

せんせいらうら よーねん

すとらひる

きかいこうみんかんこまきし こまきしじむきょく

もかねあいだやすしゅくげつにち

あいだやすしゅくげつにち

どにちがつ

どにちがつにち かがつ

ぺんえぷろん

えんいっぱんえんかいいんこもうはやにん

いじょうねんせいしょうがくかいいん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

いじょうちゅうがくせいかいいんべんきょうがっこうこまきし

しごとこまきしす ひと

ひと ひと

ひと

ひと

ひと

ひと

ひとひと

こまきし

りょうりきょうしつかいこうみんかんこまきし

しちょうかくしつかいこうみんかんこまきし

ぱすとぅほふすとらひる

どにちがつねん

どにちがつねん

かたたよーぐると

こうりゅうこくさ いりょうりぶ るがりあ

こくさいこうりゅうきょうかい

どいつ

ちが ちがおな おな

おしかいいんでんわばんごうじゅうしょがくねんとしなまえ

こもうめーるふぁっくすでんわ

かねよやくにん

こうりゅういんこくさいいぬやましよーねんらうら

にほんど い つ りか い こうざ
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問合先
といあわせさき

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）問合先
といあわせさき しみん　    あんぜんか そうだん ちょくつう

市民税課　TEL.0568-76-1182問合先
といあわせさき しみんぜいか

まなび創造館　TEL.0568-71-9848問合先
そうぞう かんといあわせさき

保険年金課国保係　TEL.0568-76-1123問合先
ほけん ねんきんか がかりこくほといあわせさき

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　6月 14日（日）、 6月 28日（日）　8:30～17:15

次の 税金の 支払い期限は 6月 30日（火）です
○市県民税（第1期）　　○国民健康保険税（第1期）

支払いは  早めに！
支払いを　忘れないように　するには、 口座振替が　便利です。 税金を　口座振替で　

支払う人は、　支払い期限の　前の日までに　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。

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

小牧市まなび創造館

（5Ｆ）センターモール

期　間

5月23日～5月31日

5月23日～5月31日

6月  1日～6月10日

6月  6日～6月14日

6月11日～6月19日

つれづれ会  写真展

フォト・25  写真展

フォトクラブJ3  写真展

ファンタジック水彩画  絵画展示

絵手紙クラブどんぐり  絵手紙展

写真好きな  サークルの  写真24点を  展示します。

写真約45点を  展示します。

素敵な  花の絵26点を  展示します。

絵手紙50点を  展示します。

四季折々の  心模様を  絵手紙に  託しました。

写真42点を  展示します。

名　称 内　容

 2015年度の  納税通知書を  6月の  はじめに  送ります。 

個人の  市・県民税は、 今年 1月 1日現在、 市内に  住所が  ある人に、 前年中の  所得に  対して  税金が  かかります。

 退職などで  収入が  大きく  減る、 災害、 死亡  または  長い年月  病気の  

治療を  することなどで  税金を  払うことが  難しいときに、 払う税金を  減らすことが  できる場合が  あります。

申し込み期限は、 退職などや  死亡した日の  次の日から  計算して  30日か、 支払い期限の  日の  どちらか  

遅い  日まで  です。

減免に  ついて

市・県民税の  納税通知書の  郵送

対 象 者

申し込み方法

申し込み期間

国民健康保険税は 便利な 口座振替で
小牧市では、便利で　払い忘れがない　口座振替で　国民健康保険税を払うことを　おすすめしています。

2,000人に、 こまきプレミアム商品券「贈答用（共通券）」（1,000円分）を　プレゼントします。

6月 1日（月） ～  8月 31日（月）まで

2015年度 国民健康保険税の 通知書を 送ります

 会社をやめたときなど  所得が  多く  減ったときや  災害、 死亡、 長い病気などで  

税金を  払うことが  できないときは、 決められた  期限までに  申し込めば  税金が  少なくなることが  あります。

市役所まで  相談に  きてください。

銀行等へ  通帳・印かん・納税通知書（市役所からの 税金を 払うことを  知らせる 手紙）を　

もって申し込み。 （口座振替の申込用紙は 銀行等 か 市役所（保険年金課）にあります。）

市役所では、 キャッシュカードで（できない銀行も あります） 口座振替の  手続きが  できます。

＊銀行等では、 キャッシュカードに  よる  手続きは  できません。

国民健康保険税を   きちんと  払っている人で、 あたらしく  国民健康保険税の  口座振替の  

手続きをして、 口座登録を  つづけている人。

ただし、 年金天引き（年金から 自動的に 引かれている）から  変更する人は  対象者ではありません。

2015年度の  国民健康保険税を  払うことを  お知らせする  手紙を  6月の  中ごろに  送ります。　

国民健康保険税は  2015年  4月以降に  小牧市の  国民健康保険に  加入している人に  

2014年中の  所得（会社からもらった 給料など）などによって  かかります。

●税金の 減免に ついて

場 所
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胸部X線検診

人間ドック

7月30日（木） 保健センター

市内指定

医療機関

胃がん検診

（胃部X線間接撮影）

7月22日（水）

7月29日（水）

8月  4日（火）

9:00

～

11:00

9:00

～

11:00

9:00

～

15:00

9:00

～

15:00

9:00

～

15：30

種類 期日 時間 場所

検診のお知らせ

大腸がん検診

（便潜血反応検査）

乳がん検診

（マンモグラフィ）

子宮がん施設検診

（内診、視診、細胞診）

※胃がん検診を  する日に

　採便容器を  回収します。
保健センター 

保健センター 

保健センター

乳がん検診

（超音波）

6月23日（火）

７月２３日（木）

期間

2015年6月  1日（月）～

2016年3月31日（木）

期間

2015年  6月  1日（月）～

2015年12月28日（月）

7月  6日（月）

保健センター

小牧市内

産婦人科

対象・内容・申し込みなど

●対象／30歳以上で 小牧市に 住民登録が ある人

●定員／40人　●料金／1,000円（70歳以上は500円）

●申し込み／保健センター 

●対象／30歳以上39歳までで 小牧市に 住民登録がある人

●定員／100人　●料金／1,000円

●申し込み／保健センター

●対象／30歳以上で 小牧市に 住民登録が ある人

●料金／500円

●申し込み／保健センター

●対象／40歳以上で 小牧市に 住民登録が ある人

　①40歳以上で 奇数年  生まれの人

　②偶数年  生まれの人で 

　　2014年度まだ受診していない人

　③1975年生まれで 40歳になった人

●定員／115人　●料金／1,000円、 70歳以上は500円

●申し込み／保健センター

※無料クーポン券が 届いた人は 申し込みできます

※無料クーポン券が 届いた人は 申し込みできます

●対象／20歳以上で 小牧市に 住民登録が ある人

　①20歳以上で 奇数年生まれの人

　②偶数年生まれで 2014年度 受けていない人

●料金／頸部がん検診1,000円、 頸部・体部がん検診2,000円

　70歳以上は500円 （体部がん検診は 医師が 必要と認めた人だけ）

●申し込み／保健センター

 （※無料クーポン券が届いた人は直接病院へ行ってください）

●対象／65歳以上で 小牧市に 住民登録が ある人

●料金／お金は いりません

●申し込み／いりません（直接会場へ来てください。）

●対象／市の特定健康診査対象者と 40歳以上の 

　協会けんぽ 被扶養者で 小牧市に 住民登録がある人 

　※特定健康診査との 選択になります。

●申し込み／市内指定医療機関 

（医療機関により 定員がある 場合があります）

骨粗しょう症検診 7月30日（木） 保健センター

●対象／30歳以上で 小牧市に 住民登録が ある人

●定員／150人　●料金／830円

●申し込み／保健センター

乳がん検診・

子宮がん検診

について

※2007年度  以降は、 2年に  1回の  受診を  生まれ年（和暦）の  偶数、 

　奇数で  受診を  おすすめしています。  

※無料クーポン券は  6月  はじめごろに  対象の  生年月日の  人に  送ります。

成人検診の お知らせ成人検診の お知らせ

ほけん せんたー

2015年度「児童手当現況届」「子育て世帯臨時特例給付金」の 
受付が 6月から  始まります。

ワンクリック 請求消費者 トラブル情報

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先
といあわせさき

せいさくか

こども政策課　TEL.0568-76-1129問合先
といあわせさき

小牧市消費生活相談センター　TEL.0568-76-1119　10：00～12：00、 13：00～16：30
月～金曜日  ※小牧市役所が  お休みの  日は  相談できません。　

問合先
こまきし

げつ きんようび こまき しやくしょ やす ひ そうだん

しょうひ せいかつ そうだん せんたー
といあわせさき

○対 象 者…2015年 6月分の  児童手当 （特例給付を  もらっている人は  もらえません。） を もらっている人

○対象児童…2000年 4月 2日から  2015年 5月 31日までに  生まれた  子ども

○申請方法…児童手当現況届と  申込書が  いっしょに  なっているので  書くべきことを  書いて、 

 児童手当現況届と  いっしょに  小牧市役所へ  出して  ください。

○受付期間…2015年 6月 1日（月）～ 11月 30日（月）

 ※児童手当現況届は  6月30日（火）までに  出してください。

 子育て世帯臨時特例給付金も  なるべく  6月30日（火）までに  出しに  来てください。

現在、 児童手当を  もらっている人に、 小牧市役所から  現況届を  郵便で  送ります。

届いたら  書くべきところを  書いて、 出すべき書類と  いっしょに、  6月 30日（火）までに  出してください。

書くべきところが  書いて  いなかったり、 出すべき書類が  そろっていないと、  あなたが  出した  現況届を、

小牧市役所が  あなたに  送り返します。 そして、 もう一度  書くべきところを  書いたり、 出すべき書類を  

そろえて、 小牧市役所に  出さなければ  なりません。 出さないと、 もらえるはずの  人でも  

6月分以降の  手当（10月支給予定）が  もらえなくなります。 注意してください。

児童手当現況届

2015年度 子育て世帯臨時特例給付金
2015年度は  1回だけ  子ども1人あたり  3,000円を  支給します。

　ワンクリック請求とは、 パソコンや  携帯電話で  アダルトサイトなどに  アクセスしたところ、 「登録完了」と

なり、 いきなり  とても高い  お金を  払うよう  強く  もとめられる  ことです。 この  ワンクリック請求の  

トラブルが  たくさんあります。

　たとえば、 無料占いサイト、 ゲーム、 アニメ、 無料小説サイトなど、 アダルトサイトとは  関係のない  

サイトを  見ていて、 接続しようと  していないのに、 アダルトサイトなどに  接続してしまい、  お金を  払うよう  

強くもとめられる  ことが  あります。

　注意することは、 おもしろそうだからと  軽い気持ちで  アクセスしないことです。 お金を  払うように  という

画面が  出ても、 あわてて  業者に  メールを  送ったり、 名前や  住所、 カード番号などを  入力したり、 電話

を  しては  いけません。 その後の  メールや  電話で  大切な  個人情報を  聞き出される  危険が  あります。

　消費者トラブルで  困ったときは、 早めに  相談して  ください。
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げーむ あにめ むりょう しょうせつ さいと あだると さいと かんけい

けいたい でんわ あだると さいと あくせす とうろくかんりょう

じどう
ねんど

てあて げんきょうとどけ

しょうひしゃ とらぶ る じょうほ う
わ ん くりっく せ い きゅう

そだ せたい りんじ とくれい きゅうふきん

うけつけ はじがつ

こ

いちど



●2015年度「児童手当現況届」

  「子育て世帯 臨時特例給付金」 の 受付が始まります

●消費者トラブル情報 ワンクリック請求

●国民健康保険税は 便利な 口座振替で

●2015年度 国民健康保険税の 通知書を 送ります

●センターモールの 案内

●ふれあい音楽広場

●彩音チャリティーコンサート

●KIA国際こども教室 「ふれあい体験ツアー」

●KIAドイツ理解講座

●KIAブルガリア料理で 国際交流

●次の税金の支払期限は 6月30日（火）です

●2015年度市・県民税の 納税通知書を 送ります

●外国人のための 相談窓口の お知らせ

●成人検診の お知らせ

●母子健診等カレンダー

P3 P6

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

6月16日（火）
6月23日（火）
6月30日（火）
7月  7日（火）

6月  5日（金）
6月12日（金）
6月19日（金）

6月  3日（水）
6月10日（水）
6月24日（水）

6月  8日（月）
6月17日（水）
6月22日（月）

6月11日（木）
6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  前もって  お手紙を  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  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

2013年  3月  1日～15日生まれ
2013年  3月16日～31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）
※予診票は 生後４か月頃  送ります。
※会場は  小牧市保健センター

2012年  6月  1日～11日生まれ
2012年  6月12日～20日生まれ
2012年  6月21日～31日生まれ

2015年  2月  1日～  6日生まれ
2015年  2月  7日～13日生まれ
2015年  2月14日～20日生まれ
2015年  2月21日～28日生まれ

6月10日（水）

7月  5日（日）

6月26日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

小牧児童館

※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 10:00～12:00

４か月児以降の保護者（27人）赤ちゃん参加OK

●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

小牧市に住んでいる妊婦とその夫（妊婦だけの参加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／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

6月16日（火）
6月  9日（火）
6月  2日（火）

6月26日（金）

●料金／無料　●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

10:00～12:00

6月23日（火）
6月29日（月）
6月30日（火）

P2

P8

P7

P5

P4

健診のお知らせ
けんしん

もくじもくじ

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

市民四季の森：あじさいの丘市民四季の森：あじさいの丘

●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）小牧児童館

小牧南児童館

西部児童館

6月26日（金）

6月19日（金）

6月12日（金）
育児相談、

妊婦・産婦健康相談

がいこくじん じんこう じんこうにん にんこまき ねん がつ にちげんざい

ぼ 　し けんしん　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 ほけんむりょう

いこうげつじ ほごしゃ にん さんかあか

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

こまきし 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 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

にんぷ さんぷ そうだんけんこう

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 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

ごろ

ごろせんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

じどうかんこまき

じどうかんこまき

じどうかん

じどうかんせいぶ

こまき みなみ

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 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

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

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

う かげつ

よしんひょう

かいじょう こまきし ほけん せんたー

せいご げつごろ おく

みまん ひょうじゅんてき せっしゅきかん

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

じどうねんど てあて げんきょうとどけ

こ そだ どいつ りかい こうざせたい りんじ とくれい きゅうふきん うけつけ はじ

ぶるがりあ りょうり こくさいこうりゅうしょうひしゃ とらぶる

つぎ ぜいきん しはらい きげん がつ にち か

じょうほう

こくみん けんこうほけん ぜい

こくみんねんど けんこう

せんたーもーる

おんがく ひろば

さいね ぼし けんしんなど かれんだーちゃりてぃー こんさーと

あんない

せいじん けんしん し

ほけん ぜい つうちしょ おく

がいこくじん そうだんまどぐち し

べんり こうざ

ねんど し けんみんぜい のうぜい つうちしょ おく

ふりかえ

わんくりっく せいきゅう

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

しきしみん もり おか

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

こくさい きょうしつ たいけん つあー
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生活情報誌こまき

外国人の人口：7,319人 / 小牧の人口：153,744人（2015年  5月 1日現在）


