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次の 税金の 支払い期限は 11月 30日（水）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  11月 13日（日）、 11月 27日（日）　8:30～17:15

○国民健康保険税（第6期） ○介護保険料（第5期）

○後期高齢者医療保険料（第4期）

○国民健康保険税（第6期） ○介護保険料（第5期）

○後期高齢者医療保険料（第4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。

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

いろいろな  国の  人との  交流が  好きな  小学生より  上の人

中学生より  上の  大人（日本人 50人、 外国人 50人）

小学生  20人（日本の  こども 10人、 外国のこども 10人）

小学生：会員300円、その他500円 / 中学生以上：会員500円、その他800円

小牧国際ボウル12月 4日（日） 9:30～12:30（予定）

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

スポーツ交流会 世界の  友だちと  一緒に、 
ボウリングで  交流を  楽しみませんか！

11月2日（水）～19日（土） 9時～17時の  間に  お金を  もって、 

小牧市国際交流協会（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

※市民会館から  バスが  出ます。 予約を  してください。

問合先
といあわせさき

小牧市国際交流協会（KIA)  TEL.0568-76-0905 E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp小牧市国際交流協会（KIA)  TEL.0568-76-0905 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 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

桃ヶ丘
一色
米野
北里
本庄
光ヶ丘
篠岡
小牧
味岡
小牧原
小木
村中
小牧南
三ッ渕
陶　
大城

桃ヶ丘二丁目3（桃ヶ丘小学校内）
大字久保一色3500（一色小学校内）
中央五丁目339（米野小学校内）
下小針中島二丁目50（北里小学校内）
大字本庄2597-18（本庄小学校東側）
光ヶ丘三丁目50（光ヶ丘小学校内）
篠岡二丁目25（篠岡小学校内）
小牧三丁目17（小牧小学校内）
大字小松寺585-1（味岡小学校内）
大字小牧原新田1125（小牧原小学校内）
小木西二丁目1（小木小学校内）
大字村中1045（村中小学校内）
若草町82（小牧南小学校内）
大字三ッ渕480（三ッ渕小学校内）
大字上末3450-282（陶小学校内）
城山三丁目2-4（大城児童館内2F）

住所クラブ名

来年度  市内の  小学校に  通う  1～6年生で、 

昼間  保護者が  家に  いないなど、 

一定の  条件に  あてはまる  子供たち。

（年度ごとに  申し込みが  必要です。）

申込期間

及び場所

申込用紙の

設置場所

平日:授業終了後～18:30

長期休業期間:7:30～18:30（土曜日を除く）

土曜日:8:30～18:00

学校代休日:7:30～18:30

（1）2016年 11月 14日（月）～11月 25日（金）
　   平 日:13:30～18:00
　   土曜日:8:30～17:00

料金
月額5,000円（おやつ代は別）

※口座振替で  お願いします。

※日曜日、 祝日、 年末年始を  除く

※必ず  時間内に  送り迎えを  してください。

※祝日、日曜日を  除く

申込場所:加入したい  各児童クラブ

（2）2016年 11月 28日（月）以降
　   平日:8:30～17:15

最終申込締切：2017年 1月 16日（月）

※土・日・祝日・年末年始(12月29日～1月3日)を  除く

申込場所:こども政策課

こども政策課、 各児童クラブ、 

各市民センター、 都市センター

※2016年 10月 15日以降  配ります。

対象

開所時間

79-2110
77-3275
77-3357
71-2584
78-5711
78-2110
79-8041
77-5122
77-8666
73-7339
72-8655
76-2655
76-8851
76-8100
78-1101
78-1102

電 話

こども政策課　TEL.0568-76-1129（直通）こども政策課　TEL.0568-76-1129（直通）問合先
といあわせさき せいさくせいさく ちょくつうちょくつうかか

そのほか、 保険年金課と  保育課に  ポルトガル語 （9:00～17:00）、 福祉総務課に  ポルトガル語 （9:30～16:30）、

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

燃やすごみの  中を  見ると、 紙類が  多く  混ざっていることが  あります。 紙類の  中には、 資源として  

リサイクルできる  ものが  多く  含まれています。  もう一度、 紙類（特に  雑がみ）の  

分別方法を  確認し、 燃やすごみを  減らしたり、 リサイクルに  ご協力を  お願いします。

新聞、 雑誌、 段ボール、 飲料用紙パック以外の  リサイクルできる  紙のこと。雑がみとは

雑がみの例

雑がみの

出し方

●菓子箱  ●ポスター  ●紙袋  ●紙箱  ●メモ用紙  ●はがき  ●食品ラップの  芯  

●トイレットペーパーの  芯  ●包装紙  ●ちらし  　

●封筒（宛名シールの  ついていないもの）　

●ワイシャツなどの  台紙  ●シュレッダーした  紙　※汚れた紙は  対象外

紙袋（なければ  資源用収集袋）に  入れて  資源回収場所へ  出してください。
【注意】※古紙類は  雨に  濡れると  資源として  利用できなくなりますので、 雨の日は  出さないでください。

※古紙…一度使われた  紙のこと

雑がみの 分別で、 燃やすごみを 減らそう！

問合先
といあわせさき

廃棄物対策課  TEL.0568-76-1187
はいきぶつ たいさく か

平日の  昼は  忙しくて、 税金の  支払いが  できない  人は…
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申し込み もうしこみ日　時 にちじ場　所 ばしょ 料　金 りょうきん問合先 といあわせ
さき

い る み ね ー し ょ ん

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ 場　所 ばしょ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

料　金 りょうきん

ハンガリーの  子どもたちの  描いた絵や、 ししゅう、 民族衣装などの  展示、 

ハンガリーの  絵本 ・ ぬり絵 ・ ハンガリー生まれの  

立体パズル（ルービックキューブ）などの  体験コーナーも  あります。

また、 ハンガリーの  絵本の  読み聞かせや  アニメの  上映、 

ハンガリー人による  アコーディオンの  演奏も  します。

「住みやすいこまき ～ 食 ・ 緑 ・ くらし ・ 安全安心 ～」を  テーマに  農業、 生活、 環境、 

消防イベントを  通じ、 食 ・ 環境 ・ 生活 ・ 防災について  学ぼう。

共同イベント

農業祭

消防フェア

環境フェア

みんなの
生活展

展示部門 日本画、 洋画、 彫塑※・工芸、 書道、 写真
市民の  方々が  出品した  日本画、 洋画、 彫塑・工芸、 書道、 写真の  作品を

展示します。 期間中は  美術展を  より  楽しめる  イベントを  します。

市民ギャラリー1・2・3

小牧市市民会館・公民館

小牧市まなび創造館　アリーナ(ラピオ5階)
市民ギャラリー(ラピオ4階)

2016年 11月 5日（土）～11月 13日（日）

11月19日(土)・20日(日) 10:00～15:00

10:00～17:00

2016年 10月 23日(日)～11月 3日(木・祝)
10:00～19:00 (11月 3日のみ 16:00まで)

※彫塑…彫って  つくられたもの

いりません無料・整理券なし

内容:「ラチと らいおん」「耳が チェック柄の うさぎ」■ハンガリーの  アニメを  随時 上映 します。
日時:11月6日（日）11:00～、13:30～■ハンガリー人 による アコーディオンの 演奏

日時:11月5日（土）11:00～11:30 6日（日）14:00～14:30

　　　　12日（土）11:00～11:30 13日（日）14:00～14:30

■ハンガリー絵本の 読み聞かせ

●簡単！！ リサイクル工作

●スタンプラリー (全ての  フェアを  まわると  プレゼントが  あります)

小牧市で  作られた  野菜や  果物を  売っています。

防火教室、 いろいろな  体験に  参加して  防火 ・ 防災を  学習しよう！
※1 ※2

環境に  やさしい生活を  考えます。

暮らしに  役立つ  情報を  お知らせします。
●パネル展示　　●おもちゃの  修理（壊れた  おもちゃを  持ってきてください）

●授産所製品や  小牧ワイナリーオリジナルワインの  販売

●デコバージュ展示 ・ 講習　　●クイズ(プレゼントが  あります)

●体験コーナー（木の実を  使った  工作や、 マイバック作りなどの  体験が  できます）

●にこにこニコラの  店（ぜんざい、 芋スティックの  販売）

●エコカー展示など　　●バスの  乗り方教室

いろいろな 体験 □地震体験　□消火器体験　□救急体験　□濃煙体験

□放水体験　□ちびっ子レスキュー（こどものみ）

※シールラリー方式で  体験 ・ 学習し、 粗品を  進呈！

●消防車 ・ 救急車の  展示…写真撮影できます　　●住宅防災機器の  展示　　　　

●防災ボランティアによる  防災啓発コーナー

●不用消火器の  回収（19日土曜日のみ・有料）
※1 防火…火事を  防ぐこと

※2 防災…地震などの  自然に  おきる  事故を  防ぐこと

●物産展コーナー…いろいろな  地域の食べ物を  売っています。

●生産者直売コーナー…野菜、 もち米、 柿、 じねんじょ、 

 にわとりの卵、 エビ芋など  売っています。

●米消費拡大推進コーナー…五平餅、 みたらし団子などを  売っています。

●緑化推進コーナー…苗木を  配ります。

審査員による  

ギャラリートーク

10月 23日（日） 彫・工  13:30～　　書　道 15:00～

10月 29日（土） 日本画 11:00～　　写　真 14:00～

10月 30日（日） 洋　画 10:30～

表彰式
会場▶小牧市まなび創造館アリーナ（ラピオ5階）

日時▶11月 3日（木・祝） 14:30～（14:00から  受付）

無料

親子で 楽しむ 美術館「ハンガリー展」

第57回 小牧市民美術展

2016 いきいきこまき
見て、 読んで、 描いて、 パズルも しましょう！

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

農政課　TEL.0568-76-1131農政課　TEL.0568-76-1131問合先
といあわせさき のうせいのうせい かか

道路課　TEL.0568-76-1186道路課　TEL.0568-76-1186問合先
といあわせさき どうろどうろ かか

草木などが 道路に 出ていると 危険です！
道路に  はみ出した  木や  雑草は、 車と  歩く人の  邪魔をして、 事故に  つながる危険が  あります。

家に  生えている  木や  雑草が  道路に  出ているときは、 切るか  抜いて、 落ち葉は  回収してください。

また、 道路に  物を  置いたり、 交通の  邪魔になる  行動も  禁止です。

そのようなことは  しないでください。

シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173問合先
といあわせさき してぃしてぃ ぷろもーしょんぷろもーしょん かか

小牧駅 近くの 広場や 道路

昨年の様子2016年 11月 11日（金） 
～ 2017年 1月 13日（金）17:00～22:00

イルミネーション
日　時 にちじ

場　所 ばしょ

今年は  「こまききちごろう光ばなし」を  テーマとして  イルミネーションを  します。 
小牧を  きれいに  かがやかせる  光の  お話を  楽しんでください。

がらちぇっくみみらちないようじょうえいずいじあにめはんがりー

むりょう

かいらぴおぎゃらりーしみん

かいらぴおありーなそうぞうかんこまきし

にちがつ

しゅくもくにちがつにちにちがつねん

うけつけしゅくもくにちがつにちじ

かいらぴおありーなそうぞうかんこまきしかいじょう

ようがにちにちがつ

しゃしんにほんがどにちがつ

しょどうちょう こうにちにちがつ

ひょうしょうしき

とーくぎゃらりー

しんさいん

いべんとたのびじゅつてんきかんちゅうてんじ

さくひんしゃしんしょどうこうげいちょうそ

ちょうそ ほ

ようがにほんがしゅっぴんかたがたしみん

しゃしんしょどうこうげいちょうそようがにほんがぶもんてんじ

どうろひろばちかこまきえき

きんにちがつねん

きんにちがつねん

たのはなしひかりこまき

いるみねーしょんてーまひかりことし

えんそうあこーでぃおんじんはんがりー

にちにちどにち

にちにちどにち

がつにちじ

にち にちがつにちじ

きよえほんはんがりー

せいりけんむりょうぎゃらりーしみん

にちにちがつどにちがつねん

えんそうあこーでぃおんじんはんがりー

じょうえいあにめきよえほんはんがりー

こーなーたいけんきゅーぶるーびっくぱずるりったい

うええほんはんがりー はんがりー

てんじ

ふせじこしぜんじしんぼうさい

ぷれぜんとくいずこうしゅうてんじでこばーじゅ

はんばいわいんおりじなるわいなりーこまきせいひんじゅさんじょ

もこわしゅうりてんじぱねる

しじょうほうやくだく

きょうしつかたのばすてんじえこかー

はんばいすてぃっくいもみせにこら

たいけんづくまいばっくこうさくつかみきこーなーたいけん

かんがせいかつかんきょう

ふせかじぼうか

ゆうりょうどようびにちかいしゅうしょうかきふよう

こーなーけいはつぼうさいぼらんてぃあぼうさい

てんじききぼうさいじゅうたくさつえいしゃしんてんじきゅうきゅうしゃしょうぼうしゃ

しんていそしながくしゅうたいけんほうしきしーるらりー

れすきゅーこたいけんほうすい

たいけんのうえんたいけんきゅうきゅうたいけんしょうかきたいけんじしんたいけん

がくしゅうぼうさいぼうかさんかたいけんきょうしつぼうか

くばなえぎこーなーすいしんりょくか

うだんごごへいもちこーなーすいしんかくだいしょうひこめ

ういもえびたまご

かきごめやさいこーなーちょくばいせいさんしゃ

うものたちいきこーなーぶっさんてん

うくだものやさいつくこまきし

ぷれぜんとふぇあすべすたんぷらりー

こうさくりさいくるかんたん

せいかつてん

ふぇあかんきょう

ふぇあしょうぼう

のうぎょうさい

いべんときょうどう

こうみんかんかいかんしみんこまきしにちにちどにちがつ

まなぼうさいせいかつかんきょうしょくつういべんとしょうぼう

かんきょうせいかつのうぎょうてーまあんしんあんぜんみどりしょくす

いしょうみんぞくえかこはんがりー

きけんでどうろくさき

きんしこうどうじゃまこうつうおものどうろ

かいしゅうお ばぬきでどうろざっそうきはいえ

きけんじこじゃまある ひとくるまざっそうきだどうろ

ぱずるかよみ

は ん が り ー て んび じ ゅ つ か んた のお や こ

び じ ゅ つ て んし み んこ ま きか いだ い
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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。 
申請書（黄色の封筒）が  郵送で  届いた方は、 申請手続きを  お願いします。

外国籍の  人、 日本語を  勉強したい  人！ あつまれ  おかあさん  おとうさん
日本での  子育てに  役立つ  情報を  いっぱい  お伝えします。

申請方法

●郵送 申請書と  必要書類を、 同封の  返信用封筒で  郵送

●窓口 申請書と  必要書類を、 市役所本庁舎  2階  203会議室

（午前9時～午後5時、土・日曜日、祝祭日、年末年始の  閉庁日を  除く）へ  持ってくる。

今年度は  お笑い芸人の 「田代32」さん、 30年以上の  歴史を  持つ 「春日井ジャズオーケストラ」さん、 

小牧市を  中心に  活躍している 「和太鼓塵輝」さんに  きていただき、 笑い、 感動、 

迫力溢れる  ステージを  披露してもらう  予定です。 また  本学  ベトナム人  留学生による  

竹棒を  使った  バンブーダンスや  歌、 アイドル部や  軽音部の  ステージも  あります。

11:00～11:10

11:10～11:40

12:15～12:45

13:05～13:15

13:20～13:30

開会式（10分）

留学生による 歌（10分）

留学生による バンブーダンス（10分）

Las Divinas様（30分）

春日井ジャズオーケストラ様（30分）

13:40～13:55

14:00～14:30

14:40～15:10

15:40～16:40

16:50～17:00

アイドル部（15分）

軽音LIVE（60分）

閉会式（10分）

田代32様（30分）

和太鼓塵輝様（30分）

国際色豊かな  学生が  多く  在籍する  愛知文教大学だから  できる  模擬店です。 

「ネパール風餃子」「インドネシア風焼き鳥」「フルーツ・チェー」「小吃」「SAMOSA　DAKANDA」

「MO:MO」… みなさんは  いくつ  知っていますか？？ もちろん  定番の 「焼きそば」や 「綿菓子」、 

「から揚げ・ポテト」等の  出店も  あります。

小牧市の  団体が  出店する  地域フリーマーケットを  開催します。 

今年度は  ハンドメイドアクセサリーや  インテリア雑貨、 衣料品、 ベビー用品と  様々な  出店が  

あります。 また  本学教員による  フリーマーケット出店  及び  古書市も  あります。 

思いがけない  掘り出し物との  出会いを  お楽しみください。

0568-78-2211（愛知文教大学）http://www.abu.ac.jp/

愛知文教大学構内（〒485-0802 愛知県小牧市大草5969-3）

11月 3日（木・祝）11:00～17:00　※雨天決行

❶JR「高蔵寺駅」と 名鉄「小牧駅」から スクールバスを 運行します。 バスダイヤ詳細は 本学HPを 見てください。

❷小牧巡回バスの 「18. 北部東部右まわりコース」および「19.北部東部左まわりコース」の「文教大学前」で 降りてください。

❸自家用車利用の 場合、 東名高速道路「春日井I.C」より 国道19号線を 北へ 約8分、「宮ノ上」の 信号交差点を 西へ 約2分です。

アクセス

※主催者の  都合により、 企画内容等  記載内容が  変更される  場合が  ございます。 あらかじめ  ご了承ください。

ここで  紹介した  企画以外にも  たくさんの 「わくわく」を  用意しています。 

晴れあがった  秋の  一日を、 ぜひ  愛知文教大学にて  お過ごしください。

愛知文教大学は、 日本文化の  学びと  実践的な  語学教育、 そして  今の  時代に  必要な  国際感覚を  

養うため、 積極的な  国際交流を  推進しています。 中国や  ベトナム、 ネパールといった  アジア圏からの  

留学生を  多く  受け入れており、 国際色  豊かな  学生が  在籍する  大学でも  あります。

また、 本学は、 小牧市と  提携する  文化事業による 「信長研究」や、 地域イベントへの  学生参加など 

「地域に  根ざした  大学」として  さまざまな  活動を  しています。

つきましては、 来る 11月 3日（木・祝）に  実施します  大学祭「第17回愛文祭」に、 

ぜひ  小牧市の  団体にも  きていただきたく、 ご案内を  します。

今年度は 「一」という  テーマを  掲げ、 学生、 教職員、 地域の  皆様と 「ひとつ」になって  

国際理解や  地域交流が  できる  大学祭を  創りたいと  考えています。 

地元小牧市、 春日井市の  団体の  パフォーマンスも  ありますので  ぜひ  きてください。
申請期限

必要書類

2017年 1月 4日（水）

■必要書類の  添付や  押印を  忘れないように  お願いします

「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

（郵送の  場合は  消印有効）
※申請期限を  過ぎると  受付が  できませんので  ご注意ください。

必要書類の  添付や  押印が  ない場合、 申請の  受付が  できません。 

以下の  必要書類を  申請書に  必ず  添付してください。

応募者が  多い  場合は  抽選です。

6回  参加できる人が  優先です。

子育てに  役立つ  お土産あり

通訳あり、 赤ちゃんを  預けることが  できます。

無料

13:00～15:00（毎回） 第1回 10月15日 乳幼児検診、 予防接種に  役立つ  日本語

第2回 11月19日 日本語で  買い物をして、 料理を  作ろう！

第3回 12月17日 日本の  小学校  これだけ  知っておけば  大丈夫

第4回   1月21日 小学校高学年から  中学生の  子どもへの  接し方

第5回   2月18日 日本語と  母語、 絵本で  ともに  育てよう

第6回   3月11日 広報こまきを  読んで、 地域の  行事に  参加しよう

申し込みは  NPO法人  にわとりの会  info@niwatoris.org   0568-72-7742  メールまたは  電話で  お名前と  連絡先を  お伝えください。

NPOにわとりの会  外国につながる人々を「音の出る漢字カード」を作って、広めて応援している会です。 http://www.niwatoris.org

自分の家や  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、住んでいる  市町村や  1番近い  警察署（または  警察相談専用電話（＃9110））に  ご連絡ください。

※詐取…だまして 取ること

●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  記載された  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  受給された方で、 受取口座が  同じ方は  必要ありません。）

※年金生活者等

　支援臨時福祉給付金

子育て 日本語教室

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※の申請はお済みですか

第17回 愛文祭 国際色・地域色  溢れる
「第17回愛文祭」に  きてください！

愛文祭
ステージ

タイム
スケジュール

国際色豊かな
飲食模擬店や
展示

地域
フリー
マーケット

第17回
愛文祭の
実施概要

場　所 ばしょ

時　間 じかん

料　金 りょうきん 日　時 にちじ

場　所 ばしょ

問合先 といあわせさきホームページ ほーむ
ぺーじ

申し込み もうしこみ

問合先
といあわせさき

臨時福祉給付金コールセンター  TEL.0568-76-1613
りんじ ふくし きゅうふきん こーるせんたー

問合先
といあわせさき

愛知文教大学  TEL.0568-78-2211
あいち ぶんきょうだいがく

問合先
といあわせさき

NPO法人にわとりの会  TEL.0568-72-7742 E-mail: info@niwatoris.orgNPO法人にわとりの会  TEL.0568-72-7742 E-mail: info@niwatoris.org
かいほうじん

ふらっとみなみ（間内駅の  近く） 2月18日は  まなび創造館

す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

ちゅういうけつけすきげんしんせい

ゆうこうけしいんばあいゆうそう
すいにちがつねん

ものぞへいちょうびねんしねんまつしゅくさいじつにちようびどじごごじごぜん

かいぎしつかいほんちょうしゃしやくしょしょるいひつようしんせいしょまどぐち

ゆうそうふうとうへんしんようどうふうしょるいひつようしんせいしょゆうそう

しょるいひつよう

きげんしんせい

ほうほうしんせい

ねがてつづしんせいかたとどゆうそうふうとうきいろしんせいしょ

つうしんせいきゅうふきんふくしりんじしえんとうせいかつしゃねんきん

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げんざい

きゅうふきんふくしりんじしえん

とうせいかつしゃねんきん

だんたい ぱふぉーまんすかすがいしこまきしじもと

かんがつくだいがくさいこうりゅうちいきりかいこくさい

みなさまちいききょうしょくいんがくせいかかてーまいちこんねんど

あんないだんたいこまきし

あいぶんさいかいだいだいがくさいじっししゅくもくにちがつきた

かつどうだいがくねちいき

さんかがくせいいべんとちいきけんきゅうのぶながじぎょうぶんかていけいこまきしほんがく

だいがくざいせきがくせいゆたこくさいしょくいうおおりゅうがくせい

あじあけんねぱーるべとなむちゅうごくすいしんこうりゅうこくさいせっきょくてきやしな

かんかくこくさいひつようじだいいまきょういくごがくじっせんてきまなぶんかにほんだいがくぶんきょうあいち

あいぶんさいかいだい

あふちいきしょくこくさいしょく

ひつようかたおなこうざうけとりかたじゅきゅうきゅうふきんふくしりんじさくねんど

うつぶぶんみひらつうちょうぺーじきさいふりがなめいぎにんこうざばんごうこうざしてんめいきかんめいきんゆう

うつつうちょうよきんかくにんこうざきかんきんゆうふりこみさき

うつなどほけんしょうけんこうめんきょしょううんてんしょるいかくにんほんにんぜんいんたいしょうしゃしきゅう

うつなど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

てんぷかならしんせいしょしょるいひつよういか

うけつけしんせいばあいおういんてんぷしょるいひつよう

ねがわすおういんてんぷしょるいひつよう

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いちばんちかしちょうそんすまよ

かいおうえんひろつくかーどかんじでおとひとびとがいこくかい

つたれんらくさきなまえでんわめーるかいほうじんもう こ

ゆうせんひとさんかかい

ちゅうせんばあいおおおうぼしゃ

みやげやくだこそだ

あか あずつうやく

むりょう

まいかい

そうぞうかんがつ にちちかまないえき

つたじょうほうやくだこそだにほん

ひとべんきょうにほんごひとがいこくせき

さんかぎょうじちいきよこうほう

そだえほんぼごにほんご

かたせっこちゅうがくせいこうがくねんしょうがっこう

だいじょうぶししょうがっこうにほん

つくりょうりものかにほんご

にほんごやくだせっしゅよぼうけんしんにゅうようじかいだい にちがつ

とどゆうびんでんわ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じぶん いえ

ちゅういさしゅ

さしゅ 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しえんとうせいかつしゃねんきん

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そちきゅうふかんそきゅうふきんふくしりんじ

たのであものだほおも

こしょいちおよしゅってんまーけっとふりーきょういんほんがく

しゅってんさまざまべびー ようひんいりょうひんざっかいんてりああくせさりーはんどめいどこんねんど

かいさいまーけっとふりーちいきしゅってんだんたいこまきし

しゅってんなどぽてとあ

わたがしやていばんし

しゃおちーちぇーふるーつとりやふういんどねしあぎょうざふうねぱーる

もぎてんだいがくぶんきょうあいちざいせきおおがくせいゆたこくさいしょく

へいかいしきふん ふんだんすばんぶーりゅうがくせい

けいおんふん ふんうたりゅうがくせい

さまじんきわだいこふん ふんさまおーけすとらじゃずかすがい

たしろふん ふんさま さま

あいどるぶふん ふんかいかいしき

あくせす

がいようじっし

あいぶんさい

かいだい

りょうしょうばあいへんこうないようきさいなどないようきかくつごうしゅさいしゃ

ふんやくにしこうさてんしんごうみやのうえふんやくきたごうせんこくどうかすがいどうろこうそくとうめいばあいりようじかようしゃ

おまえだいがくぶんきょうこーすひだりとうぶほくぶこーすみぎとうぶほくぶばすじゅんかいこまき

みほんがくしょうさいだいやばすうんこうばすすくーるこまきえきめいてつこうぞうじえき

だいがくぶんきょうあいち

おおくさこまきしあいちけんこうないだいがくぶんきょうあいち

けっこううてんしゅくもくにちがつ

すだいがくぶんきょうあいちいちにちあきは

よういいがいきかくしょうかい

すてーじけいおんぶあいどるぶうただんすばんぶーつかたけぼう

りゅうがくせいじんべとなむほんがくよていひろうすてーじあふはくりょく

かんどうわらじんきわだいこかつやくちゅうしんこまきし
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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。 
申請書（黄色の封筒）が  郵送で  届いた方は、 申請手続きを  お願いします。

外国籍の  人、 日本語を  勉強したい  人！ あつまれ  おかあさん  おとうさん
日本での  子育てに  役立つ  情報を  いっぱい  お伝えします。

申請方法

●郵送 申請書と  必要書類を、 同封の  返信用封筒で  郵送

●窓口 申請書と  必要書類を、 市役所本庁舎  2階  203会議室

（午前9時～午後5時、土・日曜日、祝祭日、年末年始の  閉庁日を  除く）へ  持ってくる。

今年度は  お笑い芸人の 「田代32」さん、 30年以上の  歴史を  持つ 「春日井ジャズオーケストラ」さん、 

小牧市を  中心に  活躍している 「和太鼓塵輝」さんに  きていただき、 笑い、 感動、 

迫力溢れる  ステージを  披露してもらう  予定です。 また  本学  ベトナム人  留学生による  

竹棒を  使った  バンブーダンスや  歌、 アイドル部や  軽音部の  ステージも  あります。

11:00～11:10

11:10～11:40

12:15～12:45

13:05～13:15

13:20～13:30

開会式（10分）

留学生による 歌（10分）

留学生による バンブーダンス（10分）

Las Divinas様（30分）

春日井ジャズオーケストラ様（30分）

13:40～13:55

14:00～14:30

14:40～15:10

15:40～16:40

16:50～17:00

アイドル部（15分）

軽音LIVE（60分）

閉会式（10分）

田代32様（30分）

和太鼓塵輝様（30分）

国際色豊かな  学生が  多く  在籍する  愛知文教大学だから  できる  模擬店です。 

「ネパール風餃子」「インドネシア風焼き鳥」「フルーツ・チェー」「小吃」「SAMOSA　DAKANDA」

「MO:MO」… みなさんは  いくつ  知っていますか？？ もちろん  定番の 「焼きそば」や 「綿菓子」、 

「から揚げ・ポテト」等の  出店も  あります。

小牧市の  団体が  出店する  地域フリーマーケットを  開催します。 

今年度は  ハンドメイドアクセサリーや  インテリア雑貨、 衣料品、 ベビー用品と  様々な  出店が  

あります。 また  本学教員による  フリーマーケット出店  及び  古書市も  あります。 

思いがけない  掘り出し物との  出会いを  お楽しみください。

0568-78-2211（愛知文教大学）http://www.abu.ac.jp/

愛知文教大学構内（〒485-0802 愛知県小牧市大草5969-3）

11月 3日（木・祝）11:00～17:00　※雨天決行

❶JR「高蔵寺駅」と 名鉄「小牧駅」から スクールバスを 運行します。 バスダイヤ詳細は 本学HPを 見てください。

❷小牧巡回バスの 「18. 北部東部右まわりコース」および「19.北部東部左まわりコース」の「文教大学前」で 降りてください。

❸自家用車利用の 場合、 東名高速道路「春日井I.C」より 国道19号線を 北へ 約8分、「宮ノ上」の 信号交差点を 西へ 約2分です。

アクセス

※主催者の  都合により、 企画内容等  記載内容が  変更される  場合が  ございます。 あらかじめ  ご了承ください。

ここで  紹介した  企画以外にも  たくさんの 「わくわく」を  用意しています。 

晴れあがった  秋の  一日を、 ぜひ  愛知文教大学にて  お過ごしください。

愛知文教大学は、 日本文化の  学びと  実践的な  語学教育、 そして  今の  時代に  必要な  国際感覚を  

養うため、 積極的な  国際交流を  推進しています。 中国や  ベトナム、 ネパールといった  アジア圏からの  

留学生を  多く  受け入れており、 国際色  豊かな  学生が  在籍する  大学でも  あります。

また、 本学は、 小牧市と  提携する  文化事業による 「信長研究」や、 地域イベントへの  学生参加など 

「地域に  根ざした  大学」として  さまざまな  活動を  しています。

つきましては、 来る 11月 3日（木・祝）に  実施します  大学祭「第17回愛文祭」に、 

ぜひ  小牧市の  団体にも  きていただきたく、 ご案内を  します。

今年度は 「一」という  テーマを  掲げ、 学生、 教職員、 地域の  皆様と 「ひとつ」になって  

国際理解や  地域交流が  できる  大学祭を  創りたいと  考えています。 

地元小牧市、 春日井市の  団体の  パフォーマンスも  ありますので  ぜひ  きてください。
申請期限

必要書類

2017年 1月 4日（水）

■必要書類の  添付や  押印を  忘れないように  お願いします

「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

（郵送の  場合は  消印有効）
※申請期限を  過ぎると  受付が  できませんので  ご注意ください。

必要書類の  添付や  押印が  ない場合、 申請の  受付が  できません。 

以下の  必要書類を  申請書に  必ず  添付してください。

応募者が  多い  場合は  抽選です。

6回  参加できる人が  優先です。

子育てに  役立つ  お土産あり

通訳あり、 赤ちゃんを  預けることが  できます。

無料

13:00～15:00（毎回） 第1回 10月15日 乳幼児検診、 予防接種に  役立つ  日本語

第2回 11月19日 日本語で  買い物をして、 料理を  作ろう！

第3回 12月17日 日本の  小学校  これだけ  知っておけば  大丈夫

第4回   1月21日 小学校高学年から  中学生の  子どもへの  接し方

第5回   2月18日 日本語と  母語、 絵本で  ともに  育てよう

第6回   3月11日 広報こまきを  読んで、 地域の  行事に  参加しよう

申し込みは  NPO法人  にわとりの会  info@niwatoris.org   0568-72-7742  メールまたは  電話で  お名前と  連絡先を  お伝えください。

NPOにわとりの会  外国につながる人々を「音の出る漢字カード」を作って、広めて応援している会です。 http://www.niwatoris.org

自分の家や  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、住んでいる  市町村や  1番近い  警察署（または  警察相談専用電話（＃9110））に  ご連絡ください。

※詐取…だまして 取ること

●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  記載された  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  受給された方で、 受取口座が  同じ方は  必要ありません。）

※年金生活者等

　支援臨時福祉給付金

子育て 日本語教室

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※の申請はお済みですか

第17回 愛文祭 国際色・地域色  溢れる
「第17回愛文祭」に  きてください！

愛文祭
ステージ

タイム
スケジュール

国際色豊かな
飲食模擬店や
展示

地域
フリー
マーケット

第17回
愛文祭の
実施概要

場　所 ばしょ

時　間 じかん

料　金 りょうきん 日　時 にちじ

場　所 ばしょ

問合先 といあわせさきホームページ ほーむ
ぺーじ

申し込み もうしこみ

問合先
といあわせさき

臨時福祉給付金コールセンター  TEL.0568-76-1613
りんじ ふくし きゅうふきん こーるせんたー

問合先
といあわせさき

愛知文教大学  TEL.0568-78-2211
あいち ぶんきょうだいがく

問合先
といあわせさき

NPO法人にわとりの会  TEL.0568-72-7742 E-mail: info@niwatoris.orgNPO法人にわとりの会  TEL.0568-72-7742 E-mail: info@niwatoris.org
かいほうじん

ふらっとみなみ（間内駅の  近く） 2月18日は  まなび創造館

す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

ちゅういうけつけすきげんしんせい

ゆうこうけしいんばあいゆうそう
すいにちがつねん

ものぞへいちょうびねんしねんまつしゅくさいじつにちようびどじごごじごぜん

かいぎしつかいほんちょうしゃしやくしょしょるいひつようしんせいしょまどぐち

ゆうそうふうとうへんしんようどうふうしょるいひつようしんせいしょゆうそう

しょるいひつよう

きげんしんせい

ほうほうしんせい

ねがてつづしんせいかたとどゆうそうふうとうきいろしんせいしょ

つうしんせいきゅうふきんふくしりんじしえんとうせいかつしゃねんきん

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げんざい

きゅうふきんふくしりんじしえん

とうせいかつしゃねんきん

だんたい ぱふぉーまんすかすがいしこまきしじもと

かんがつくだいがくさいこうりゅうちいきりかいこくさい

みなさまちいききょうしょくいんがくせいかかてーまいちこんねんど

あんないだんたいこまきし

あいぶんさいかいだいだいがくさいじっししゅくもくにちがつきた

かつどうだいがくねちいき

さんかがくせいいべんとちいきけんきゅうのぶながじぎょうぶんかていけいこまきしほんがく

だいがくざいせきがくせいゆたこくさいしょくいうおおりゅうがくせい

あじあけんねぱーるべとなむちゅうごくすいしんこうりゅうこくさいせっきょくてきやしな

かんかくこくさいひつようじだいいまきょういくごがくじっせんてきまなぶんかにほんだいがくぶんきょうあいち

あいぶんさいかいだい

あふちいきしょくこくさいしょく

ひつようかたおなこうざうけとりかたじゅきゅうきゅうふきんふくしりんじさくねんど

うつぶぶんみひらつうちょうぺーじきさいふりがなめいぎにんこうざばんごうこうざしてんめいきかんめいきんゆう

うつつうちょうよきんかくにんこうざきかんきんゆうふりこみさき

うつなどほけんしょうけんこうめんきょしょううんてんしょるいかくにんほんにんぜんいんたいしょうしゃしきゅう

うつなど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

てんぷかならしんせいしょしょるいひつよういか

うけつけしんせいばあいおういんてんぷしょるいひつよう

ねがわすおういんてんぷしょるいひつよう
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ゆうせんひとさんかかい
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みやげやくだこそだ

あか あずつうやく

むりょう

まいかい

そうぞうかんがつ にちちかまないえき

つたじょうほうやくだこそだにほん

ひとべんきょうにほんごひとがいこくせき

さんかぎょうじちいきよこうほう

そだえほんぼごにほんご

かたせっこちゅうがくせいこうがくねんしょうがっこう
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かいだい
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申し込み もうしこみ日　時 にちじ場　所 ばしょ 料　金 りょうきん問合先 といあわせ
さき

い る み ね ー し ょ ん

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ 場　所 ばしょ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

料　金 りょうきん

ハンガリーの  子どもたちの  描いた絵や、 ししゅう、 民族衣装などの  展示、 

ハンガリーの  絵本 ・ ぬり絵 ・ ハンガリー生まれの  

立体パズル（ルービックキューブ）などの  体験コーナーも  あります。

また、 ハンガリーの  絵本の  読み聞かせや  アニメの  上映、 

ハンガリー人による  アコーディオンの  演奏も  します。

「住みやすいこまき ～ 食 ・ 緑 ・ くらし ・ 安全安心 ～」を  テーマに  農業、 生活、 環境、 

消防イベントを  通じ、 食 ・ 環境 ・ 生活 ・ 防災について  学ぼう。

共同イベント

農業祭

消防フェア

環境フェア

みんなの
生活展

展示部門 日本画、 洋画、 彫塑※・工芸、 書道、 写真
市民の  方々が  出品した  日本画、 洋画、 彫塑・工芸、 書道、 写真の  作品を

展示します。 期間中は  美術展を  より  楽しめる  イベントを  します。

市民ギャラリー1・2・3

小牧市市民会館・公民館

小牧市まなび創造館　アリーナ(ラピオ5階)
市民ギャラリー(ラピオ4階)

2016年 11月 5日（土）～11月 13日（日）

11月19日(土)・20日(日) 10:00～15:00

10:00～17:00

2016年 10月 23日(日)～11月 3日(木・祝)
10:00～19:00 (11月 3日のみ 16:00まで)

※彫塑…彫って  つくられたもの

いりません無料・整理券なし

内容:「ラチと らいおん」「耳が チェック柄の うさぎ」■ハンガリーの  アニメを  随時 上映 します。
日時:11月6日（日）11:00～、13:30～■ハンガリー人 による アコーディオンの 演奏

日時:11月5日（土）11:00～11:30 6日（日）14:00～14:30

　　　　12日（土）11:00～11:30 13日（日）14:00～14:30

■ハンガリー絵本の 読み聞かせ

●簡単！！ リサイクル工作

●スタンプラリー (全ての  フェアを  まわると  プレゼントが  あります)

小牧市で  作られた  野菜や  果物を  売っています。

防火教室、 いろいろな  体験に  参加して  防火 ・ 防災を  学習しよう！
※1 ※2

環境に  やさしい生活を  考えます。

暮らしに  役立つ  情報を  お知らせします。
●パネル展示　　●おもちゃの  修理（壊れた  おもちゃを  持ってきてください）

●授産所製品や  小牧ワイナリーオリジナルワインの  販売

●デコバージュ展示 ・ 講習　　●クイズ(プレゼントが  あります)

●体験コーナー（木の実を  使った  工作や、 マイバック作りなどの  体験が  できます）

●にこにこニコラの  店（ぜんざい、 芋スティックの  販売）

●エコカー展示など　　●バスの  乗り方教室

いろいろな 体験 □地震体験　□消火器体験　□救急体験　□濃煙体験

□放水体験　□ちびっ子レスキュー（こどものみ）

※シールラリー方式で  体験 ・ 学習し、 粗品を  進呈！

●消防車 ・ 救急車の  展示…写真撮影できます　　●住宅防災機器の  展示　　　　

●防災ボランティアによる  防災啓発コーナー

●不用消火器の  回収（19日土曜日のみ・有料）
※1 防火…火事を  防ぐこと

※2 防災…地震などの  自然に  おきる  事故を  防ぐこと

●物産展コーナー…いろいろな  地域の食べ物を  売っています。

●生産者直売コーナー…野菜、 もち米、 柿、 じねんじょ、 

 にわとりの卵、 エビ芋など  売っています。

●米消費拡大推進コーナー…五平餅、 みたらし団子などを  売っています。

●緑化推進コーナー…苗木を  配ります。

審査員による  

ギャラリートーク

10月 23日（日） 彫・工  13:30～　　書　道 15:00～

10月 29日（土） 日本画 11:00～　　写　真 14:00～

10月 30日（日） 洋　画 10:30～

表彰式
会場▶小牧市まなび創造館アリーナ（ラピオ5階）

日時▶11月 3日（木・祝） 14:30～（14:00から  受付）

無料

親子で 楽しむ 美術館「ハンガリー展」

第57回 小牧市民美術展

2016 いきいきこまき
見て、 読んで、 描いて、 パズルも しましょう！

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

農政課　TEL.0568-76-1131農政課　TEL.0568-76-1131問合先
といあわせさき のうせいのうせい かか

道路課　TEL.0568-76-1186道路課　TEL.0568-76-1186問合先
といあわせさき どうろどうろ かか

草木などが 道路に 出ていると 危険です！
道路に  はみ出した  木や  雑草は、 車と  歩く人の  邪魔をして、 事故に  つながる危険が  あります。

家に  生えている  木や  雑草が  道路に  出ているときは、 切るか  抜いて、 落ち葉は  回収してください。

また、 道路に  物を  置いたり、 交通の  邪魔になる  行動も  禁止です。

そのようなことは  しないでください。

シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173問合先
といあわせさき してぃしてぃ ぷろもーしょんぷろもーしょん かか

小牧駅 近くの 広場や 道路

昨年の様子2016年 11月 11日（金） 
～ 2017年 1月 13日（金）17:00～22:00

イルミネーション
日　時 にちじ

場　所 ばしょ

今年は  「こまききちごろう光ばなし」を  テーマとして  イルミネーションを  します。 
小牧を  きれいに  かがやかせる  光の  お話を  楽しんでください。
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うけつけしゅくもくにちがつにちじ
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ようがにちにちがつ
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しょどうちょう こうにちにちがつ
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きけんじこじゃまある ひとくるまざっそうきだどうろ

ぱずるかよみ

は ん が り ー て んび じ ゅ つ か んた のお や こ

び じ ゅ つ て んし み んこ ま きか いだ い
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次の 税金の 支払い期限は 11月 30日（水）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  11月 13日（日）、 11月 27日（日）　8:30～17:15

○国民健康保険税（第6期） ○介護保険料（第5期）

○後期高齢者医療保険料（第4期）

○国民健康保険税（第6期） ○介護保険料（第5期）

○後期高齢者医療保険料（第4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。

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

いろいろな  国の  人との  交流が  好きな  小学生より  上の人

中学生より  上の  大人（日本人 50人、 外国人 50人）

小学生  20人（日本の  こども 10人、 外国のこども 10人）

小学生：会員300円、その他500円 / 中学生以上：会員500円、その他800円

小牧国際ボウル12月 4日（日） 9:30～12:30（予定）

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

スポーツ交流会 世界の  友だちと  一緒に、 
ボウリングで  交流を  楽しみませんか！

11月2日（水）～19日（土） 9時～17時の  間に  お金を  もって、 

小牧市国際交流協会（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

※市民会館から  バスが  出ます。 予約を  してください。

問合先
といあわせさき

小牧市国際交流協会（KIA)  TEL.0568-76-0905 E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp小牧市国際交流協会（KIA)  TEL.0568-76-0905 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 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

桃ヶ丘
一色
米野
北里
本庄
光ヶ丘
篠岡
小牧
味岡
小牧原
小木
村中
小牧南
三ッ渕
陶　
大城

桃ヶ丘二丁目3（桃ヶ丘小学校内）
大字久保一色3500（一色小学校内）
中央五丁目339（米野小学校内）
下小針中島二丁目50（北里小学校内）
大字本庄2597-18（本庄小学校東側）
光ヶ丘三丁目50（光ヶ丘小学校内）
篠岡二丁目25（篠岡小学校内）
小牧三丁目17（小牧小学校内）
大字小松寺585-1（味岡小学校内）
大字小牧原新田1125（小牧原小学校内）
小木西二丁目1（小木小学校内）
大字村中1045（村中小学校内）
若草町82（小牧南小学校内）
大字三ッ渕480（三ッ渕小学校内）
大字上末3450-282（陶小学校内）
城山三丁目2-4（大城児童館内2F）

住所クラブ名

来年度  市内の  小学校に  通う  1～6年生で、 

昼間  保護者が  家に  いないなど、 

一定の  条件に  あてはまる  子供たち。

（年度ごとに  申し込みが  必要です。）

申込期間

及び場所

申込用紙の

設置場所

平日:授業終了後～18:30

長期休業期間:7:30～18:30（土曜日を除く）

土曜日:8:30～18:00

学校代休日:7:30～18:30

（1）2016年 11月 14日（月）～11月 25日（金）
　   平 日:13:30～18:00
　   土曜日:8:30～17:00

料金
月額5,000円（おやつ代は別）

※口座振替で  お願いします。

※日曜日、 祝日、 年末年始を  除く

※必ず  時間内に  送り迎えを  してください。

※祝日、日曜日を  除く

申込場所:加入したい  各児童クラブ

（2）2016年 11月 28日（月）以降
　   平日:8:30～17:15

最終申込締切：2017年 1月 16日（月）

※土・日・祝日・年末年始(12月29日～1月3日)を  除く

申込場所:こども政策課

こども政策課、 各児童クラブ、 

各市民センター、 都市センター

※2016年 10月 15日以降  配ります。

対象

開所時間

79-2110
77-3275
77-3357
71-2584
78-5711
78-2110
79-8041
77-5122
77-8666
73-7339
72-8655
76-2655
76-8851
76-8100
78-1101
78-1102

電 話

こども政策課　TEL.0568-76-1129（直通）こども政策課　TEL.0568-76-1129（直通）問合先
といあわせさき せいさくせいさく ちょくつうちょくつうかか

そのほか、 保険年金課と  保育課に  ポルトガル語 （9:00～17:00）、 福祉総務課に  ポルトガル語 （9:30～16:30）、

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

燃やすごみの  中を  見ると、 紙類が  多く  混ざっていることが  あります。 紙類の  中には、 資源として  

リサイクルできる  ものが  多く  含まれています。  もう一度、 紙類（特に  雑がみ）の  

分別方法を  確認し、 燃やすごみを  減らしたり、 リサイクルに  ご協力を  お願いします。

新聞、 雑誌、 段ボール、 飲料用紙パック以外の  リサイクルできる  紙のこと。雑がみとは

雑がみの例

雑がみの

出し方

●菓子箱  ●ポスター  ●紙袋  ●紙箱  ●メモ用紙  ●はがき  ●食品ラップの  芯  

●トイレットペーパーの  芯  ●包装紙  ●ちらし  　

●封筒（宛名シールの  ついていないもの）　

●ワイシャツなどの  台紙  ●シュレッダーした  紙　※汚れた紙は  対象外

紙袋（なければ  資源用収集袋）に  入れて  資源回収場所へ  出してください。
【注意】※古紙類は  雨に  濡れると  資源として  利用できなくなりますので、 雨の日は  出さないでください。

※古紙…一度使われた  紙のこと

雑がみの 分別で、 燃やすごみを 減らそう！

問合先
といあわせさき

廃棄物対策課  TEL.0568-76-1187
はいきぶつ たいさく か

平日の  昼は  忙しくて、 税金の  支払いが  できない  人は…

はや

はらし

つ ぎ ぜ い きん し はら き げん が つ に ち す い
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かくにんかねのここうざまえ ひきげんしはら
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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

やすしゅくじつげつようびにちようび

ききょうかいこうりゅうこくさいこまきし こまきし こうみんかん かい

かねじ じ あいだどにちすいにちがつ

にちにちがつ

たのこうりゅうぼうりんぐ

いっしょともせかい

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

すぽーつ こうりゅうかい

ふりかえこうざ ねが

べつだいえんげつがく
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ちゅうい

だばしょかいしゅうしげんいしゅうしゅうぶくろしげんようかみぶくろ

かただ

ざつ

たいしょうがいかみよごかみしゅれっだーだいしわいしゃつ

しーるあてなふうとう

ほうそうししんぺーぱーといれっと

しんらっぷしょくひんようしめもかみばこかみぶくろぽすたーかしばこ

れいざつ

かみ

よやくでばすかいかんしみん

えんたえんかいいんいじょうちゅうがくせいえんたえんかいいんしょうがくせい

にんがいこくにんにほんにんしょうがくせい

にんがいこくじんにんにほんじんおとなうえちゅうがくせい

ひとうえしょうがくせいすこうりゅうひとくに

ぼうるこくさいこまきよてい

りさくるいがいぱっくようしいんりょうだんぼーるざっししんぶんざつ

ねがきょうりょくりさいくるへもかくにんほうほうぶんべつ

ざつとくかみるいいちどふくおおりさいくる

しげんなかかみるいまおおかみるいみなかも

おく むかじかんないかなら

のぞねんしねんまつしゅくじつにちようび

だいきゅうびがっこう

どようび

のぞどようびきかんきゅうぎょうちょうき

しゅうりょうごじゅぎょうへいじつ

ひつようこもうねんど

こどもじょうけんいってい

いえほごしゃひるま

ねんせいかよしょうがっこうしないらいねんど

くばいこうにちがつねん

せんたーとしせんたーしみんかく

くらぶじどうかくかせいさく

げつにちがつねんしめきりもうしこみさいしゅう

かせいさくばしょもうしこみ

のぞにちがつにちがつねんしねんまつしゅくじつにちど

へいじつ

いこうげつにちがつねん

くらぶじどうかくかにゅうばしょもうしこみ

のぞにちようびしゅくじつ

どようび

へいじつ

きんにちがつげつにちがつねん

ももがおか

いしき

こめの

きたさと

ほんじょう

ひかりがおか

しのおか

こまき

あじおか

こまきはら

こき

むらなか

こまきみなみ

みつぶち

すえ

おおしろ

くらぶめい じゅうしょ でんわ

ももがおか 2ちょうめ 3 ももがおかしょうがっこうない

おおあざ くぼいしき 3500 いしきしょうがっこうない

ちゅうおう 5ちょうめ 339 こめのしょうがっこうない

しもおばり なかしま 2ちょうめ50 きたさとしょうがっこうない

おおあざ ほんじょう 2597-18 ほんじょうしょうがっこうひがしがわ

ひかりがおか 3ちょうめ 50 ひかりがおかしょうがっこうない

しのおか 2ちょうめ 25 しのおかしょうがっこうない

こまき 3ちょうめ 17 こまきしょうがっこうない

おおあざ こまつじ 585-1 あじおかしょうがっこうない

おおあざ こまきはら しんでん 1125 こまきはらしょうがっこうない

こきにし 2ちょうめ 1 こきしょうがっこうない

おおあざ むらなか 1045 むらなかしょうがっこうない

わかくさちょう 82 こまきみなみしょうがっこうない

おおあざ みつぶち 480 みつぶちしょうがっこうない

おおあざ かみずえ 3450-282 すえしょうがっこうない

しろやま 3ちょうめ 2-4 おおしろじどうかんない2F

たいしょう

ばしょせっち

ようしもうしこみ

ばしょおよ

きかんもうしこみ

りょうきん

じかんかいしょ

ね ん ど
じ ど う

ざ つ

こも うか に ゅ うく ら ぶ

へもぶ ん べ つ
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