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　お知らせ

●市民病院からのお知らせ
●防災メールに 登録しよう
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資源・ごみの 分け方と 出し方に ついて

今回は[燃やすごみ・燃やさないごみ］についてです

[燃やすごみ］

廃棄物対策課ごみ減量推進係　TEL0568-76-1187問合先

出し方 ◆注意！◆
※打ち枝は、 直径10cm  以下で　60cm

　未満の　長さに　切り、

　束ねて　しっかり  縛って

　出してください。

対象となるもの

料理くず、 木くず、 貝殻、 布製品、 ぬいぐるみ、 紙おむつ、 
打ち枝、 草、 リサイクル  できない  紙くず （紙コップ ・ 
ティッシュペーパー ・ 写真  など）

②燃やすごみ用収集袋（白色）に　入れ、

①料理くずは、 水を  十分  切り、

（指定袋以外の  袋で  出しては  いけません。
段ボールで  出しては  いけません。）

③燃やすごみ収集場所へ　出す。

 

 

燃やすご
み用

（白袋
）

小牧市
指定収

集袋

[燃やさないごみ］

出し方

◆注意！◆
※ガラスくずなど　危険なものは、　古紙などに　包んで、　
　「キケン」と　表示して　出してください。
※ボタン電池、ニカド電池等は　販売店へ　お持ちください。
※ライターの　ガスを　抜かないと　火災の　危険が　あるので
　ご協力　お願いします。
※金属類・プラがよく　まざっています。 資源として　出せないか
　どうかを　もう一度　確認して　ください。

対象となるもの

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、 ライターなど

②資源回収場所へ　出す。

 

 

燃やさないごみ用
（赤袋）

小牧市指定収集袋

①燃やさない  ごみ用  
　収集袋（赤色）に  入れ、

※紙おむつは、 汚物を　トイレに　流した

　後で　出して　ください。

りょうり
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みまん なが き

たば

だ
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ちゅうい

きけん こし つつ

きけん ひょうじ だ
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きょうりょく ねが
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ようきほうそう

ごむ るい でんきゅう かんでんち らいたー

いがい せいひんぷらすちっく

さいくる かみ かみ こっぷ

き かいがら ぬのせいひん かみ

こんかい

たいしょう

たいしょう

だ かた

だ かた

ちゅうい

も も

も

も

し げ ん わ か た だ か た

はいきぶつ　たいさくか げんりょう すいしんがかりといあわせさき
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問合先 子育て支援課　TEL.0568-７６-1130

市立保育園 入園 申込み2013年度

【受入】 ○…1歳児から　●…0歳児（3か月目）から　★…0歳児（生後57日目）から

【延長保育時間】 ◇…平日7:30～18:30　土曜7:30～17:30　◆…平日・土曜7:00～19:00

※味岡保育園は平成25年4月から所在地が変わる予定です。

くばるところ：10月1日（月）から　各保育園、　子育て支援課で　配布   

 ※第一希望の  保育園へ  受取に  行くと  申込み時の  面接の  予約が  できます。

対　　象　： 生まれてから  ５７日目 ～ 小学校に  入る  前の  児童 

日 に ち ： 11月1日（木）、 11月2日（金）　9:00 ～ 16:30  

場　　所　： 第1希望の　保育園   

 ※もちもの： 親子（母子）健康手帳

 ※お子さんと  一緒に  面接を  受けて  ください。 

といあわせさき こそだ しえんか

がつ

だいいち　きぼう

たいしょう

ばしょ

ひ

う にちめ しょうがっこう はい まえ じどう

ほいくえん うけとり もうしこ じ めんせつ よやくい

にち げつ

がつ にち もく

だいいちきぼう

うけいれ ほいくえんめい

だいに　　ほいくえん こまき　　にちょうめ

しんまち　さんちょうめ

あじおか 　ほいくえん

みつぶち 　　ほいくえん

みつぶち 　きた　ほいくえん みつぶち

すえ　ほいくえん

しのおか　ほいくえん

おおやま　ほいくえん

きたさと　ほいくえん

いわざき　ほいくえん

やまきた　ほいくえん

ほんじょう　ほいくえん

ふじしま　　ほいくえん

こ　が　　ほいくえん

おおしろ　　ほいくえん

むらなか　　ほいくえん

しやくしょ こ　そだ しえんか

うけいれ

えんちょう　ほいく　じかん へいじつ へいじつどよう どよう

いっさいじ

あじおか　ほいくえん へいせい ねん がつ しょざいち か よてい

ぜろさいじ ぜろさいじげつめ にちめせいご

むらなか

しろやま　さんちょうめ

こ　が　　さんちょうめ

ふじしまちょうぼんてん

ほんじょう

やすだ　ちょう

こ　き　　ほいくえん

いしき　　ほいくえん

ほいくえん さくらい

く　ぼ　 いしき　みなみ　にちょうめ

こ　き　　にちょうめ

いわさき

しのおか　　にちょうめ

おうじ　　いっちょうめ

しもおばり　なかしま　にちょうめ

かみずえ あざ 　いなばだい

みつぶち

ふみつ

だいさん 　ほいくえん

しょざいち でんわ　ばんごう えんちょう　ほいく

おやこ ぼし けんこうてちょう

こ いっしょ めんせつ う

ほいくえん

がつ にち きん

かく　ほいくえん こ  そだ しえんか はいふ

申込み
もうしこみ

申込書

配布

もうしこみしょ

はいふ

し り つ 　 　 　 ほ い く え ん
ね ん ど

に ゅ う え ん も う し こ

第二保育園

第三保育園

味岡保育園

三ツ渕保育園

陶保育園

篠岡保育園

大山保育園

北里保育園

岩崎保育園

小木保育園

一色保育園

三ツ渕北保育園

さくら保育園

山北保育園

本庄保育園

藤島保育園

古雅保育園

大城保育園

村中保育園

市役所  子育て支援課
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○
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○

○
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●
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○

○

○

○
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○
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◇

◆

◇

◇

◆

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◆

◆

小牧二丁目216

新町三丁目135

文津262

三ツ渕1622

上末字稲葉台1

篠岡二丁目30

応時一丁目265

下小針中島二丁目90

岩崎1533－4

小木二丁目350－1

久保一色南二丁目8

三ツ渕2130－1

桜井40

安田町98

本庄2597－433

藤島町梵天110－35

古雅三丁目54

城山三丁目2－1

村中1058

77－0844

77－0514

77－0425

77－0913

79－2323

79－8336

77－1005

76－3337

76－2880

77－8536

77－8600

72－9330

73－5536

73－5535

79－6128

75－2320

79－2477

78－0797

42－0053

76－1130

所 在 地 電話番号 延長保育保育園名受入
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収税課　TEL0568-72-2101（代表） 内線２７６～２７９　TEL0568-76-1117／0568-76-1118（直通）
しゅうぜいか だいひょう ないせん ちょくつう

問合先
といあわせさき

○普通徴収市県民税（第3期）

○国民健康保険税（第5期）

○介護保険料（第4期）

○後期高齢者医療保険料（第3期）

次の税金の支払い期限は10月31日(水)です

1. 市役所  収税課では、 本庁舎2階に  おいて、  日曜日に  市の  税金の  支払相談、 支払窓口を  

　 開いています。

　 ◎日時 ： 10月14日（日曜日）　10月28日（日曜日）  ８:３０から17：１５まで

２． 小牧駅出張所では、 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。

　 ◎取扱時間は、 ８:３０から17：１５まで

　　※小牧駅出張所の  休業日は  年末年始です。

３． バーコード付きの  納付書なら  コンビニエンスストアでも  

　 税金の  支払いが  できます。  ※納付書の  納付期限内に  限ります。

平日の  昼間は  忙しいため、 税金の  納付が  困難な  人は・・・

支払いは  早めに！　みんなのために  支払いの  ルールを  守りましょう。 支払い  忘れ  防止には、

口座振替が  便利です。 口座振替を  ご利用の  かたは、 前日までに  預金残高を  確認  してください。

支払いが  遅れますと  市役所から  再び  納付書 （督促状） が  発送され  遅れていることを  通知  

いたします。 また、 職員が  家へ  訪問  することも  あります。 気がついたら  早めに  支払いを  して

ください。 支払いが  遅れる  理由には  様々な  事情が  あるかも  しれませんが、 市役所  収税課へ

相談・連絡等が  なければ  その  事情は  分かりません。 遅れている  事情が  あれば  早めに  お伝え

ください。 支払い、 相談など  無く  誠意が  認められない  場合は、 悪質と  判断し  滞納処分

（差押など） を  する  場合が  あります。

☆支払いが遅れると・・・

抽  選
一般世帯向け

市営 大輪住宅 空家 入居者 募集
申込方法 もうしこみ

ほうほう 市役所  建築課  窓口へ  直接  もってきて  ください （古い  山側の  庁舎  2階）※閉庁日を除く

募集内容 ぼしゅう
ないよう

募集日程の
お知らせ（予定）

ぼしゅうにってい

し よてい

市営  鷹之橋住宅  301号 ・ 304号、 大輪住宅  3棟  103号

もうしこみ書を  配る  期間… 2012年10月5日（金）～2012年10月26日（金）

申し込みの　期間　………… 2012年10月19日（金）～2012年10月26日（金）

抽　選　日　………………… 2012年11月5日（月）

アパートに入れる日（予定）… 2013年1月1日（火）

問合先
といあわせさき

建築課営繕係　TEL.0568-76-1143  担当：森江・安藤（内線327）
けんちくかえいぜんがかり たんとう もりえ あんどう ないせん

しやくしょ にちようびしゅうぜいか ほんちょうしゃ かい ぜいきんし しはらいそうだん しはらいまどぐち

ひら

へいじつ ひるま ぜいきんいそが のうふ こんなん ひと

にちじ

しやくしょ

しえい

しょ くば

ちゅうせんび

もう こ きかん

はいあぱーと ひ よてい

きかん ねん がつ にち きん

ねん がつ にち げつ

ねん がつ にち か

ねん がつ にち きん

ねん がつ にち きん ねん がつ にち きん

たかのはし じゅうたく ごう ごう だいわじゅうたく とう ごう

けんちくか まどぐち ちょくせつ ふる やまがわ ちょうしゃ かい へいちょうび のぞ

いっぱんせたい

ちゅうせん

む

こまきえき

とりあつかいじかん

しゅっちょうじょ

こまきえきしゅっちょうじょ きゅうぎょうび

つ のうふしょ こ ん び に え ん す す と あば ー こ ー ど

のうふきげんない かぎのうふしょぜいきん しはら

ねんまつねんし

まいにち

つごう よ りよう

ぜいきん しはらいまどぐち ひら

がつ にち にちようび がつ にち にちようび

しはら

しはら おく

しはら しはら

こうざ ふりかえ べんり こうざ ふりかえ りよう ぜんじつ よきん ざんだか かくにん

はや るーる ぼうしまも わす

ふつうちょうしゅうしけんみんぜい かいごほけんりょう

こくみんけんこうほけんぜい

だいさんき

だいごき だいさんきこうきこうれいしゃいりょうほけんりょう

だいよんき

つ ぎ

し え い だ い わ じ ゅ う た く あ き や に ゅ う き ょ し ゃ ぼ し ゅ う

ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ に ち す い

しはら おく しやくしょ ふたた のうふしょ とくそくじょう はっそう おく つうち

しょくいん いえ ほうもん き はや しは

しは おく りゆう さまざま じじょう しやくしょ しゅうぜいか

そうだん れんらくとう じじょう わ おく じじょう はや つた

しはら そうだん な せいい みと ばあい あくしつ はんだん たいのうしょぶん

さしおさえ ばあい
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市民会館ホール

日  時 にちじ

●八雲町  じゃがいも  試食  コーナー
●八雲町  鮭料理  コーナー
●八雲町  ミルク  試飲  コーナー
●バルーン  アート  コーナー
●おまつり  ステージ  ダンス・太鼓等

●ステージイベント　

●ステージイベント

屋　外

公民館

●KIA チャリティ・ワールドレストラン

21日（日）12:30～　

市道  犬山公園線

出発地 : 小牧原小学校

到着地 : 小牧高校

きっちゃん

●三英傑行列
●小中学校  マーチングバンド  など

小牧市民まつり開催中は各会場を結ぶ

無料シャトルバスが巡回します

10月20日（土）・21日（日）
市民会館会場 小牧山会場

パレード

駅前会場

●きっちゃん ＆ ご当地キャラ  ワンダーランド
●きっちゃん  アトラクション
●きっちゃん  スイ－ツランド
●ステージイベント

今年は 『花と緑のワンダーランド
　　　 ～きっちゃんの大冒険～』が  テーマ！

300人分あります

（20日（土）9:30　オープニングセレモニー）10:00～16:00

20日（土）9：30～16：00
21日（日）10：00～16：00

20日（土）開催

10:00～16:00

日本全国から  35店の  出店

Dance Mix 2012 in Komaki

●物産展

子供向け  アトラクションが  たくさん  あります。

10:30～　15:10～

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  小牧市民まつり  開催中の  小牧山を  市民の  皆さんに  英語で  案内します。

小牧通訳ボランティア会10月20日（土曜）21日（日曜） 11:00  および  13:00

小牧市歴史館（小牧城）3階　情報コーナー

無　料

どなたでもOK

小牧山10月20日、21日、一日2回 11:00  および  13:00

問合先
といあわせさき

小牧市民まつり  実行委員会  事務局 （小牧市役所 生活交流課内）　TEL 0568-76-1173
こまきしみん じっこういいんかい じむきょく こまきしやくしょ せいかつこうりゅうかない

問合先
といあわせさき

TEL 090-8072-2817 　E-mail : noopy2476@yahoo.co.jp.

10:30～16:00
20日（土）コンテスト　21日（日）フリー

20日（土）9：30～16：00
21日（日）10：00～16：00

スマイルプリキュア

小牧市  公民館  3階  学習室  3-2

小牧山を英語で散策してみませんか？

歴史館、小牧山稲荷、間々観音

日　時 にちじ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

参加者 さんかしゃ集合場所しゅうごう
ばしょ

集合時間しゅうごう
じかん 主　催 しゅさい

しみんかいかんほーる

がつ にち ど にち にち
ど おーぷにんぐせれもにーにち

しみんかいかんかいじょう こまきやまかいじょう

えきまえかいじょう

おくがい

ぱれーど

こうみんかん

やくもちょう

やくもちょう さけりょうり こーなー

やくもちょう みるく しいん こーなー

ばるーん あーと こーなー

すてーじ

ちゃりてぃ

かいさい

こまきし こうみんかん かい

すてーじいべんと

ぶっさんてん

すてーじいべんと

こんてすと ふりー

にほんぜんこく てん しゅってん

がくしゅうしつ

にんぶん

ど

ど

にち

にち ど

ど

にち

にち

どにち

どにち

どにち

わーるどれすとらん

だんす たいこなど

ししょく こーなー

ことし はな みどり わんだーらんど

だいぼうけん てーま

こどもむ あとらくしょん

わんだーらんどとうち　　　きゃら

あとらくしょん

すいーつらんど

すてーじいべんと

すまいるぷりきゅあ

さんえいけつぎょうれつ

しょうちゅうがっこう まーちんぐばんど

しどう いぬやまこうえんせん

しゅっぱつち

しみん 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 がいこくじん かんこうきゃく

えいご あんない わたしたち

れきしかん

がつ

こまきしれきしかん こまきじょう かい じょうほう

にち

がつ にち にち いちにち かい

にちどよう にちよう

こまきやま

こまきつうやく かい

こまきやまいなり ままかんのん

こんかい こまきしみん かいさいちゅう こまきやま しみん みな えいご あんない

こまきはらしょうがっこう

こまきしみん

むりょう しゃとるばす

こまきやま えいご さんさく

じゅんかい

かいさいちゅう

む りょう

かくかいじょう むす

とうちゃくち こまきこうこう

だ い か い
こ ま き 　 　 　 し み ん
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生活情報誌こまき

問合先 小牧市国際交流協会（KIA)事務局　　TEL0568-７６-0905　

問合先 廃棄物対策課　　TEL0568-７６-1147　

KIA

KIA

「国際交流 ふれあい フェスタ」「国際交流 ふれあい フェスタ」

小牧市  及び  近郊に  在住  もしくは  活動している  団体

2013年1月20日（日）
2012年10月2日（火） ～　10月30日（火）  

募集要項・出演申込書の詳細掲載:

出演 ボランティア団体 登録 募集

http://www.komakikia.jp/

小牧市国際交流協会（KIA)事務局

小牧市小牧２-１０７ 小牧市公民館4階　９：００～１７：００（日・月・祝日・12:00～13:00は除く）
TEL0568-76-0905　FAX0568-71-8396   E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp

問合先・申込先

小牧市公民館３階　学習室３－２

世界の　手作り料理で　まごころ　交換!!

限定

300食

ふれあいフェスタの　ステージで　演奏・踊りを　する　ボランティア団体の　登録を　

募集します。  団体のなまえ、   団体のある場所、  代表者の

なまえ、  電話番号、  メンバー（人数・性別・年齢・国籍）と　

プロフィールを  用紙に　記入の上、　小牧市  国際交流協会

事務局に  出して  ください。

小牧市民祭り 

チャリティー・ワールドレストラン
１０月20日（土曜日） １１：００～　なくなり次第　終了

東日本　大震災　被災者　支援募金に　ご協力　ください。

お一人様　１００円以上で　お願いします。

10月6日は  ごみ散乱防止  市民行動の日
 ポイ捨てで　まちを  汚さないように　みなさんに　呼びかけ、 

「ごみ散乱防止  市民行動の日」を　決めています。

エコリンと　一緒に　ポイ捨て  防止行動を　宣言しましょう！ 

下記の  日は  みなさんと  一緒に、 市民会館まわりの  ごみ拾いを  行います。

「やめよう　ポイ捨て！　広げよう　まち美化の  輪」 

2012年10月6日（土）9:00～（受付/8：30～）

小牧市民会館　駐車場 不要。 当日直接会場へ。

※雨の  ときは  市公民館講堂で  式典のみ  開催

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

といあわせさき もうしこみさき

こまきし こくさい こうりゅう きょうかい

こまきし　こまき こまきし  こうみんかん にち　げつ しゅくじつ のぞかい

じむきょく

といあわせさき はいきぶつたいさくか

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

申込み期間 もうしこみ
きかん

料　金 りょうきん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ 申込み もうしこみ

対　象 たいしょう

開催日 かいさいび

せかい

がつ

こまきし　こうみんかん　さんかい

ひがしにほん

ひとりさま

ふぇすた

ぼしゅう

ぷろふぃーる

じむきょく だ

こまきし

ねん がつ にち にち

ぽ い　　す

ぽ い　す

えこりん

かき ひ いっしょ

ねん がつ にち ど うけつけ あめ しこうみんかんこうどう

こまき　  しみん　かいかん ちゅうしゃじょう ふよう とうじつちょくせつかいじょう

しきてん かいさい

しみん　かいかん ひろ おこな

　いっしょ ぽ い　す ぼうし  こうどう せんげん

さんらん ぼうし しみん　こうどう きひ

よご よ

ひろ び　か わ

ぼしゅうようこう しゅつえんもうしこみしょ しょうさいけいさい

ねん がつ にち か がつ にち か

およ きんこう ざいじゅう かつどう だんたい

ようし きにゅう うえ こまきし こくさいこうりゅうきょうかい

だんたい

でんわばんごう めんばー にんずう せいべつ ねんれい こくせき

だんたい ばしょ だいひょうしゃ

すてーじ えんそう おど ぼらんてぃあ だんたい とうろく

えんいじょう ねが

だいしんさい ひさいしゃ しえんぼきん きょうりょく

がくしゅうしつ

にち どようび しだい しゅうりょう

げんてい

しょく

りょうり こうかんて　 づく

こ ま き   し み ん  ま つ

ち ゃ り て ぃ ー

こ く さ い こ う り ゅ う

し ゅ つ え ん ぼ ら ん て ぃ あ

さ ん ら ん 　 ぼ う し し み ん 　 こ う ど う ひが つ に ち

だ ん た い と う ろ く ぼ し ゅ う

ふ ぇ す た

わ ー る ど れ す と ら ん

エコリン
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生活情報誌こまき生活情報誌こまき

小牧市役所  本庁舎（新庁舎）  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

生活交流課　TEL.0568-７６-１１73問合先

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）の  対応可能な   職員が  います。

1,050円　から　2,100円　に　変更　します。

小牧市民病院を  利用する  人へ小牧市民病院を  利用する  人へ
小牧市民病院では、　平成24年10月1日より、　初診時に　紹介状を　持たずに　

受診する  際、　患者様にご負担　いただいている  額 （選定療養費） を

紹介状を  持っている  人は、  上記  金額は  かかりません。

地域完結型  医療推進のため、 普段から  かかりつけ医を  もち、 かんたんな  診療や  はじめての  診療の  際は、 

まず  かかりつけ医 （開業医） を  受診して  いただくよう、 お願いします。

“初診時”とは？Q1
A1 初めて  受診する  方や、  すでに  治療が  終了  もしくは、 自己都合により  中断していた  方が

受診する  場合を  言います。

初診の方  全員に  かかるの？Q1
A1 他医からの  紹介状が  ある場合、 救急外来での  受診、 労災での  受診、 その他  後期高齢者

医療証、  子ども医療証、 心身障害者医療証、 母子家庭等医療証を  お持ちの方や  国の  公費

負担医療制度の  受給者などは  かかりません。

かかりつけ医を  持ちましょう  （いつも  行く  病院を  つくりましょう）
① 紹介状が  あれば　選定療養費 （2100円） はかかりません。

② 市民病院が  担うべき  急性期医療や  高度医療など  本来の  機能が  発揮  しやすく  なります。

※ 市民病院に  行く前に、 まず、 いつも  行く  他の  お医者さんや、 病院に  相談  しましょう。 （救急以外）

登録しましょう！小牧市防災情報メール

空メールアドレス： t-komaki＠sg-m.jp

気象警報・震度情報や  市からの  緊急情報を  メールで  お知らせ　します。  携帯電話や  PCから

下記の  アドレスに  送信、  又は  QRコードを  読み取って  登録してください。

危機管理課　TEL.0568-７６-１１71問合先

小牧市民病院  医事課　TEL.0568-７６-4131(代表）問合先

市ホームページ「防災情報」：http://www.city.komaki.aichi.jp/contents/ctg20.html

こまき　しやくしょ

こまきしみんびょういん

じゅしん さい

えん えん
へんこう

しょうかいじょう

ちいきかんけつがた

い

しょしんじ

しょしん ぜんいんかた

い も い びょういん

はじ じゅしん かた ちりょう しゅうりょう じこつごう ちゅうだん かた

じゅしん ばあい い

たい しょうかいじょう ばあい きゅうきゅうがいらい じゅしん ろうさい じゅしん ほか こうきこうれいしゃ

いりょうしょう こ いりょうしょう しんしんしょうがいしゃいりょうしょう ぼしかていとういりょうしょう も かた くに こうひ

ふたんいりょうせいど じゅきゅうしゃ

しょうかいじょう せんていいりょうひ えん

しみんびょういん にな きゅうせいきいりょう こうどいりょう ほんらい きのう はっき

しみんびょういん

きしょうけいほう しんどじょうほう し きんきゅうじょうほう めーる し けいたいでんわ

かき

し ほーむぺーじ ぼうさいじょうほう

あどれす そうしん また こーど よ と とうろく

い まえ い ほか いしゃ びょういん そうだん きゅうきゅういがい

かいぎょうい じゅしん ねが

いりょうすいしん ふだん い しんりょう しんりょう さい

も ひと じょうき きんがく

かんじゃさま ふたん がく せんていいりょうひ

へいせい ねん がつ にち しょしんじ しょうかいじょう も

ほんちょうしゃ
しんちょうしゃ

ぽるとがるご

ほけんねんきんか

ふくしか

こそだ しえんか ぽるとがるご

ぽるとがるご しみんか ちゅうごくご たいおうかのう しょくいん

げつ きん すぺいんご えいご げつ もくか

にかい せいかつ　　　　こうりゅうかない
のぞ

といあわせさき せいかつこうりゅうか

が い こ く じ ん そ う だ ん ま ど ぐ ち し

こ ま き し み ん び ょ う い ん

と う ろ く こ ま き し ぼ う さ い じ ょ う ほ う め ー る

り よ う ひ と

といあわせさき ききかんりか

といあわせさき こまきしみんびょういん いじか

から

だいひょう



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

10月9日（火）
10月16日（火）
10月23日（火）
11月6日（火）

10月5日（金）
10月12日（金）
10月19日（金）

10月3日（水）
10月10日（水）
10月24日（水）

10月3日（水）

10月14日（日）

10月11日（木）
10月25日（木）

10月26日（金）

10月24日（水）

成人検診成人検診 ※【乳がん検診・子宮がん検診について】平成１９年度以降は、２年に１回の受診を生まれ年（和暦）の偶数、奇数で受診推奨をしています。
※保健センターへの申し込みは８：３０からです。申込み初日は電話が混雑する場合があります。

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

４０歳以上の小牧市に住民登録のある方
●定員／４0人　●料金／９３0円　●申込み／保健センター

４０歳以上の小牧市に住民登録のある方
●料金／５２0円　●申込み／保健センター

３0歳以上の小牧市に住民登録のある方
●定員／150人　●料金／8３0円　●申込み／保健センター

２０歳以上の小牧市に住民登録のある方

●申込み／保健センター
（無料クーポン券が届いた方は直接医療機関）

11月5日（月）
11月26日（月）

※胃がん検診実施日時に採便容器を回収します。

9:0０～15:30

14:００～15:30

11月12日（月） ９:3０～１１:00 東部市民センター

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

保健センター

西部児童館

味岡児童館

小牧南児童館

大城児童館

保健センター

市内産婦人科

保健センター

保健センター

東部市民センター

保健センター
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）

子宮がん検診
（内診、視診、細胞診）

骨粗しょう症検診 １０月３１日（水）９:0０～15:３０

10月11日（木）

11月21日（水）

受診期間　
～2013年３月３１日（日）

４０歳以上の小牧市に住民登録のある方
①40歳以上の偶数年生まれの方　②奇数年生まれの方で平成２3年度未受診の方
③昭和４7年生まれで40歳になった方

①20歳以上の偶数年生まれの方　
②奇数年生まれの方で平成２3年度未受診の方

●定員／85人　●料金／1,200円　●申込み／保健センター
無料クーポン券が届いた方は申込みできます

無料クーポン券が届いた方は申込みできます

※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。

行 事 名

４か月児健診・BCG接種・
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 10:00～12:00

10:00～11:00

2011年4月1日～10日生まれ
2011年4月11日～23日生まれ
2011年4月24日～30日生まれ

2010年7月1日～15日生まれ
2010年7月16日～31日生まれ

2009年10月1日～9日生まれ
2009年10月10日～20日生まれ
2009年10月21日～31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／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、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

歯が生え始めた子どもとその親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6月1日～10日生まれ
2012年6月11日～15日生まれ
2012年6月16日～23日生まれ
2012年6月24日～30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

10月12日（金）
10月16日（火）
10月19日（金）
10月26日（金）

10:00～11:15

9:00～12:00
13:00～16:00

●料金／無料　●申込み／保健センター
10月9日（火）、23日（火）

10月15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

行 事 名 場　所時　間 対象・内容・申込みなど期　日

頸部がん検診1，2５0円、
頸部・体部がん検診２，３５０円
体部がん検診は医師が
必要と認めた方のみ

頸部がん検診750円

（ ）

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

しょにち でんわ こんざつ ばあい

ぼ　し けんしん　　とう かれんだー

げつじ　けんしん せっしゅ

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 おや 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 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

い けんしん

いぶ せんかんせつさつえい

だいちょう

にゅう

しきゅう しせつけんしん

ないしん ししん さいぼうしん

しきゅう

こつそ しょうけんしん

けんしん

ないしん ししん さいぼうしん

まんもぐらふぃー

けんしん

けんしん

べんせんけつはんのう けんさ

あか ほうもん

いくじそうだん にんぷ

さんぷ　けんこうしんだん

ほけんれんらくいん ほけんれんらくいん も ほうもん

たいしょう 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

じぜん でんわ つごう うかが

せいご げつごろ あか じたく しゅっさんいわ ひん

りょうきん むりょう もうしこ ほけん

予約必要
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

予約必要
よやくひつよう

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

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

せいぶ じどうかん

あじおか じどうかん

おおしろ じどうかん

こまき みなみ　じどうかん

ほけん せんたー

い さいべん　ようき かいしゅうけんしん　じっし　にちじ

じゅしんきかん

さい　いじょう

ていいん にん りょうきん えん

ていいん にん りょうきん えん

もうしこ ほけん　せんたー

むりょう くーぽん けん とど かた ちょくせついりょうきかん
けいぶ

けんしん

けんしん

けんしん

い　し

ひつよう みと かた

えん

えん

えん

けいぶ

けいぶ

たいぶ

たいぶ けんしん

もうしこ ほけん　せんたー

ていいん にん りょうきん えん もうしこ ほけん　せんたー

りょうきん えん もうしこ ほけん　せんたー

もうしこ

がつ　ねん にち にち

ほけん　せんたー

こまきし じゅうみんとうろく かた

さい　いじょう こまきし じゅうみんとうろく かた

さい　いじょう

さい　いじょう

しょうわ

むりょう かた もうしこくーぽん けん とど

むりょう かた もうしこくーぽん けん とど

ねんう

ないよう

にんしんちゅう しょくじ くち けんこう こまき こ  そだ じょうほう

あか とう やくわり

も もの おやこ けんこうてちょう もうしこ ほけん せんたーぼ　し

さい

ぐうすうどし　う きすうどし　うかた

かた

かた かたへいせい ねんど　みじゅしん

さい　いじょう ぐうすうどし　う

きすうどし　う

かた

かた かたへいせい ねんど　みじゅしん

こまきし じゅうみんとうろく かた

さい　いじょう こまきし じゅうみんとうろく かた

さい　いじょう こまきし じゅうみんとうろく かた

とうぶ しみん せんたー

しない　　さんふじんか

ほけん せんたー

ほけん せんたー

とうぶ しみん せんたー

ほけん せんたー

せんたー

せんたー

せんたー

せんたー

ねん がつ にちがつ にち か

きん

もく

すい

げつ

にち

にち う

きじつ ばしょ じかん たいしょう ないよう もうしこ

おやこ

ぎょうじめい

きじつ ばしょじかん たいしょう ないよう もうしこぎょうじめい

ぼし けんこうてちょう

せいじん　　けんしん にゅう

ほけん せんたー もう もうしここ

けんしん しきゅう けんしん へいせい ねんどいこう ねん かい じゅしん う とし われき ぐうすう きすう じゅしんすいしょう

わす
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