
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

●市議会からの　お知らせ
●金属　の　分け方　出し方
●アンケートのお知らせ
●税金の　支払期限
●市民美術展
●お月見まつり　と　薪能

●KIA　バスハイク
●KIA　英語に　再チャレンジ
●KIA　スペイン語　講座
●KIAジュニア企画イギリス理解講座
●外国人相談の　お知らせ
●外国人相談員募集

●母子検診
●成人がん検診

P2 P8
P3

P4

P5

P6

P7

9月11日（火）
9月18日（火）
9月25日（火）
10月2日（火）

9月7日（金）
9月14日（金）
9月21日（金）

9月5日（水）
9月12日（水）
9月26日（水）

9月5日（水）

9月6日（木）
9月27日（木）

9月28日（金）

9月26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線検査）

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

6５歳以上の小牧市に住民登録のある方
●定員／100人　　●料金／無料
●申込み／予約は不要です。希望の方は、当日会場にお越しください。

２０歳以上の小牧市に住民登録のある方

●料金／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）
●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）

9月28日（金）

９月８日（土）
９月１３日（木）
10月1月（月）
10月17月（水）
10月30月（火）

※胃がん検診実施日時に
　採便容器を回収します。

９:００～１１:00

9:3０～15:30
9:3０～15:30
9:3０～15:30
9:0０～15:30
9:3０～15:30

9:００～15:30

保健センター

10月18日（木） 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

北里児童館
小牧児童館
篠岡児童館

保健センター

9/28 保健センター
10/18東部市民センター

市内産婦人科

保健センター

保健センター

南部コミュニティセンター

東部市民センター

東部市民センター

保健センター

南部コミュニティ
センター

乳がん検診
（マンモグラフィ）

胸部Ｘ線検診

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月８日（土） ９:３０～１１:３０

９:0０～15:３０

９月１９日（水）
10月11日（木）

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か月児健康診査および
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

10:00～11:00

2011年3月1日～13日生まれ
2011年3月14日～23日生まれ
2011年3月24日～31日生まれ

2010年6月1日～15日生まれ
2010年6月16日～30日生まれ

2009年9月1日～11日生まれ
2009年9月12日～21日生まれ
2009年9月22日～30日生まれ

生後４か月以降の親子２7組
●料金／無料　●申込み／保健センター
生後９か月以降の親子２1組
●料金／無料　●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5月1日～9日生まれ
2012年5月10日～18日生まれ
2012年5月19日～25日生まれ
2012年5月26日～31日生まれ

母子健診等カレンダー母子健診等カレンダー

育児相談・妊婦・産婦健康相談
9月14日（金）
9月21日（金）
9月28日（金）

10:00～11:15

13:00～16:00
9:00～12:00

●料金／無料　●申込み／保健センター
9月10日（月）
9月18日（火）、25日（火）

●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

期　日

行 事 名 場　所時　間 対象・内容・申込みなど期　日

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

KIAの日本語教室の様子KIAの日本語教室の様子

もくじもくじ
しぎかい し

きんぞく わ かた だ かた

あんけーと

ぜいきん しはらいきげん

しみん びじゅつてん

つきみ たきぎのう

し

しょにち でんわ こんざつ ばあい

ばす　はいく

えいご さい　　ちゃれんじ

すぺいん　　ご こうざ

がいこくじんそうだん

がいこくじんそうだんいんぼしゅう

じゅにあ きかく いぎりす りかいこうざ

し

ぼしけんしん

せいじん けんしん

にほんごきょうしつ ようす

ぼ　し けんしん　　とう かれんだー

げつじ　けんこう　しんさ

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
せいご

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

せいご げついこう 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

い けんしん

いぶ せん けんさ

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

きょうぶ せん けんしん

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

せっしゅ 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

きたさと じどうかん

こまき じどうかん

しのおか じどうかん

ほけん せんたー

ほけん

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

りょうきん

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 いし ひつよう みと かた

えん えんけいぶ 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

ていいん にん りょうきん むりょう

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

もうしこ 　ふよう きぼう かた とうじつかいじょう こよやく

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 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

さい　いじょう こまきし じゅうみんとうろく かた

せんたー

とうぶ しみん せんたー

ほけん せんたー

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

なんぶ

とうぶ しみん せんたー

とうぶ しみん せんたー

ほけん せんたー

こみゅにてぃせんたー

なんぶ こみゅにてぃ

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

すい

げつ

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

せんたー
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小牧市役所　本庁舎2階　生活交流課内

ワードや　エクセルが　仕事上で　使用できる　レベルの人　20歳以上の人

月～金  9：00～17：00　 （12：00～13：00 除く）

桑垣  ミッシェル  先生  （Ms. Michelle Kuwagaki）

15歳以上の　小牧市に　住んでいる・小牧市で　仕事をしている・  
小牧市の　学校で　勉強を  している人　または　KIA会員

16名（先着順） ※申込が　6人より　少ないときは　止めます。

会員3，000円、  一般6，000円  （含テキスト代）

2012年9月4日（火）～2012年9月21日（金）  9：00～17：00  （日・月・祝日、12:00～13:00はお休み）
お金を持って、小牧市国際交流協会（KIA）へ来てください。

10月3日～12月5日  全10回  毎週水曜日  19：00～21：0010月3日～12月5日  全10回  毎週水曜日  19：00～21：00

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

KIA

KIA

講　師

日　時

場　所

対　象

内　容 1名人　数

勤務地 1，600円時　給

11月1日から2月28日期　間後日（10月予定）、 面接があります。応　募

対　象

定　員

料　金

申込み

スペイン語 入門講座 スペイン語を　

勉強しませんか!

小牧市  公民館4階　ローズルーム

ベン　アリソン氏
（Mr.Ben Allison）

講師

小牧市に　住んでいる・小牧市で　仕事を　している・ 小牧市の　学校で　勉強を  している人　
または　KIA会員で　小学校5年生  以上、  18歳以下の  人 ＊親子参加は  ご相談  ください。

40名（要予約先着）

技あり!! 英国式オリンピック!!  
イギリス理解講座ジュニア企画

9月4日（火）～9月21日（金）  9：00～17：00  （日・月・祝日、12:00～13:00を  除く） 電話・FAX・Eメールで。

2012年9月30日（日）　14：00～16：00
場　所

日　時

対　象

申込み

味岡市民センター　視聴覚室

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。

外国人相談員募集 ポルトガル語と  日本語での  通訳・相談  及び  翻訳業務

※FAX、 E-mailの  場合は  氏名・ 年齢  又は  学年・ 住所・ 電話番号・ 会員  又は  一般を  明記し  お申込  下さい。

無 料

市議会からのお知らせ+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

市議会情報

市議会とは

市議会の役割

市民・市議会・市長の関係

2012年第2回定例会（6月議会）で決まった主な内容

願い
を 
 伝
える

市民
の 
声を
 聞
く

願いを　伝える

市民のために
仕事をする

市議会市議会 市 長市 長

市 民市 民

市の仕事や  予算・きまりなどを  提案する

市の仕事や  予算、きまりなどを  決める

小牧市議会では、　外国人の　方々にも　市議会で　行われていることを　
より多く　知って　いただくために、　定例会（3月、6月、9月、12月）ごとに、 
その内容を　掲載します。

　わたし達が　住んでいる　小牧市を　住みよいまちに　するためには、　市民が　みんなで　話し合い、
意見を出し合って　考えるのが　望ましいことです。 しかし、 多くの　市民が　集まって　話し合うことは　
できません。 そこで、市民の中から　代表の人たちを　選んで　話し合いを　してもらいます。 この代表に　
選ばれた人達を　小牧市議会議員と言い、　市役所の　市長達の　考えを　聞きながら、 よりよい　小牧
市に　するために　話し合いを　するところを　小牧市議会と　言います。

★7月9日から　外国人登録法が　廃止となり、　住民基本台帳法の　適用を　受ける
ことと　なりました。 これにより、 同じ世帯に　外国人が　いる場合も、 住民票の
1通だけで　証明書を　出すことが　できるように　なりました。　
また、 今後は、 在留資格、 在留期間の　変更等が　あった場合は、 入国管理局の
届出だけで　よくなりました。

市議会では、

選 挙選 挙

★市の決まり（条例）を　決めたり、 改めたりします。
★市のお金（予算）を　どのように使うかを　決めます。
★市のお金（予算）が　正しく使われているか、 市の仕事が　正しく行われているかを調べます。
★国や　愛知県などに　意見を出します。

★どの仕事も　市民の暮らしに　繋がりのあることばかりですから、
　こうしてほしいという　要望があれば　議員を通じて　市議会に意見を　言うことができます。

英語の  クイズを  通して  振りかえって  みませんか。

こ う し

に ち じ

て い い ん

り ょ う き ん

もうしこ

ば し ょ

たいしょう

ないよう

きんむち じきゅう

きかんおうぼ

たいしょう

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

すぺいんご

べんきょう
くわがき

こまきし　　  　     こうみんかん

さいいじょう

かいいんひとべんきょうがっこうこまきし

かいいん いっぱん えん ふくむえん てきすと　　だい

めい せんちゃくじゅん にん すく やもうしこみ

こまきし す こまきし しごと

かい ろーずるーむ

みっしぇる せんせい

に ち じ

もうしこ

ば し ょ

定　員

たいしょう

て い い ん

がつ にち にちねん

あじおか しみん せんたー しちょうかくしつ めい

こまき　しやくしょ

が い こ く じ ん 　 　 　 そ う だ ん い ん 　 　 　 ぼ し ゅ う

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 にほんご つうやく そうだん およ ほんやくぎょうむ

ぽるとがるご

げつ

わーど

こまきしやくしょ

ごじつ がつ　よてい がつ にち がつ にちめんせつ

えんほんちょうしゃにかい せいかつこうりゅうかない

えくせる しごとじょう しよう れべる ひと はたちいじょう ひと

きん

にんずう

めいのぞ

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

おやこさんか

がつ にち か がつ

ばあい しめい ねんれい また がくねん じゅうしょ でんわばんごう かいいん また いっぱん めいき もうしこみ くだ

にち きん にち げつ しゅくじつ のぞ でんわ めーる

そうだん

こうし べん ありそん し

ようよやくせんちゃく

かがつねん にち にち げつ しゅくじつ やすきんがつねん にち

かね

わ ざ え い こ く し き

えいご くいず とお ふ

お り ん ぴ っ く

じゅに あ き か く

も こまきし　こくさい　こうりゅうきょうかい

小牧市国際交流協会（KIA）事務局
TEL0568-76-0905　FAX0568-71-8396　E-mail : kia＠ma.ccnw.ne.jp

問合先
といあわせさき

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

せいかつこうりゅうか

じむきょく こまきし　にちょうめ ばんち しこうみんかん かい

小牧市二丁目107番地市公民館4階

むりょう

し ぎ か い し

しぎかいじょうほう

しぎかい

しぎかい

しみん しぎかい しちょう かんけい

しみん

しちょう

し しごと よさん き

し しごと よさん ていあん

しみ
ん

しみん

しごと

ねが

つた

ねが

つた

こえ

き

せんきょ

しぎかい

こんご

とどけで

ざいりゅうしかく ざいりゅうきかん へんこうとう ばあい にゅうこくかんりきょく

じゅうみんひょう

いっつう しょうめいしょ だ

せたいおな がいこくじん ばあい

がつ にち がいこくじん　とうろくほう はいし じゅうみん　きほんだいちょう てきよう う

ねん だい かい ていれいかい がつ 　ぎかい き おも ないよう

しぎかい

しごと しみん く つな

ようぼう つう しぎかい いけん いぎいん

し

し

き

かね よさん

し

くに あいちけん いけん だ

かね よさん ただ

つか

つか し しごと ただ おこな しら

き

じょうれい き あらた

やくわり

こまきしぎかい

たち あ

いけん

しみん

ひとたち

はな こまきしぎかい いあ

こまきしぎかいいいん い しやくしょ しちょうたち かんが き こまき

なか だいひょう ひと えら はな だいひょう

えら

し

あ

だ あ かんが のぞ おお しみん あつま はな あ

す こまきし す しみん はな

おお

ないよう けいさい

し ていれいかい がつ がつ がつ がつ

がいこくじん かたがた しぎかい おこな

す ぺ い ん ごす ぺ い ん ご に ゅ う も ん 　 こ う ざ

いぎりす

が い こ く じ ん そ う だ ん ま ど ぐ ち し

りかい　こうざ

がつ にち がつ にち ぜん かい すいようびまいしゅう

こまきし べんきょう ひと

ひとかいいん さい 　いかいじょうねんせいしょうがっこう

す こまきし こまきし がっこうしごと
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3

アンケートのお知らせ

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

廃棄物対策課ごみ減量推進係　TEL0568-76-1187問合先

情報システム課　TEL0568-76-1106問合先

資源・ごみの 分け方と 出し方に 
ついて

今回は[金属類]についてです

出し方

ラジカセなべドライヤー電気ストーブ

空気清浄機電子レンジ アルミなべ カセットコンロ

9/11（火）9:00～17:00  までに  お金を  持って  市国際交流協会（小牧市公民館4階）へ
来てください。 ※12:00～13:00、日曜日・月曜日・祝日は　お休み。

会員3,000円　会員ではない人6,000円　※この他に　本のお金が　2,500円必要
いつでも　会員に　なれます。 （個人年会費  1口  2,000円）

初級・中級　それぞれ　16名

小牧市に　住んでいる・小牧市で　仕事を　している・ 小牧市の　学校で　
勉強を  している人　または　KIA会員で　18歳以上の　人

市公民館4階　チェスルーム

中級クラス　9/27～11/29（毎週木曜日　10：00～12：00）
初級クラス　9/25～11/27（毎週火曜日　13：00～15：00）（全部で10回）

英語を　もう一度　勉強しませんか？　
初級クラスは　海外旅行で　使える　英語を　勉強します。　
中級クラスは　全部英語で　勉強します。

英語を　もう一度　勉強しませんか？　
初級クラスは　海外旅行で　使える　英語を　勉強します。　
中級クラスは　全部英語で　勉強します。

KIAバスハイク

小牧市国際交流協会（KIA）事務局
TEL0568-76-0905　FAX0568-71-8396　E-mail : kia＠ma.ccnw.ne.jp

問合先

常滑市常滑市 愛知県セントレア

小牧市小牧市

9月22日（土・祝） 9：00～17：00

常滑　やきもの　さんぽ道・ ねこの　人形に
絵を　つける体験、 南知多。

18歳以上の  小牧市に  住んでいる・小牧市で  仕事をしている・
小牧市の　学校で勉強している人。 または　KIA会員。

25名　※25人より　多くなったら　くじ引きで　選びます。

会員　2,000円、 会員ではない人　3，000円

2012年 9月1日（土）～2012年 9月11日（火）
①住んでいる所  ②なまえ  ③とし  ④でんわばんごう
⑤国のなまえを  KIAへ電話、 FAX、 E－mailするか、
来てください。
（9:00～17:00　日・月曜日・祝日及び12:00～13:00を除く）

やきものが  有名な  常滑を  歩きながら、
ともだちを  つくりませんか？
焼き物に　絵をつける　体験も  できますよ。
ねこの  絵付け体験にも   挑戦しよう！

やきものが  有名な  常滑を  歩きながら、
ともだちを  つくりませんか？
焼き物に　絵をつける　体験も  できますよ。
ねこの  絵付け体験にも   挑戦しよう！

名古屋名古屋

バスに  のって  

  日本を  知ろう！

KIA

ば す は い く

英語基礎講座 の おしらせ

※2012年4月1日から

※縦横高さの  いずれか  一辺が  60㎝以上のものは  粗大ごみ  です。

 （ごみ集積場には  出せません！）

カセットボンベ スプレー缶 金物類 小型家電

電気、電池で  動く  すべての  もの

① 粗大ごみ受付センターで　電話予約する　TEL.0120-530-415
② 納付券（シール）を　スーパー、 コンビニ等で　購入する （1点1,000円）

③ 収集日当日の　8：30までに、 オペレーターが　案内した場所へ出す

対象外と  なるもの： 

繊維、 木などの  複合物

（電気カーペットなど）、 

家電リサイクル法定品、パソコン、

粗大ごみ、 携帯電話

小型家電とは

粗大ごみの出し方

よく問合せのあるもの①資源用収集袋（緑色）に  入れ、

 

 

※カセットボンベ、 スプレー缶は、 

　火災の  危険が  あるので、 使いきり、 

　必ず  穴を開けて  出して  ください。

※ふたは  プラスチック製であれば

  「プラスチック製容器包装」へ

②資源回収場所へ  出す。

これらは       
 

み～んな「金属
類」です！

※縦横高さの
  いずれか  一

辺が  

　60㎝以上の
  ものは  粗大

ごみ！

総務省統計局（小牧市）では、 10月1日現在で  就業構造基本調査を  実施します。
この調査は、 国民の  ふだんの  就業・不就業の  状態を  こまかく  知ることで、
雇用政策を  始め  経済政策などに  役立てるため　おこないます。
9月中旬から  調査員が  調査世帯に  伺いますので、 調査の  趣旨を  ご理解いただき、
調査票への  ご記入を  お願いします。

就業構造基本調査

対象となるもの

といあわせさき

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

こまきし こくさい こうりゅう きょうかい じむきょく

し げ ん

し ゅ う ぎ ょ う こ う ぞ う き ほ ん ち ょ う さ
あ ん け ー と し

わ か た だ か た

き ん ぞ く る いこんかい

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

じょうほうしすてむかといあわせさき

かせっとぼんべ

でんき

たいしょうがい

しげんようしゅうしゅうぶくろ

そだい

そだい

のうふけん

しゅうしゅうびとうじつ おぺれーたー あんない ばしょ だ

しーる すーぱー こんびに　　とう こうにゅう てん えん

うけつけせんたー でんわよやく

だ かた

しげんかいしゅうばしょ

そうむしょうとうけいきょく

ちょうさ

こようせいさく

かつちゅうじゅん ちょうさいん ちょうさせたい うかが ちょうさ

ちょうさひょう きにゅう ねが

しゅし りかい

はじ けいざいせいさく やくだ

こくみん しゅうぎょう ふしゅうぎょう じょうたい し

がつ にち げんざい しゅうぎょうこうぞうきほんちょうさ じっしこまきし

だ

でんし　れんじ

でんきすとーぶ どらいやー らじかせ

あるみ かせっとこんろ くうきせいじょうき

きんぞくるい

たてよこたか

いじょう
そだい

いっぺん

みどりいろ い

せんい

ぱそこん

そだい けいたいでんわ

き ふくごうぶつ

かでん りさいくるほうていひん

でんき　　　かーぺっと

でんち うご

かなものるい こがたかでん

ねん

たてよこたか

こがた　かでん

いっぺん そだいいじょう

しゅうせきじょう だ

がつ にち

すぷれー　　　　かん

ゆうめい とこなめ

や え たいけんもの

え　　つ

がつ

さい　いじょう こまきし す こまきし

こまきし

めい にん おお び えら

こまきし

なごや

とこなめし あいちけん

えいご

しょきゅう くらす かいがいりょこう

ちゅうきゅう くらす ぜんぶえいご べんきょう

ぜんぶ

しこうみんかん　よんかい

こまきし

べんきょう

しょきゅう

かいいん かいいん

かいいん こじん　ねんかいひ ひとくち えん

か

き にちようび げつようび しゅくじつ やす

かね も しこくさいこうりゅうきょうかい こまきしこうみんかん　よんかい

えん えん えん ひつようほか ほん かねひと

ちゅうきゅう めい

ひと ひとかいいん さい　いじょう

す こまきし こまきし がっこうしごと

ちぇするーむ

かい しょきゅう くらす まいしゅう　かようび

ちゅうきゅう くらす まいしゅう　もくようび

つか えいご べんきょう

いちど べんきょう

せんとれあ

かいいん えん かいいん

ねん

す

くに

き

にち げつようび しゅくじつおよ のぞ

でんわ

ところ

ねんがつ にち ど がつ にち か

えんひと

がっこう べんきょう かいいん

しごと

とこなめ

え たいけん みなみちた

みち にんぎょう

にち ど しゅく

たいけん ちょうせん

ばす

にほん
し

ある

たいしょう

だ

といあわ

かせっとぼんべ

かさい

かなら あな あ だ

ぷらすちっくせい

ぷらすちっくせいようきほうそう

きけん つか

すぷれーかん

かた

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

申込み もうしこみ

料　金 りょうきん

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

申込み もうしこみ

料　金 りょうきん

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

え い ご き そ こ う ざ
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収税課　TEL0568-72-2101（代表） 内線２７６～２７９　TEL0568-76-1117／0568-76-1118（直通）問合先
しゅうぜいか だいひょう ないせん ちょくつうといあわせさき

○国民健康保険税（第4期） ○介護保険料（第3期）

○後期高齢者医療保険料（第2期）

次の税金の支払い期限は10月1日(月)です

１．市役所　収税課では、 本庁舎（新庁舎）2階で、 日曜日に　税金の相談、 支払窓口を　開いています。

　◎日時／9月9日（日曜日）　9月23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  

　税金を  支払うことが  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  税金を  払うことが  できない  人

支払いは　早めに！ 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。

税金を　口座振替で　支払う人は、　前日までに　預金残高を　確認　してください。

問合先 文化振興課　TEL.0568-76-1188

市民美術展作品募集
日本画・洋画・彫塑工芸・書道・写真

小牧市に  住んでいる ・ 小牧市で  仕事を  している ・ 小牧市の  学校で　

勉強を  している人  または  市内の  美術団体などに  入っている人 （中学生以下を  除く） で　

各部門  一人  1点  未発表の  ものに  限る。  募集要項を  確認の上、 出品して  ください。

市長賞など

部　門

対　象

表　彰

受付・
搬入日時

展示日時

展示場所 まなび創造館アリーナ、  市民ギャラリー

10月22日（月） 15:00～20:00までに、 出品申込書 （文化振興課、 東部・味岡・北里の 

各市民センター、 市民会館、 まなび創造館、 中部公民館、 勤労センターに用意）、

作品を  まなび創造館  市民美術展  受付会場へ。 ※搬出 11月4日 （日） 16:15～18：00

10月28日（日）～11月4日（日）　10:00～19:00  （11月4日は16:00まで）

９月29日（土）18:00～ （16：00から　入ることが　できます。）

文化振興課　TEL.0568-７６-１１８８問合先

小牧市観光協会　TEL.0568-７６-１１72　　問合先

小牧山薪能

日本では、秋に　月を　眺めて  楽しむ 「月見」 という  文化が　あります。

毎年　この季節に、 小牧山で　月見に　関係する　おまつりを　します。

楽しい　イベントが　たくさんある　小牧山お月見まつりに、  みなさんで　来てください。

平成24年9月29日（土） 16:30～20:30平成24年9月29日（土） 16:30～20:30
小牧山小牧山

小牧山会場

同時開催

●月見汁の  配布

◆山頂・歴史館

◆小牧山薪能

◆ランドマークフェスタ２０１2

主催：小牧山薪能実行委員会

●「ドリーム灯籠」の  手作り体験コーナー

主催：（社）小牧青年会議所

観世流・能「吉野天人」　和泉流・狂言「佛師」　観世流・能「土蜘蛛」

小牧山お月見まつり

小牧市で　生まれた　名古屋コーチン（美味しい  鶏肉）の　月見汁を　食べることが　できます。

1,000食  限定　17:30～  無くなったら  終わりです。 チャリティー

●月見茶会
日本の  文化で  ある「茶の湯」を  行います。 お抹茶を  飲みながら  月を  眺めるのも  楽しいでしょう。

先着250名様　17:00～　無くなったら　終わりです。 1服300円

●歴史館  夜間  無料  開放
いつも　夜には　入ることの　できない　歴史館の　展望台から、 美しい　夜景を　見ることができます。

16:30～21:00（入館は20:30まで）

18:00～20:00　堀の内体育館前

●小牧山山道の  ライトアップ 市内の　幼稚園・保育園に　通う　子どもたちが　作った　ドリーム灯籠で、 

史跡公園から　山頂までの　道を　ライトアップ　します。18:30～20:30

●観月会 天体望遠鏡を　使って　月を　見ることが　できます。 

普段とは　違った　迫力ある  月を　見てください。
19:00頃～20:30 無  料

雨が  降った時は、 小牧市市民会館で  開催します。 ※演技の  最中に  雨が  降った時は、 中止です。
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収税課　TEL0568-72-2101（代表） 内線２７６～２７９　TEL0568-76-1117／0568-76-1118（直通）問合先
しゅうぜいか だいひょう ないせん ちょくつうといあわせさき

○国民健康保険税（第4期） ○介護保険料（第3期）

○後期高齢者医療保険料（第2期）

次の税金の支払い期限は10月1日(月)です

１．市役所　収税課では、 本庁舎（新庁舎）2階で、 日曜日に　税金の相談、 支払窓口を　開いています。

　◎日時／9月9日（日曜日）　9月23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  

　税金を  支払うことが  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  税金を  払うことが  できない  人

支払いは　早めに！ 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。

税金を　口座振替で　支払う人は、　前日までに　預金残高を　確認　してください。

問合先 文化振興課　TEL.0568-76-1188

市民美術展作品募集
日本画・洋画・彫塑工芸・書道・写真

小牧市に  住んでいる ・ 小牧市で  仕事を  している ・ 小牧市の  学校で　

勉強を  している人  または  市内の  美術団体などに  入っている人 （中学生以下を  除く） で　

各部門  一人  1点  未発表の  ものに  限る。  募集要項を  確認の上、 出品して  ください。

市長賞など

部　門

対　象

表　彰

受付・
搬入日時

展示日時

展示場所 まなび創造館アリーナ、  市民ギャラリー

10月22日（月） 15:00～20:00までに、 出品申込書 （文化振興課、 東部・味岡・北里の 

各市民センター、 市民会館、 まなび創造館、 中部公民館、 勤労センターに用意）、

作品を  まなび創造館  市民美術展  受付会場へ。 ※搬出 11月4日 （日） 16:15～18：00

10月28日（日）～11月4日（日）　10:00～19:00  （11月4日は16:00まで）

９月29日（土）18:00～ （16：00から　入ることが　できます。）

文化振興課　TEL.0568-７６-１１８８問合先

小牧市観光協会　TEL.0568-７６-１１72　　問合先

小牧山薪能

日本では、秋に　月を　眺めて  楽しむ 「月見」 という  文化が　あります。

毎年　この季節に、 小牧山で　月見に　関係する　おまつりを　します。

楽しい　イベントが　たくさんある　小牧山お月見まつりに、  みなさんで　来てください。

平成24年9月29日（土） 16:30～20:30平成24年9月29日（土） 16:30～20:30
小牧山小牧山

小牧山会場

同時開催

●月見汁の  配布

◆山頂・歴史館

◆小牧山薪能

◆ランドマークフェスタ２０１2

主催：小牧山薪能実行委員会

●「ドリーム灯籠」の  手作り体験コーナー

主催：（社）小牧青年会議所

観世流・能「吉野天人」　和泉流・狂言「佛師」　観世流・能「土蜘蛛」

小牧山お月見まつり

小牧市で　生まれた　名古屋コーチン（美味しい  鶏肉）の　月見汁を　食べることが　できます。

1,000食  限定　17:30～  無くなったら  終わりです。 チャリティー

●月見茶会
日本の  文化で  ある「茶の湯」を  行います。 お抹茶を  飲みながら  月を  眺めるのも  楽しいでしょう。

先着250名様　17:00～　無くなったら　終わりです。 1服300円

●歴史館  夜間  無料  開放
いつも　夜には　入ることの　できない　歴史館の　展望台から、 美しい　夜景を　見ることができます。

16:30～21:00（入館は20:30まで）

18:00～20:00　堀の内体育館前

●小牧山山道の  ライトアップ 市内の　幼稚園・保育園に　通う　子どもたちが　作った　ドリーム灯籠で、 

史跡公園から　山頂までの　道を　ライトアップ　します。18:30～20:30

●観月会 天体望遠鏡を　使って　月を　見ることが　できます。 

普段とは　違った　迫力ある  月を　見てください。
19:00頃～20:30 無  料

雨が  降った時は、 小牧市市民会館で  開催します。 ※演技の  最中に  雨が  降った時は、 中止です。
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ばしょ

日　時
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注意：ビデオや  写真の  撮影は  禁止します。

※雨が降ったら中止します。
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3

アンケートのお知らせ

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

廃棄物対策課ごみ減量推進係　TEL0568-76-1187問合先

情報システム課　TEL0568-76-1106問合先

資源・ごみの 分け方と 出し方に 
ついて

今回は[金属類]についてです

出し方

ラジカセなべドライヤー電気ストーブ

空気清浄機電子レンジ アルミなべ カセットコンロ

9/11（火）9:00～17:00  までに  お金を  持って  市国際交流協会（小牧市公民館4階）へ
来てください。 ※12:00～13:00、日曜日・月曜日・祝日は　お休み。

会員3,000円　会員ではない人6,000円　※この他に　本のお金が　2,500円必要
いつでも　会員に　なれます。 （個人年会費  1口  2,000円）

初級・中級　それぞれ　16名

小牧市に　住んでいる・小牧市で　仕事を　している・ 小牧市の　学校で　
勉強を  している人　または　KIA会員で　18歳以上の　人

市公民館4階　チェスルーム

中級クラス　9/27～11/29（毎週木曜日　10：00～12：00）
初級クラス　9/25～11/27（毎週火曜日　13：00～15：00）（全部で10回）

英語を　もう一度　勉強しませんか？　
初級クラスは　海外旅行で　使える　英語を　勉強します。　
中級クラスは　全部英語で　勉強します。

英語を　もう一度　勉強しませんか？　
初級クラスは　海外旅行で　使える　英語を　勉強します。　
中級クラスは　全部英語で　勉強します。

KIAバスハイク

小牧市国際交流協会（KIA）事務局
TEL0568-76-0905　FAX0568-71-8396　E-mail : kia＠ma.ccnw.ne.jp

問合先

常滑市常滑市 愛知県セントレア

小牧市小牧市

9月22日（土・祝） 9：00～17：00

常滑　やきもの　さんぽ道・ ねこの　人形に
絵を　つける体験、 南知多。

18歳以上の  小牧市に  住んでいる・小牧市で  仕事をしている・
小牧市の　学校で勉強している人。 または　KIA会員。

25名　※25人より　多くなったら　くじ引きで　選びます。

会員　2,000円、 会員ではない人　3，000円

2012年 9月1日（土）～2012年 9月11日（火）
①住んでいる所  ②なまえ  ③とし  ④でんわばんごう
⑤国のなまえを  KIAへ電話、 FAX、 E－mailするか、
来てください。
（9:00～17:00　日・月曜日・祝日及び12:00～13:00を除く）

やきものが  有名な  常滑を  歩きながら、
ともだちを  つくりませんか？
焼き物に　絵をつける　体験も  できますよ。
ねこの  絵付け体験にも   挑戦しよう！

やきものが  有名な  常滑を  歩きながら、
ともだちを  つくりませんか？
焼き物に　絵をつける　体験も  できますよ。
ねこの  絵付け体験にも   挑戦しよう！

名古屋名古屋

バスに  のって  

  日本を  知ろう！

KIA

ば す は い く

英語基礎講座 の おしらせ

※2012年4月1日から

※縦横高さの  いずれか  一辺が  60㎝以上のものは  粗大ごみ  です。

 （ごみ集積場には  出せません！）

カセットボンベ スプレー缶 金物類 小型家電

電気、電池で  動く  すべての  もの

① 粗大ごみ受付センターで　電話予約する　TEL.0120-530-415
② 納付券（シール）を　スーパー、 コンビニ等で　購入する （1点1,000円）

③ 収集日当日の　8：30までに、 オペレーターが　案内した場所へ出す

対象外と  なるもの： 

繊維、 木などの  複合物

（電気カーペットなど）、 

家電リサイクル法定品、パソコン、

粗大ごみ、 携帯電話

小型家電とは

粗大ごみの出し方

よく問合せのあるもの①資源用収集袋（緑色）に  入れ、

 

 

※カセットボンベ、 スプレー缶は、 

　火災の  危険が  あるので、 使いきり、 

　必ず  穴を開けて  出して  ください。

※ふたは  プラスチック製であれば

  「プラスチック製容器包装」へ

②資源回収場所へ  出す。

これらは       
 

み～んな「金属
類」です！

※縦横高さの
  いずれか  一

辺が  

　60㎝以上の
  ものは  粗大

ごみ！

総務省統計局（小牧市）では、 10月1日現在で  就業構造基本調査を  実施します。
この調査は、 国民の  ふだんの  就業・不就業の  状態を  こまかく  知ることで、
雇用政策を  始め  経済政策などに  役立てるため　おこないます。
9月中旬から  調査員が  調査世帯に  伺いますので、 調査の  趣旨を  ご理解いただき、
調査票への  ご記入を  お願いします。

就業構造基本調査

対象となるもの

といあわせさき

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

こまきし こくさい こうりゅう きょうかい じむきょく

し げ ん

し ゅ う ぎ ょ う こ う ぞ う き ほ ん ち ょ う さ
あ ん け ー と し

わ か た だ か た

き ん ぞ く る いこんかい

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

じょうほうしすてむかといあわせさき

かせっとぼんべ

でんき

たいしょうがい

しげんようしゅうしゅうぶくろ

そだい

そだい

のうふけん

しゅうしゅうびとうじつ おぺれーたー あんない ばしょ だ

しーる すーぱー こんびに　　とう こうにゅう てん えん

うけつけせんたー でんわよやく

だ かた

しげんかいしゅうばしょ

そうむしょうとうけいきょく

ちょうさ

こようせいさく

かつちゅうじゅん ちょうさいん ちょうさせたい うかが ちょうさ

ちょうさひょう きにゅう ねが

しゅし りかい

はじ けいざいせいさく やくだ

こくみん しゅうぎょう ふしゅうぎょう じょうたい し

がつ にち げんざい しゅうぎょうこうぞうきほんちょうさ じっしこまきし

だ

でんし　れんじ

でんきすとーぶ どらいやー らじかせ

あるみ かせっとこんろ くうきせいじょうき

きんぞくるい

たてよこたか

いじょう
そだい

いっぺん

みどりいろ い

せんい

ぱそこん

そだい けいたいでんわ

き ふくごうぶつ

かでん りさいくるほうていひん

でんき　　　かーぺっと

でんち うご

かなものるい こがたかでん

ねん

たてよこたか

こがた　かでん

いっぺん そだいいじょう

しゅうせきじょう だ

がつ にち

すぷれー　　　　かん

ゆうめい とこなめ

や え たいけんもの

え　　つ

がつ

さい　いじょう こまきし す こまきし

こまきし

めい にん おお び えら

こまきし

なごや

とこなめし あいちけん

えいご

しょきゅう くらす かいがいりょこう

ちゅうきゅう くらす ぜんぶえいご べんきょう

ぜんぶ

しこうみんかん　よんかい

こまきし

べんきょう

しょきゅう

かいいん かいいん

かいいん こじん　ねんかいひ ひとくち えん

か

き にちようび げつようび しゅくじつ やす

かね も しこくさいこうりゅうきょうかい こまきしこうみんかん　よんかい

えん えん えん ひつようほか ほん かねひと

ちゅうきゅう めい

ひと ひとかいいん さい　いじょう

す こまきし こまきし がっこうしごと

ちぇするーむ

かい しょきゅう くらす まいしゅう　かようび

ちゅうきゅう くらす まいしゅう　もくようび

つか えいご べんきょう

いちど べんきょう

せんとれあ

かいいん えん かいいん

ねん

す

くに

き

にち げつようび しゅくじつおよ のぞ

でんわ

ところ

ねんがつ にち ど がつ にち か

えんひと

がっこう べんきょう かいいん

しごと

とこなめ

え たいけん みなみちた

みち にんぎょう

にち ど しゅく

たいけん ちょうせん

ばす

にほん
し

ある

たいしょう

だ

といあわ

かせっとぼんべ

かさい

かなら あな あ だ

ぷらすちっくせい

ぷらすちっくせいようきほうそう

きけん つか

すぷれーかん

かた

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

申込み もうしこみ

料　金 りょうきん

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

申込み もうしこみ

料　金 りょうきん

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

え い ご き そ こ う ざ
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小牧市役所　本庁舎2階　生活交流課内

ワードや　エクセルが　仕事上で　使用できる　レベルの人　20歳以上の人

月～金  9：00～17：00　 （12：00～13：00 除く）

桑垣  ミッシェル  先生  （Ms. Michelle Kuwagaki）

15歳以上の　小牧市に　住んでいる・小牧市で　仕事をしている・  
小牧市の　学校で　勉強を  している人　または　KIA会員

16名（先着順） ※申込が　6人より　少ないときは　止めます。

会員3，000円、  一般6，000円  （含テキスト代）

2012年9月4日（火）～2012年9月21日（金）  9：00～17：00  （日・月・祝日、12:00～13:00はお休み）
お金を持って、小牧市国際交流協会（KIA）へ来てください。

10月3日～12月5日  全10回  毎週水曜日  19：00～21：0010月3日～12月5日  全10回  毎週水曜日  19：00～21：00

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

KIA

KIA

講　師

日　時

場　所

対　象

内　容 1名人　数

勤務地 1，600円時　給

11月1日から2月28日期　間後日（10月予定）、 面接があります。応　募

対　象

定　員

料　金

申込み

スペイン語 入門講座 スペイン語を　

勉強しませんか!

小牧市  公民館4階　ローズルーム

ベン　アリソン氏
（Mr.Ben Allison）

講師

小牧市に　住んでいる・小牧市で　仕事を　している・ 小牧市の　学校で　勉強を  している人　
または　KIA会員で　小学校5年生  以上、  18歳以下の  人 ＊親子参加は  ご相談  ください。

40名（要予約先着）

技あり!! 英国式オリンピック!!  
イギリス理解講座ジュニア企画

9月4日（火）～9月21日（金）  9：00～17：00  （日・月・祝日、12:00～13:00を  除く） 電話・FAX・Eメールで。

2012年9月30日（日）　14：00～16：00
場　所

日　時

対　象

申込み

味岡市民センター　視聴覚室

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。

外国人相談員募集 ポルトガル語と  日本語での  通訳・相談  及び  翻訳業務

※FAX、 E-mailの  場合は  氏名・ 年齢  又は  学年・ 住所・ 電話番号・ 会員  又は  一般を  明記し  お申込  下さい。

無 料

市議会からのお知らせ+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

市議会情報

市議会とは

市議会の役割

市民・市議会・市長の関係

2012年第2回定例会（6月議会）で決まった主な内容

願い
を 
 伝
える

市民
の 
声を
 聞
く

願いを　伝える

市民のために
仕事をする

市議会市議会 市 長市 長

市 民市 民

市の仕事や  予算・きまりなどを  提案する

市の仕事や  予算、きまりなどを  決める

小牧市議会では、　外国人の　方々にも　市議会で　行われていることを　
より多く　知って　いただくために、　定例会（3月、6月、9月、12月）ごとに、 
その内容を　掲載します。

　わたし達が　住んでいる　小牧市を　住みよいまちに　するためには、　市民が　みんなで　話し合い、
意見を出し合って　考えるのが　望ましいことです。 しかし、 多くの　市民が　集まって　話し合うことは　
できません。 そこで、市民の中から　代表の人たちを　選んで　話し合いを　してもらいます。 この代表に　
選ばれた人達を　小牧市議会議員と言い、　市役所の　市長達の　考えを　聞きながら、 よりよい　小牧
市に　するために　話し合いを　するところを　小牧市議会と　言います。

★7月9日から　外国人登録法が　廃止となり、　住民基本台帳法の　適用を　受ける
ことと　なりました。 これにより、 同じ世帯に　外国人が　いる場合も、 住民票の
1通だけで　証明書を　出すことが　できるように　なりました。　
また、 今後は、 在留資格、 在留期間の　変更等が　あった場合は、 入国管理局の
届出だけで　よくなりました。

市議会では、

選 挙選 挙

★市の決まり（条例）を　決めたり、 改めたりします。
★市のお金（予算）を　どのように使うかを　決めます。
★市のお金（予算）が　正しく使われているか、 市の仕事が　正しく行われているかを調べます。
★国や　愛知県などに　意見を出します。

★どの仕事も　市民の暮らしに　繋がりのあることばかりですから、
　こうしてほしいという　要望があれば　議員を通じて　市議会に意見を　言うことができます。

英語の  クイズを  通して  振りかえって  みませんか。

こ う し

に ち じ

て い い ん

り ょ う き ん

もうしこ

ば し ょ

たいしょう

ないよう

きんむち じきゅう

きかんおうぼ

たいしょう

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

すぺいんご

べんきょう
くわがき

こまきし　　  　     こうみんかん

さいいじょう

かいいんひとべんきょうがっこうこまきし

かいいん いっぱん えん ふくむえん てきすと　　だい

めい せんちゃくじゅん にん すく やもうしこみ

こまきし す こまきし しごと

かい ろーずるーむ

みっしぇる せんせい

に ち じ

もうしこ

ば し ょ

定　員

たいしょう

て い い ん

がつ にち にちねん

あじおか しみん せんたー しちょうかくしつ めい

こまき　しやくしょ

が い こ く じ ん 　 　 　 そ う だ ん い ん 　 　 　 ぼ し ゅ う

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 にほんご つうやく そうだん およ ほんやくぎょうむ

ぽるとがるご

げつ

わーど

こまきしやくしょ

ごじつ がつ　よてい がつ にち がつ にちめんせつ

えんほんちょうしゃにかい せいかつこうりゅうかない

えくせる しごとじょう しよう れべる ひと はたちいじょう ひと

きん

にんずう

めいのぞ

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

おやこさんか

がつ にち か がつ

ばあい しめい ねんれい また がくねん じゅうしょ でんわばんごう かいいん また いっぱん めいき もうしこみ くだ

にち きん にち げつ しゅくじつ のぞ でんわ めーる

そうだん

こうし べん ありそん し

ようよやくせんちゃく

かがつねん にち にち げつ しゅくじつ やすきんがつねん にち

かね

わ ざ え い こ く し き

えいご くいず とお ふ

お り ん ぴ っ く

じゅに あ き か く

も こまきし　こくさい　こうりゅうきょうかい

小牧市国際交流協会（KIA）事務局
TEL0568-76-0905　FAX0568-71-8396　E-mail : kia＠ma.ccnw.ne.jp

問合先
といあわせさき

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

せいかつこうりゅうか

じむきょく こまきし　にちょうめ ばんち しこうみんかん かい

小牧市二丁目107番地市公民館4階

むりょう

し ぎ か い し

しぎかいじょうほう

しぎかい

しぎかい

しみん しぎかい しちょう かんけい

しみん

しちょう

し しごと よさん き

し しごと よさん ていあん

しみ
ん

しみん

しごと

ねが

つた

ねが

つた

こえ

き

せんきょ

しぎかい

こんご

とどけで

ざいりゅうしかく ざいりゅうきかん へんこうとう ばあい にゅうこくかんりきょく

じゅうみんひょう

いっつう しょうめいしょ だ

せたいおな がいこくじん ばあい

がつ にち がいこくじん　とうろくほう はいし じゅうみん　きほんだいちょう てきよう う

ねん だい かい ていれいかい がつ 　ぎかい き おも ないよう

しぎかい

しごと しみん く つな

ようぼう つう しぎかい いけん いぎいん

し

し

き

かね よさん

し

くに あいちけん いけん だ

かね よさん ただ

つか

つか し しごと ただ おこな しら

き

じょうれい き あらた

やくわり

こまきしぎかい

たち あ

いけん

しみん

ひとたち

はな こまきしぎかい いあ

こまきしぎかいいいん い しやくしょ しちょうたち かんが き こまき

なか だいひょう ひと えら はな だいひょう

えら

し

あ

だ あ かんが のぞ おお しみん あつま はな あ

す こまきし す しみん はな

おお

ないよう けいさい

し ていれいかい がつ がつ がつ がつ

がいこくじん かたがた しぎかい おこな

す ぺ い ん ごす ぺ い ん ご に ゅ う も ん 　 こ う ざ

いぎりす

が い こ く じ ん そ う だ ん ま ど ぐ ち し

りかい　こうざ

がつ にち がつ にち ぜん かい すいようびまいしゅう

こまきし べんきょう ひと

ひとかいいん さい 　いかいじょうねんせいしょうがっこう

す こまきし こまきし がっこうしごと



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

●市議会からの　お知らせ
●金属　の　分け方　出し方
●アンケートのお知らせ
●税金の　支払期限
●市民美術展
●お月見まつり　と　薪能

●KIA　バスハイク
●KIA　英語に　再チャレンジ
●KIA　スペイン語　講座
●KIAジュニア企画イギリス理解講座
●外国人相談の　お知らせ
●外国人相談員募集

●母子検診
●成人がん検診

P2 P8
P3

P4

P5

P6

P7

9月11日（火）
9月18日（火）
9月25日（火）
10月2日（火）

9月7日（金）
9月14日（金）
9月21日（金）

9月5日（水）
9月12日（水）
9月26日（水）

9月5日（水）

9月6日（木）
9月27日（木）

9月28日（金）

9月26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線検査）

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

6５歳以上の小牧市に住民登録のある方
●定員／100人　　●料金／無料
●申込み／予約は不要です。希望の方は、当日会場にお越しください。

２０歳以上の小牧市に住民登録のある方

●料金／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）
●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）

9月28日（金）

９月８日（土）
９月１３日（木）
10月1月（月）
10月17月（水）
10月30月（火）

※胃がん検診実施日時に
　採便容器を回収します。

９:００～１１:00

9:3０～15:30
9:3０～15:30
9:3０～15:30
9:0０～15:30
9:3０～15:30

9:００～15:30

保健センター

10月18日（木） 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

北里児童館
小牧児童館
篠岡児童館

保健センター

9/28 保健センター
10/18東部市民センター

市内産婦人科

保健センター

保健センター

南部コミュニティセンター

東部市民センター

東部市民センター

保健センター

南部コミュニティ
センター

乳がん検診
（マンモグラフィ）

胸部Ｘ線検診

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月８日（土） ９:３０～１１:３０

９:0０～15:３０

９月１９日（水）
10月11日（木）

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か月児健康診査および
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

10:00～11:00

2011年3月1日～13日生まれ
2011年3月14日～23日生まれ
2011年3月24日～31日生まれ

2010年6月1日～15日生まれ
2010年6月16日～30日生まれ

2009年9月1日～11日生まれ
2009年9月12日～21日生まれ
2009年9月22日～30日生まれ

生後４か月以降の親子２7組
●料金／無料　●申込み／保健センター
生後９か月以降の親子２1組
●料金／無料　●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5月1日～9日生まれ
2012年5月10日～18日生まれ
2012年5月19日～25日生まれ
2012年5月26日～31日生まれ

母子健診等カレンダー母子健診等カレンダー

育児相談・妊婦・産婦健康相談
9月14日（金）
9月21日（金）
9月28日（金）

10:00～11:15

13:00～16:00
9:00～12:00

●料金／無料　●申込み／保健センター
9月10日（月）
9月18日（火）、25日（火）

●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

期　日

行 事 名 場　所時　間 対象・内容・申込みなど期　日

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

KIAの日本語教室の様子KIAの日本語教室の様子

もくじもくじ
しぎかい し

きんぞく わ かた だ かた

あんけーと

ぜいきん しはらいきげん

しみん びじゅつてん

つきみ たきぎのう

し

しょにち でんわ こんざつ ばあい

ばす　はいく

えいご さい　　ちゃれんじ

すぺいん　　ご こうざ

がいこくじんそうだん

がいこくじんそうだんいんぼしゅう

じゅにあ きかく いぎりす りかいこうざ

し

ぼしけんしん

せいじん けんしん

にほんごきょうしつ ようす

ぼ　し けんしん　　とう かれんだー

げつじ　けんこう　しんさ

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
せいご

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

せいご げついこう 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

い けんしん

いぶ せん けんさ

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

きょうぶ せん けんしん

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

せっしゅ 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

きたさと じどうかん

こまき じどうかん

しのおか じどうかん

ほけん せんたー

ほけん

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

りょうきん

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 いし ひつよう みと かた

えん えんけいぶ 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

ていいん にん りょうきん むりょう

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

もうしこ 　ふよう きぼう かた とうじつかいじょう こよやく

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 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

さい　いじょう こまきし じゅうみんとうろく かた

せんたー

とうぶ しみん せんたー

ほけん せんたー

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

なんぶ

とうぶ しみん せんたー

とうぶ しみん せんたー

ほけん せんたー

こみゅにてぃせんたー

なんぶ こみゅにてぃ

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

すい

げつ

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

せんたー
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