
2年前の  11月に  県営名古屋空港から  初めて  飛んだ  MRJと  小牧山の桜。2年前の  11月に  県営名古屋空港から  初めて  飛んだ  MRJと  小牧山の桜。

学年が  変わったり、 職場が  変わったり、 卒業や  引越しなど  3月は  新しい変化が  多い季節です。

無事飛んだ  MRJのように、 みなさんも  新しい  変化の  風に  上手に  乗ることが  できますように。

学年が  変わったり、 職場が  変わったり、 卒業や  引越しなど  3月は  新しい変化が  多い季節です。

無事飛んだ  MRJのように、 みなさんも  新しい  変化の  風に  上手に  乗ることが  できますように。

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

  3月14日（火）
  3月21日（火）
  3月28日（火）
  4月  4日（火）

  3月  3日（金）
  3月10日（金）
  3月17日（金）

  3月  1日（水）
  3月  8日（水）
  3月15日（水）

  3月27日（月）
  3月22日（水）

  3月13日（月）

  3月  2日（木）
  3月  9日（木）

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

※対象の  方には  事前に  お手紙を  送りますので、 詳しい受付時間は  お手紙で  確認して下さい。

※健診は  必ず  受けましょう。 都合が  悪い場合は、 保健センターへ  相談して下さい。

４か月児健診・

母親歯科健診

1歳6か月児健診

2歳3か月児歯科健診

3歳児健診

BCG接種

13：05～13：55

13：05～14：15

９:0０～10:10

13:05～14:15

2015年  9月  1日～  8日生まれ

2015年  9月  9日～18日生まれ

2015年  9月19日～30日生まれ

2014年12月  1日～15日生まれ

2014年12月16日～31日生まれ

保健センター 13:45～14:30

2014年  3月  1日～10日生まれ

2014年  3月11日～19日生まれ

2014年  3月20日～31日生まれ

2016年11月  1日～  8日生まれ
2016年11月  9日～15日生まれ
2016年11月16日～24日生まれ
2016年11月25日～30日生まれ

※親子(母子）健康手帳を  忘れずに  持って  来て  ください。

内　容 場　所 受付時間 対象・内容・申し込みなど

母子健診などのカレンダー母子健診などのカレンダー
日にち

健診のお知らせ
けんしん し

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

（標準的  接種期間は  生まれてから  5か月～8か月未満）

生後5か月～1歳未満

P7

P8

●火災への  備え

●小牧市  休日急病診療所

●成人歯科検診の  お知らせ

●歯の健診 「いきいき世代  個別歯科検診」は

　受けましたか？

●乳幼児健診、 その他の  教室の  お知らせ

P2

P3

P4.5

P6

●センターモールの  ご案内

●次の税金の  支払い期限は  

　3月 31日（金）です

●外国人のための  相談窓口の  お知らせ

●プラネタリウム  新番組

●親子で楽しむ  プラネタリウム

赤ちゃん訪問

3月  8日（水）

  3月  5日（日）

3月24日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

離乳食教室
（初期ごっくん教室）

離乳食教室
（後期かみかみ教室）

にこにこむし歯予防相談

10:00～11:00

10:00～11:00

保健センター 10:00～12:00

４か月児以降の保護者（27名）赤ちゃんも参加もできます

●料金／無料　●申し込み／保健センター 予約必要

予約必要

予約必要

予約必要

申し込み不要

９か月児以降の親子（21組）

●料金／無料　●申し込み／保健センター

●内容／歯みがき、 歯ならびについての  不安や  心配ごとの  相談  

●持ち物／親子（母子）健康手帳、 歯ブラシ　●料金／無料

乳幼児（特に  1歳前後の  お子さんに  おすすめです）

10:00～12:00

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

3月21日（火）

3月14日（火）

3月  7日（火）

3月10日（金）

●料金／無料　●申し込み／保健センター母乳相談

パパママ教室

3月27日（月）

●内容／赤ちゃんとのくらしについて、お父さんの役割について、妊娠中の食事について、パパ・ママのお口の健康について、

　赤ちゃん人形だっこ体験、妊婦体験　●持ち物／親子（母子）健康手帳　●申し込み／保健センター

10:00～11:15

●内容／育児についての  不安や  心配ごとの  相談、 身体計測、 血圧測定、 尿検査（希望者のみ）

大城児童館

大城児童館

3月10日（金）

3月28日（火）

育児相談、
妊婦・産婦健康相談

市内在住の 妊婦と その夫（妊婦のみの参加もできます）30組

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

届出先：保健センター または 保険年金課低体重児届

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。
（事前に電話で都合をききます）
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外国人の人口：8,017人 / 小牧の人口：153,459人（2017年 2月 1日現在）
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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

保健センター 成人保健係　TEL.0568-75-6471問合先
といあわせさき ほけん せんたー せいじん ほけんかかり

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

次の 税金の 支払い期限は 3月 31日（金）です

○国民健康保険税（第10期）

○介護保険料（第9期）

○後期高齢者医療保険料（第8期）

○国民健康保険税（第10期）

○介護保険料（第9期）

○後期高齢者医療保険料（第8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。

支払いは  早めに！ 

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 小牧市役所本庁舎２階で、 税金の  払い方の  相談や、 支払いが  できます｡

とき  3月 12日（日）、 3月 26日（日）　8:30～17:15

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。

小牧市まなび創造館（ラピオ5F）　センターモール

書30点を  展示します。

※臨書 … 手本と  そっくりに  書くこと。

小牧市書道連盟　臨書展※

「成人の  約８割が  歯周病」と  いわれています。 特に  糖尿病の  方や  

妊娠中の方は  歯周病に  かかる割合が  かなり  上がります。 

むし歯が  あるかどうか  気になる方、 ご自身に  合った  歯科医院を  お探しの方、

この機会に 「成人歯科健診」を  受けてみませんか。

30人

40歳（1975年 ４月 ２日～ 1976年 ４月 １日）

50歳（1965年 ４月 ２日～ 1966年 ４月 １日）

60歳（1955年 ４月 ２日～ 1956年 ４月 １日）

70歳（1945年 ４月 ２日～ 1946年 ４月 １日）

3月 6日（月）～ 3月 12日（日）

写真40点を  展示します。写楽の会　写真展 3月 1日（水）～ 3月 10日（金）

ラピオ センターモールの ご案内

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

収税課　TEL.0568-76-1117収税課　TEL.0568-76-1117問合先
といあわせさき しゅうぜいかしゅうぜいか

ポルトガル語 スペイン語・英語

そのほか、 保険年金課と  保育課に  9:00～ 17:00  まで、 福祉総務課に  9:30～ 16:30  まで、 

ポルトガル語を  話すことが  できる  職員が  います。

月～金 月・火・木

外国人のための 相談窓口の お知らせ

成人歯科健診の お知らせ

無料歯科健診「いきいき世代 個別歯科健診」の ご案内

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ

内　容 ないよう

場　所 ばしょ

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

歯科健診、 歯肉、 顎関節の  健診、 歯みがき指導  等

保健センター

20歳以上の  方  もしくは  妊娠中の  方 （住民登録の  ある方）

① 2月 23日（木） 9:15 ～ 11：15 まで
② 3月 16日（木） 9:15 ～ 11：15 まで
（受付時間が  異なります。 詳しくは  お問い合わせ  下さい。）

①2月 22日（水）、 ②3月 15日（水）までに、 お電話等で  保健センターへ

無料

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

市内  実施  歯科医療機関
＊右記対象者に  案内ハガキを  

　お送りしていますので、 

　受診方法や  実施医療機関に  

　ついては、 そちらをご覧下さい。

３月 ３１日（金） まで
（受診期限が  せまっています。 ご希望の方は  お早めに  どうぞ。）

お電話等で  事前に  実施歯科医療機関へ  直接  お申し込み  下さい。

問合せ といあわせ お電話等で  保健センターへ  お問い合わせ  下さい。

無料

歯は  あって当たり前…  そんなふうに  思っていませんか？

元気で  生き生きした  毎日を  過ごす為には、 歯や  歯肉の  健康が  欠かせません！

最近、 歯医者さんへ  行ってない方、 かかりつけの  歯医者さんを  お探し中の方、

無料の  この機会に  ぜひ、 歯科健診を  受けてみませんか？
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ま ど ぐ ちそ う だ んが い こ く じ ん し

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
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せんたーほけんなどでんわすいにちがつすいにちがつ

むりょうにん

かたとうろくじゅうみんかたにんしんちゅうかたいじょうさい

せんたーほけん

くだあとくわことじかんうけつけ

もくにちがつ
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などしどうはけんしんかんせつがくしにくけんしんしか

うけんしんしかせいじんきかい

かたさがいいんしかあじしんかたきば

あわりあいししゅうびょうかたにんしんちゅう

かたとうにょうびょうとくししゅうびょうわりやくせいじん

しけ ん し んし か

にちがつねん にちがつねんさい

にちがつねん にちがつねんさい

にちがつねん にちがつねんさい

にちがつねん にちがつねんさい

くだあとせんたーほけんなどでんわ

くだこもうちょくせつきかんいりょうしかじっしじぜんなどでんわ

むりょう

くだらん

きかんいりょうじっしほうほうじゅしん

おく

はがきあんないたいしょうしゃうき

きかんいりょうしかしない じっし

はやかたきぼうきげんじゅしん

にち きんがつ

うけんしんしかきかいむりょう

かたちゅうさがはいしゃかたいはいしゃさいきん

かけんこうしにくはためすまいにちいいげんき

おもまえあは

あ ん な い
け ん し んし かこ べ つせ だ い

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

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

さあ大変、 休日の  病気・けが。

皆さんは  休日に  こんな経験は  ありませんか。

●子どもの  急な  発熱。

●公園で  子どもが  けがを  してしまった。

●包丁で  手を切り、 血が  止まらない。

●歯が  痛くて、 ご飯が  食べられない。

そんな時の  ために  休日急病診療所は  あります。 

場所は  保健センター  敷地内です。

問い合わせ先 休日急病診療所
TEL.0568-75-2070　　〒485-0044　小牧市  常普請  1-318

小牧市 休日急病 診療所

 

3月 1日（水）から
火～金曜日 ①15：30～ （※春休みの  火～金は、 13：30～の  部も  あります。）

土、日、祝日 ①10：30～　②13：30～　③15：30～
所要時間 ： 45分　

※土・日・祝日は、 別の番組  又は  イベント開催で、 番組を  変更する  場合が  あります。 

※団体の  ご予約は  時間・曜日が  限られます。 必ず  事前に  お問い合わせ  ください。

※解説員の  星座案内と  プラネタリウム番組を  お楽しみください。

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

プラネタリウム 新番組

親子で 楽しむ プラネタリウム

市民会館北

ラピオ

小牧市公民館

小牧市民病院

保健センター

小牧高校

小牧市役所

小牧山

4141

間々本町

▲

至名古屋

至犬山

至名古屋

至一宮

小牧駅

内科 ・ 小児科 ・ 外科 ・ 歯科

日曜・祝日・年末年始（12月 31日 から 1月 3日）

内科・小児科・外科 8：30 ～ 11：30、 13:00 ～ 16：30
歯科 8：30 ～ 11：30

内科・小児科・外科 9：00 ～ 12：00、 13：00 ～ 17：00
歯科 9：00 ～ 12：00

なお、 この診療所は 「労災保険  指定医療機関」では  ありませんので 「労災保険」で  受診される  場合は、

「労災保険  指定医療機関」で  受診して  ください。

診 療 日 しんりょうび

診療科目 しんりょうかもく

診療科目等 しんりょうかもくなど

受付時間 うけつけじかん

診療時間 しんりょうじかん

案内地図
155155

小牧市
休日急病診療所

こまきし

きゅうじつきゅうびょうしんりょうじょ

あんない ちず

「プラネタリウム ちびまる子ちゃん 星にねがいを」
人気キャラクターの  「ちびまる子ちゃん」の、 オリジナル  ストーリーです。

「ちびまる子ちゃん」の  世界観と  星空の魅力が  結びついた  子どもから  大人まで  楽しめる  番組です。

小牧中部公民館  プラネタリウム （小牧市  小牧  5-253）

お休み おやすみ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

月曜日 （祝日は  開いています。）

だれでも

各回  80人

100円 （3才以上）　※中学生以下は、 土・日・祝日の  入場無料

［団体料金 50円 （30人以上、 1週間前までに  電話予約を  してください。）］

だれでも

80人

100円 （※中学生以下  無料）

春の  星座解説と 「お星さん たいへんです」

（春の  星座解説付）

3月 11日（土） 10:30～（40分）

小牧中部公民館  プラネタリウム 

（小牧市  小牧  5-253）
弥生町 小牧商工会議所東

保健センター前

小牧市民病院北

※診療 … 診察や  治療を  行うこと。

※解説 … 分かりやすく

 説明すること。

※

らぴお

こまきしこうみんかん

こまきえき

こまきやま

こまきこうこう

こまきしやくしょ

こまきしみんびょういん

ほけんせんたー

いたるいちのみや

いたる　なごや

いたる　いぬやま

いたる　なごや

ままほんまち しみんかいかんきた

やよいちょう こまきしょうこうかいぎしょひがし

ほけんせんたーまえ

こまきしみんんびょういんきた

じょうぶしこまきし

しんりょうじょきゅうびょうきゅうじつ
さきあと

じゅしんきかんいりょうしていほけんろうさい

ばあいじゅしんほけんろうさいきかんいりょうしていほけんろうさいしんりょうじょ

しか

げかしょうにかないか

しか

げかしょうにかないか

にちがつにちがつねんしねんまつしゅくじつにちよう

しかげかしょうにかないか

しきちないせんたーほけんばしょ

しんりょうじょきゅうびょうきゅうじつとき

たはんいたは

とちきてほうちょう

ここうえん

はつねつきゅうこ

けいけん

しんりょう しんさつ ちりょう おこな

かいせつ わ

せつめい

きゅうじつみな

びょうききゅうじつたいへん

し ん り ょ う じ ょき ゅ う び ょ うき ゅ う じ つこ ま き し

あとじぜんかならかぎようびじかんよやくだんたい

よやくでんわ

むりょういかちゅうがくせいえん

にん

こまきこまきし

ぷらねたりうむこうみんかんちゅうぶこまき

ふん
どにちがつ

ばっじかんせいざせいかいくいずくいずてんもんさいごばんぐみ

たのばんぐみぷらねたりうむあんないせいざかいせついん

ほしかいせつせいざはる

ぷ ら ね た り う むた のお や こ

まえしゅうかんいじょうにんえんりょうきんだんたい

むりょうにゅうじょうしゅくじつにちどいかちゅうがくせいいじょうさいえん
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ばあいへんこうばんぐみかいさいいべんとまたばんぐみべつしゅくじつにちど
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しゅくじつにちど

ぶきんかやすはるきんようびか

すいにちがつ

ばんぐみたのおとなこむすみりょくほしぞらせかいかんこ

すとーりーおりじなるこきゃらくたーにんき

つきかいせつせいざはる
ほしこぷらねたりうむ

し ん ば ん ぐ みぷ ら ね た り う む

※
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消防本部 予防課　TEL.0568-76-0223問合先
といあわせさき よぼうかしょうぼうほんぶ

習　慣

1 逃げ遅れないために、 住宅用火災警報器を  設置する。

※火災 … 火による  災害のこと。

※防火 … 火災の  発生を  防ぐこと。

※避難 … 安全な 場所に  逃げること。

※

※

2 ベッドや  ふとん、 着るものや  カーテンからの  火災を  防ぐために、

 防炎品を  使用する。

3 火災を  小さいうちに  消すために、

 住宅用消火器  などを  置く。

4 お年寄りや  身体の  不自由な  人を  守るために、

 隣近所の  協力体制を  つくる。

対　策

通 報

消 火

避 難

5 寝たばこは、 絶対やめる。

6 ストーブは、 燃えやすい  ものから 
 離れた  位置で  使う。

7 ガスコンロなどの  そばを  離れるときは、
 必ず  火を  消す。

火災

❶ 早く  知らせる
◯「火事だ」と  大声を  出して  近所に  知らせましょう。 

◯119番通報を  しましょう。

❷ 早く  消す 
◯消火器などを  使って  落ちついて  消火しましよう。

❸ 早く  逃げる
◯建物の  中では  天井に  火が  燃え移ったら  

　消火を  止め  逃げましよう。 

◯煙の中を  逃げるときは、 なるベく  低い姿勢で、

　タオルなどで  口と  鼻を  おさえ  逃げましよう。

日頃から、 火を  出さないように  することが  大切です。 

次の  7つの  ポイントに  注意をして、 火災予防に  努めましよう。

❶ たこ足配線を  しない。 （たこ足配線は  右の  図の  ようなもの）

❷ プラグを  抜くときは、 コードを  無理に  引っ張らない。

❸ 使わないときは、 プラグを  コンセントから  抜く。 

❹ トラッキング現象を  発生させないよう  定期的に  
　 プラグの  ホコリや  サビを  取り除く。

●トラッキング現象  とは

差しっぱなしの  コンセントに  ホコリと  水分が  溜まり、

スパークが  発生して  火が  出る  現象です。（写真は、 東京消防庁HP  より）

住宅防火  いのちを  守る  

初期消火

設置  しなければ  いけない  箇所

電気器具の  取り扱い方法と  普段からの  心得

への備え
住宅防火

住宅用火災警報器を 設置してください

着衣着火に ご注意ください!

火災発生時の 行動

◯寝室 : 寝る部屋に  設置!

◯階段 : 寝室が  ある階の  階段に  設置! 

◯台所 : 義務ではないが、 設置が  おすすめ!

火災で  発生する  煙や  熱などを  感知し、

ブザーや  音声で  

火災の  発生を  

知らせます。

着ている  衣服に  燃え移る  火災を  着衣着火と  いいます。

小牧市内でも  死傷者が  発生しており、 身の周りで  起こりやすい  火災です。
もし、 着ている  衣服に  火が  移って  しまったら、 地面で  転げ回って  消火します。 近くに  風呂場や  汲み置きの  

水が  ある場合は、 水を  かけて  消火します。　※消火後は、 必ず  病院で  医師の  診察を  受けましよう。

●街頭消火器を  利用しよう！

小牧市では、 災害時の  初期消火用として  マンション、 アパートを  除き、 

街頭消火器を  設置しています。

（参考 : 総務省消防庁HP）

近年の  住宅火災に  よる  死者数の  急増を  踏まえ、 

住宅や  アパート、 マンションへの  住宅用火災警報器の  設置が  義務づけられました。

壁掛け タイプ

防炎品

天井 タイプ

火災発生時には、  次の  3ステップを  心がけ、 あわてずに  冷静に  行動しましよう。

消火器の 使い方 

レバーを  強く  握る。

ホースを外し、 

火元に  向ける。 

安全栓を  引き抜く。 

7つの  ポイント

※

たいさく

ホームページしょうぼうちょうとうきょうしゃしんげんしょうひ ではっせいすぱーく

たすいぶんほこりこんせんとさ

げんしょう

のぞとさびほこりぷらぐ

ていきてきはっせいげんしょうとらっきんぐ

ぬこんせんとぷらぐつか

ぱひむりこーどぬぷらぐ

はいせんあし はいせん みぎ ずあし

こころえふだんほうほうあつかときぐでんき

ほーむぺーじしょうぼうちょうそうむしょうさんこう

けひかなら

はながすこんろ

つかいちはな

もすとーぶ

ぜったいね

たいせいきょうりょくきんじょとなり

まもひとふじゆうからだとしよ

おしょうかきじゅうたくよう

けちいかさい

しようぼうえんひん

ぼうえんひん

ふせかさいかーてんべっど き

せっちけいほうきかさいじゅうたくようおくに

しゅうかん

ぽいんと
まもぼうかじゅうたく

つとよぼうかさいちゅういぽいんとつぎ

たいせつだひ かさい ひ さいがい

ひなん あんぜん ばしょ に

ぼうか かさい はっせい ふせ

ひごろ

ぼうかじゅうたく

つうほう

しょうか

ひなん

そ な
か 　 さ 　 い

とらっきんぐ

せっちしょうかきがいとう

のぞあぱーとまんしょんようしょうかしょきさいがいじこまきし

りようしょうかきがいとう

にぎつよればー

むひもと

はずほーす

ぬひあんぜんせん

かたつかしょうかき

にはなくちたおる

しせいひくにけむり なか

にやしょうか

うつもひてんじょうなかたてもの

にはや

しょうかおつかしょうかき

けはや

つうほうばん

しきんじょだおおごえかじ

しはや

しょうかしょき

こうどうれいせいこころすてっぷつぎはっせいじかさい

こうどうはっせいじかさい

うしんさついしびょういんかならしょうかごしょうかみずばあいみず

おくふろばちかしょうかまわころじめんうつひいふくき

かさいおまわみはっせいししょうしゃしないこまき

ちゃくいちゃっかかさいうつもいふくき

ちゅういちゃっかちゃくい

たいぷかかべたいぷてんじょう

し

はっせいかさい

おんせいぶざー

かんちねつけむりはっせいかさい

せっちぎむだいどころ

せっちかいだんかいしんしつかいだん

せっちへやねしんしつ

かしょせっち

ぎむせっちけいほうきかさいじゅうたくようまんしょんあぱーとじゅうたく

ふきゅうぞうししゃすうかさいじゅうたくきんねん

せっちけいほうきかさいじゅうたくよう

③

②

①

③

②

①
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まもひとふじゆうからだとしよ

おしょうかきじゅうたくよう

けちいかさい

しようぼうえんひん

ぼうえんひん

ふせかさいかーてんべっど き

せっちけいほうきかさいじゅうたくようおくに

しゅうかん

ぽいんと
まもぼうかじゅうたく

つとよぼうかさいちゅういぽいんとつぎ

たいせつだひ かさい ひ さいがい

ひなん あんぜん ばしょ に

ぼうか かさい はっせい ふせ

ひごろ

ぼうかじゅうたく

つうほう

しょうか

ひなん

そ な
か 　 さ 　 い

とらっきんぐ

せっちしょうかきがいとう

のぞあぱーとまんしょんようしょうかしょきさいがいじこまきし

りようしょうかきがいとう

にぎつよればー

むひもと

はずほーす

ぬひあんぜんせん

かたつかしょうかき

にはなくちたおる

しせいひくにけむり なか

にやしょうか

うつもひてんじょうなかたてもの

にはや

しょうかおつかしょうかき

けはや

つうほうばん

しきんじょだおおごえかじ

しはや

しょうかしょき

こうどうれいせいこころすてっぷつぎはっせいじかさい

こうどうはっせいじかさい

うしんさついしびょういんかならしょうかごしょうかみずばあいみず

おくふろばちかしょうかまわころじめんうつひいふくき

かさいおまわみはっせいししょうしゃしないこまき

ちゃくいちゃっかかさいうつもいふくき

ちゅういちゃっかちゃくい

たいぷかかべたいぷてんじょう

し

はっせいかさい

おんせいぶざー

かんちねつけむりはっせいかさい

せっちぎむだいどころ

せっちかいだんかいしんしつかいだん

せっちへやねしんしつ

かしょせっち

ぎむせっちけいほうきかさいじゅうたくようまんしょんあぱーとじゅうたく

ふきゅうぞうししゃすうかさいじゅうたくきんねん

せっちけいほうきかさいじゅうたくよう

③

②

①

③

②

①
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小牧中部公民館　TEL.0568-75-1861小牧中部公民館　TEL.0568-75-1861問合先
といあわせさき こまきこまき ちゅうぶちゅうぶ こうみんかんこうみんかん

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

さあ大変、 休日の  病気・けが。

皆さんは  休日に  こんな経験は  ありませんか。

●子どもの  急な  発熱。

●公園で  子どもが  けがを  してしまった。

●包丁で  手を切り、 血が  止まらない。

●歯が  痛くて、 ご飯が  食べられない。

そんな時の  ために  休日急病診療所は  あります。 

場所は  保健センター  敷地内です。

問い合わせ先 休日急病診療所
TEL.0568-75-2070　　〒485-0044　小牧市  常普請  1-318

小牧市 休日急病 診療所

 

3月 1日（水）から
火～金曜日 ①15：30～ （※春休みの  火～金は、 13：30～の  部も  あります。）

土、日、祝日 ①10：30～　②13：30～　③15：30～
所要時間 ： 45分　

※土・日・祝日は、 別の番組  又は  イベント開催で、 番組を  変更する  場合が  あります。 

※団体の  ご予約は  時間・曜日が  限られます。 必ず  事前に  お問い合わせ  ください。

※解説員の  星座案内と  プラネタリウム番組を  お楽しみください。

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

プラネタリウム 新番組

親子で 楽しむ プラネタリウム

市民会館北

ラピオ

小牧市公民館

小牧市民病院

保健センター

小牧高校

小牧市役所

小牧山

4141

間々本町

▲

至名古屋

至犬山

至名古屋

至一宮

小牧駅

内科 ・ 小児科 ・ 外科 ・ 歯科

日曜・祝日・年末年始（12月 31日 から 1月 3日）

内科・小児科・外科 8：30 ～ 11：30、 13:00 ～ 16：30
歯科 8：30 ～ 11：30

内科・小児科・外科 9：00 ～ 12：00、 13：00 ～ 17：00
歯科 9：00 ～ 12：00

なお、 この診療所は 「労災保険  指定医療機関」では  ありませんので 「労災保険」で  受診される  場合は、

「労災保険  指定医療機関」で  受診して  ください。

診 療 日 しんりょうび

診療科目 しんりょうかもく

診療科目等 しんりょうかもくなど

受付時間 うけつけじかん

診療時間 しんりょうじかん

案内地図
155155

小牧市
休日急病診療所

こまきし

きゅうじつきゅうびょうしんりょうじょ

あんない ちず

「プラネタリウム ちびまる子ちゃん 星にねがいを」
人気キャラクターの  「ちびまる子ちゃん」の、 オリジナル  ストーリーです。

「ちびまる子ちゃん」の  世界観と  星空の魅力が  結びついた  子どもから  大人まで  楽しめる  番組です。

小牧中部公民館  プラネタリウム （小牧市  小牧  5-253）

お休み おやすみ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

月曜日 （祝日は  開いています。）

だれでも

各回  80人

100円 （3才以上）　※中学生以下は、 土・日・祝日の  入場無料

［団体料金 50円 （30人以上、 1週間前までに  電話予約を  してください。）］

だれでも

80人

100円 （※中学生以下  無料）

春の  星座解説と 「お星さん たいへんです」

（春の  星座解説付）

3月 11日（土） 10:30～（40分）

小牧中部公民館  プラネタリウム 

（小牧市  小牧  5-253）
弥生町 小牧商工会議所東

保健センター前

小牧市民病院北

※診療 … 診察や  治療を  行うこと。

※解説 … 分かりやすく

 説明すること。

※

らぴお

こまきしこうみんかん

こまきえき

こまきやま

こまきこうこう

こまきしやくしょ

こまきしみんびょういん

ほけんせんたー

いたるいちのみや

いたる　なごや

いたる　いぬやま

いたる　なごや

ままほんまち しみんかいかんきた

やよいちょう こまきしょうこうかいぎしょひがし

ほけんせんたーまえ

こまきしみんんびょういんきた

じょうぶしこまきし

しんりょうじょきゅうびょうきゅうじつ
さきあと

じゅしんきかんいりょうしていほけんろうさい

ばあいじゅしんほけんろうさいきかんいりょうしていほけんろうさいしんりょうじょ

しか

げかしょうにかないか

しか

げかしょうにかないか

にちがつにちがつねんしねんまつしゅくじつにちよう

しかげかしょうにかないか

しきちないせんたーほけんばしょ

しんりょうじょきゅうびょうきゅうじつとき

たはんいたは

とちきてほうちょう

ここうえん

はつねつきゅうこ

けいけん

しんりょう しんさつ ちりょう おこな

かいせつ わ

せつめい

きゅうじつみな

びょうききゅうじつたいへん

し ん り ょ う じ ょき ゅ う び ょ うき ゅ う じ つこ ま き し

あとじぜんかならかぎようびじかんよやくだんたい

よやくでんわ

むりょういかちゅうがくせいえん

にん

こまきこまきし

ぷらねたりうむこうみんかんちゅうぶこまき

ふん
どにちがつ

ばっじかんせいざせいかいくいずくいずてんもんさいごばんぐみ

たのばんぐみぷらねたりうむあんないせいざかいせついん

ほしかいせつせいざはる

ぷ ら ね た り う むた のお や こ

まえしゅうかんいじょうにんえんりょうきんだんたい

むりょうにゅうじょうしゅくじつにちどいかちゅうがくせいいじょうさいえん

にんかくかい

あしゅくじつげつようび

こまきこまきしぷらねたりうむこうみんかんちゅうぶこまき

ばあいへんこうばんぐみかいさいいべんとまたばんぐみべつしゅくじつにちど

ふんじかんしょよう

しゅくじつにちど

ぶきんかやすはるきんようびか

すいにちがつ

ばんぐみたのおとなこむすみりょくほしぞらせかいかんこ

すとーりーおりじなるこきゃらくたーにんき

つきかいせつせいざはる
ほしこぷらねたりうむ

し ん ば ん ぐ みぷ ら ね た り う む

※
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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

保健センター 成人保健係　TEL.0568-75-6471問合先
といあわせさき ほけん せんたー せいじん ほけんかかり

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

次の 税金の 支払い期限は 3月 31日（金）です

○国民健康保険税（第10期）

○介護保険料（第9期）

○後期高齢者医療保険料（第8期）

○国民健康保険税（第10期）

○介護保険料（第9期）

○後期高齢者医療保険料（第8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。

支払いは  早めに！ 

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 小牧市役所本庁舎２階で、 税金の  払い方の  相談や、 支払いが  できます｡

とき  3月 12日（日）、 3月 26日（日）　8:30～17:15

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。

小牧市まなび創造館（ラピオ5F）　センターモール

書30点を  展示します。

※臨書 … 手本と  そっくりに  書くこと。

小牧市書道連盟　臨書展※

「成人の  約８割が  歯周病」と  いわれています。 特に  糖尿病の  方や  

妊娠中の方は  歯周病に  かかる割合が  かなり  上がります。 

むし歯が  あるかどうか  気になる方、 ご自身に  合った  歯科医院を  お探しの方、

この機会に 「成人歯科健診」を  受けてみませんか。

30人

40歳（1975年 ４月 ２日～ 1976年 ４月 １日）

50歳（1965年 ４月 ２日～ 1966年 ４月 １日）

60歳（1955年 ４月 ２日～ 1956年 ４月 １日）

70歳（1945年 ４月 ２日～ 1946年 ４月 １日）

3月 6日（月）～ 3月 12日（日）

写真40点を  展示します。写楽の会　写真展 3月 1日（水）～ 3月 10日（金）

ラピオ センターモールの ご案内

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

収税課　TEL.0568-76-1117収税課　TEL.0568-76-1117問合先
といあわせさき しゅうぜいかしゅうぜいか

ポルトガル語 スペイン語・英語

そのほか、 保険年金課と  保育課に  9:00～ 17:00  まで、 福祉総務課に  9:30～ 16:30  まで、 

ポルトガル語を  話すことが  できる  職員が  います。

月～金 月・火・木

外国人のための 相談窓口の お知らせ

成人歯科健診の お知らせ

無料歯科健診「いきいき世代 個別歯科健診」の ご案内

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ

内　容 ないよう

場　所 ばしょ

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

歯科健診、 歯肉、 顎関節の  健診、 歯みがき指導  等

保健センター

20歳以上の  方  もしくは  妊娠中の  方 （住民登録の  ある方）

① 2月 23日（木） 9:15 ～ 11：15 まで
② 3月 16日（木） 9:15 ～ 11：15 まで
（受付時間が  異なります。 詳しくは  お問い合わせ  下さい。）

①2月 22日（水）、 ②3月 15日（水）までに、 お電話等で  保健センターへ

無料

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

市内  実施  歯科医療機関
＊右記対象者に  案内ハガキを  

　お送りしていますので、 

　受診方法や  実施医療機関に  

　ついては、 そちらをご覧下さい。

３月 ３１日（金） まで
（受診期限が  せまっています。 ご希望の方は  お早めに  どうぞ。）

お電話等で  事前に  実施歯科医療機関へ  直接  お申し込み  下さい。

問合せ といあわせ お電話等で  保健センターへ  お問い合わせ  下さい。

無料

歯は  あって当たり前…  そんなふうに  思っていませんか？

元気で  生き生きした  毎日を  過ごす為には、 歯や  歯肉の  健康が  欠かせません！

最近、 歯医者さんへ  行ってない方、 かかりつけの  歯医者さんを  お探し中の方、

無料の  この機会に  ぜひ、 歯科健診を  受けてみませんか？

はやしはら

てんじてんしょ

りんしょ てほん か

りんしょてんれんめいしょどうこまきし

てんじてんしゃしんしゃしんてんかいしゃらく すいにちがつ きんにちがつ

げつにちがつ にちにちがつ

あ ん な い

つ ぎ ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ に ち き ん

しはら

かくにんかねのここうざまえ ひきげんしはらひとしはらふりかえこうざぜいきん

べんりふりかえこうざわす

こくみんこくみん けんこうけんこう ほけんほけん ぜいぜい

かいごかいご ほけんほけん りょうりょう

ほけんほけんいりょういりょうこうれいしゃこうれいしゃこうきこうき りょうりょう

ききだいだい

ききだいだい

ききだいだい

平日の  昼は  

忙しくて、 

税金の  支払いが  

できない  人は…

へいじつ ひる

ぜいきん

いそが

しはら

ひと

がつ にちにち がつ にち にち

ほんちょうしゃこまきしやくしょ 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

せ い じ んせ ん た ー も ー るら ぴ お

こまきし そうぞうかん せんたーもーるらぴお

ま ど ぐ ちそ う だ んが い こ く じ ん し

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 はな しょくいん

ほいく か

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

せんたーほけんなどでんわすいにちがつすいにちがつ

むりょうにん

かたとうろくじゅうみんかたにんしんちゅうかたいじょうさい

せんたーほけん

くだあとくわことじかんうけつけ

もくにちがつ

もくにちがつ

などしどうはけんしんかんせつがくしにくけんしんしか

うけんしんしかせいじんきかい

かたさがいいんしかあじしんかたきば

あわりあいししゅうびょうかたにんしんちゅう

かたとうにょうびょうとくししゅうびょうわりやくせいじん

しけ ん し んし か

にちがつねん にちがつねんさい

にちがつねん にちがつねんさい

にちがつねん にちがつねんさい

にちがつねん にちがつねんさい

くだあとせんたーほけんなどでんわ

くだこもうちょくせつきかんいりょうしかじっしじぜんなどでんわ

むりょう

くだらん

きかんいりょうじっしほうほうじゅしん

おく

はがきあんないたいしょうしゃうき

きかんいりょうしかしない じっし

はやかたきぼうきげんじゅしん

にち きんがつ

うけんしんしかきかいむりょう

かたちゅうさがはいしゃかたいはいしゃさいきん

かけんこうしにくはためすまいにちいいげんき

おもまえあは

あ ん な い
け ん し んし かこ べ つせ だ い

け ん し んし かむ り ょ う



2年前の  11月に  県営名古屋空港から  初めて  飛んだ  MRJと  小牧山の桜。2年前の  11月に  県営名古屋空港から  初めて  飛んだ  MRJと  小牧山の桜。

学年が  変わったり、 職場が  変わったり、 卒業や  引越しなど  3月は  新しい変化が  多い季節です。

無事飛んだ  MRJのように、 みなさんも  新しい  変化の  風に  上手に  乗ることが  できますように。

学年が  変わったり、 職場が  変わったり、 卒業や  引越しなど  3月は  新しい変化が  多い季節です。

無事飛んだ  MRJのように、 みなさんも  新しい  変化の  風に  上手に  乗ることが  できますように。

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

  3月14日（火）
  3月21日（火）
  3月28日（火）
  4月  4日（火）

  3月  3日（金）
  3月10日（金）
  3月17日（金）

  3月  1日（水）
  3月  8日（水）
  3月15日（水）

  3月27日（月）
  3月22日（水）

  3月13日（月）

  3月  2日（木）
  3月  9日（木）

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

※対象の  方には  事前に  お手紙を  送りますので、 詳しい受付時間は  お手紙で  確認して下さい。

※健診は  必ず  受けましょう。 都合が  悪い場合は、 保健センターへ  相談して下さい。

４か月児健診・

母親歯科健診

1歳6か月児健診

2歳3か月児歯科健診

3歳児健診

BCG接種

13：05～13：55

13：05～14：15

９:0０～10:10

13:05～14:15

2015年  9月  1日～  8日生まれ

2015年  9月  9日～18日生まれ

2015年  9月19日～30日生まれ

2014年12月  1日～15日生まれ

2014年12月16日～31日生まれ

保健センター 13:45～14:30

2014年  3月  1日～10日生まれ

2014年  3月11日～19日生まれ

2014年  3月20日～31日生まれ

2016年11月  1日～  8日生まれ
2016年11月  9日～15日生まれ
2016年11月16日～24日生まれ
2016年11月25日～30日生まれ

※親子(母子）健康手帳を  忘れずに  持って  来て  ください。

内　容 場　所 受付時間 対象・内容・申し込みなど

母子健診などのカレンダー母子健診などのカレンダー
日にち

健診のお知らせ
けんしん し

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

（標準的  接種期間は  生まれてから  5か月～8か月未満）

生後5か月～1歳未満

P7

P8

●火災への  備え

●小牧市  休日急病診療所

●成人歯科検診の  お知らせ

●歯の健診 「いきいき世代  個別歯科検診」は

　受けましたか？

●乳幼児健診、 その他の  教室の  お知らせ

P2

P3

P4.5

P6

●センターモールの  ご案内

●次の税金の  支払い期限は  

　3月 31日（金）です

●外国人のための  相談窓口の  お知らせ

●プラネタリウム  新番組

●親子で楽しむ  プラネタリウム

赤ちゃん訪問

3月  8日（水）

  3月  5日（日）

3月24日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

離乳食教室
（初期ごっくん教室）

離乳食教室
（後期かみかみ教室）

にこにこむし歯予防相談

10:00～11:00

10:00～11:00

保健センター 10:00～12:00

４か月児以降の保護者（27名）赤ちゃんも参加もできます

●料金／無料　●申し込み／保健センター 予約必要

予約必要

予約必要

予約必要

申し込み不要

９か月児以降の親子（21組）

●料金／無料　●申し込み／保健センター

●内容／歯みがき、 歯ならびについての  不安や  心配ごとの  相談  

●持ち物／親子（母子）健康手帳、 歯ブラシ　●料金／無料

乳幼児（特に  1歳前後の  お子さんに  おすすめです）

10:00～12:00

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

3月21日（火）

3月14日（火）

3月  7日（火）

3月10日（金）

●料金／無料　●申し込み／保健センター母乳相談

パパママ教室

3月27日（月）

●内容／赤ちゃんとのくらしについて、お父さんの役割について、妊娠中の食事について、パパ・ママのお口の健康について、

　赤ちゃん人形だっこ体験、妊婦体験　●持ち物／親子（母子）健康手帳　●申し込み／保健センター

10:00～11:15

●内容／育児についての  不安や  心配ごとの  相談、 身体計測、 血圧測定、 尿検査（希望者のみ）

大城児童館

大城児童館

3月10日（金）

3月28日（火）

育児相談、
妊婦・産婦健康相談

市内在住の 妊婦と その夫（妊婦のみの参加もできます）30組

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

届出先：保健センター または 保険年金課低体重児届

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。
（事前に電話で都合をききます）

ねんまえ

がくねん

う

けんしんしかこべつせだいけんしん

にゅうようじ けんしん た きょうしつ

は

しけんしんしかせいじん

きゅうびょうしんりょうじょきゅうじつこまきし

そな

ぷらねたりうむたのおやこ

しんばんぐみぷらねたりうむ

しまどぐちそうだんがいこくじん

きんにちがつ

きげんしはらぜいきんつぎ

あんない

のじょうずかぜへんかあたらえむあーるじぇいとぶじ

きせつおおへんかあたらがつひっこそつぎょうかしょくばか

さくらこまきやまえむあーるじぇいはじ とくうこうなごやけんえいがつ

ぼ 　 し け ん し ん か れ ん だ ー

ひ ばしょ じかんうけつけ たいしょう ないよう もう こ

おやこ

ないよう

ぼし も

せいご げつ さい

ひょうじゅんてき せっしゅ きかん う げつげつ みまん

みまん

きけんこうてちょう わす

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

すい

げつ

にち  う

たいしょう かた てがみじぜん おく くわ うけつけじかん かくにん くだてがみ

そうだん くだほけんわる ばあいつごううかならけんしん

こまきしやくしょ

 ほりのうち でんわ

まどぐちかくたんとうくわ

かくにんへんしゅう

はっこう

ちいき そうしゅつがかりし て ぃ ぷ ろ も ー し ょ ん かえいぎょうぶかっせいか

あいちけん こまきし さんちょうめ いちばんち

あか ほうもん

ほけんれんらくいん ほけんれんらくいん も ほうもん

でんわ つごうじぜん

せいご げつごろ あか じたく いわしゅっさん ひん

よぼう　そうだん

りにゅうしょく きょうしつ

しょき きょうしつ

りょうきん ほけん

いこうげつじ ほごしゃ めい さんかあか

りょうきん むりょう

むりょう

もう こ

もう こ

もう こ

もう こ

ほけん

げつじ　いこう

しない にんぷざいじゅう にんぷ さんか くみおっと

おやこ くみ

りょうきん むりょう ほけん

りにゅうしょく きょうしつ

こうき きょうしつ

ぼにゅう そうだん

ぱ ぱ 　  ま ま   きょうしつ

りょうきん むりょう

よやくひつよう

よやくひつよう

よやくひつよう

よやくひつよう

もう こ ふよう

ほけん せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

あか にんぎょう たいけん にんぷ たいけん けんこうてちょうおやこも もの ぼし ほけん せんたー

せんたー

せんたー

せんたー

とくにゅうようじ こさい

はけんこうてちょうおやこ ぼしものも

そうだんしんぱいふあんは はないよう

にち

ば

ぜんご

ないよう にんしんちゅう しょくじ くちぱぱ まま けんこうあか とう やくわり

いくじ そうだん

にんぷ さんぷ そうだんけんこう

じどうかんおおしろ

じどうかんおおしろ

ないよう いくじ ふあん しんぱい そうだん にょうけんさ きぼうしゃしんたいけいそく けつあつそくてい

ていたいじゅうじとどけ
とどけでさき ほけん　せんたー

みまんたいじゅうしゅっせい あか う とどけでしょ だていたいじゅうじ

ほけん ねんきんか

かさいせんたーもーる
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外国人の人口：8,017人 / 小牧の人口：153,459人（2017年 2月 1日現在）


