
●2015年4月から  ごみの  
　分別が  変わります

●外国人  相談窓口の  お知らせ

●税金の  支払い  期限の  お知らせ

P4

●家庭での  地震対策
　～非常持出品～

●やよい会

●プラネタリウム新番組

●親子で  楽しむ  プラネタリウム

●成人検診の  お知らせ

●乳幼児健診、
　その他の  教室の  お知らせ

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

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

3月17日（火）
   3月24日（火）
  3月31日（火）
  4月  7日（火）

3月  6日（金）
3月13日（金）
3月20日（金）

3月  4日（水）
3月11日（水）
3月25日（水）

3月  9日（月）
3月18日（水）
3月27日（金）

3月  5日（木）
3月19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  確認してください。

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

４か月児健診・

母親歯科健診

1歳6か月児健診

2歳3か月児歯科健診

3歳児健診

BCG接種

13：05～13：55

13：05～14：15

9:00～10:10

13:05～14:15

2013年  9月  1日～10日生まれ
2013年  9月11日～20日生まれ
2013年  9月21日～30日生まれ

2012年  12月  1日～15日生まれ
2012年  12月16日～31日生まれ

保健センター 13:45～14:30 生まれてから  5～8カ月  未満 （標準的 接種期間）

2012年  3月  1日～11日生まれ
2012年  3月12日～20日生まれ
2012年  3月21日～31日生まれ

2014年  11月  1日～10日生まれ
2014年  11月11日～17日生まれ
2014年  11月18日～23日生まれ
2014年  11月24日～30日生まれ

3月12日（木）

3月  1日（日）

3月27日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

大城児童館

※親子(母子）健康手帳を  忘れずに  持って  来て  ください。

内　容

離乳食教室
（初期ごっくん教室）

離乳食教室
（後期かみかみ教室）

にこにこむし歯予防相談

10:00～11:00頃

10:00～11:00頃

保健センター 10:00～12:00

４か月児以降の親子（27組）

●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

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

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、

　赤ちゃん人形だっこ体験、妊婦擬似体験　●持ち物／親子（母子）健康手帳　●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）

場　所 時　間 対象・内容・申し込みなど

母子健診等カレンダー母子健診等カレンダー

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

10:00～11:15

3月17日（火）
3月10日（火）
3月  3日（火）

3月13日（金）

大城児童館3月13日（金）

●料金／無料　●申し込み／保健センター

●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（希望者だけ）

●料金／無料

保健連絡員と  保健連絡員OBが  生まれてから  ２～３か月頃の  赤ちゃんの  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

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

母乳相談

育児相談・

妊婦・産婦健康相談

パパママ教室

日にち

3月24日（火）

10:00～12:00
3月30日（月）
3月31日（火）
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外国人の人口：7,234人 / 小牧の人口：153,683人（2015年  2月 1日現在）
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小牧市環境キャラクター
「エコリン」

こまきしかんきょう きゃらくたー

えこりん

 

 

燃やすご
み用

（白袋
）

小牧市
指定収

集袋

燃やさない
ごみ用

破砕ごみ用

子宮がん
（頸部がん検診）

3月  5日（木）

（今年度最後の検診です）
14:00～15:30 保健センター

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

3月  3日（火）
9:00～11:00

種類 期日 時間 場所

検診のお知らせ

保健センター

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

※胃がん検診実施日時に

　  採便容器を回収します。

保健センター

２月19日は

東部市民センター

乳がん検診
（マンモグラフィ）

3月  2日（月）

今年度最後の検診です
9:00～15:30 保健センター

子宮がん施設検診
（内診、視診、細胞診） 実施期間

2014年  6月 2日(月）から

2015年 ３月31日（火）

市内産婦人科

対象・内容・申し込みなど

●対象／30歳以上の小牧市に住民登録のある人

●定員／40人  

●料金／1,000円  70歳以上は500円

●申し込み／保健センター

●対象／30歳以上の小牧市に住民登録のある人

●料金／500円

●申し込み／保健センター

●対象／40歳以上の小牧市に住民登録のある人

　①40歳以上の偶数年生まれの人

　②奇数年生まれの人で平成２５年度未受診の人

　③昭和49年生まれで40歳になった人

●定員／115人  

●料金／1,000円  70歳以上は500円

●申し込み／保健センター

●対象／20歳以上の小牧市に住民登録のある人

　①20歳以上の偶数年生まれの人

　②奇数年生まれの人で平成２5年度未受診の人

●料金／頸部がん検診1,000円、

　頸部・体部がん検診2,000円  

　70歳以上は500円

 （体部がん検診は医師が必要と認めた人だけ）

●申し込み／保健センター

 （※無料クーポン券が届いた人は直接医療機関へ）

●対象／20歳以上の小牧市に住民登録のある人

●定員／100人  

●料金／1,000円

●申し込み／保健センター

乳がん検診・

子宮がん検診

について

※2007年度  以降は、 ２年に  １回の  受診を  生まれ年（和暦）の  偶数、 奇数で  受診推奨を  しています。  

　ご理解と  ご協力を  お願いします。  

※無料クーポン券は  ６月  上旬頃に  対象の  生年月日の  人に  郵送しました。

成人検診のお知らせ

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

今年度最後の検診です

2015年4月から 

ごみの 分別が 変わります!!

燃やす  ごみ用  市指定袋を  変更  します!

2015年4月に  動く  予定の  小牧  岩倉  衛生組合  環境センターの  新しい  ごみ焼却※施設では、 

「燃やさないごみ」・「粗大ごみ」は  破砕※を  かけて  役に立つ  金属を  取り出した  後に  焼却・溶融処理※  します。

そのため、 破砕処理をする  ごみ  ということで 「破砕ごみ」という  名称に  変更します。

燃やさない  ごみ用  指定袋の  名前を  破砕  ごみ用  指定袋に  

変えるのに  合わせて、 燃やす  ごみ用  指定袋の  材質を  変えます!! 

【今までの白袋の材質】

【新しい白袋の材質】

高密度ポリエチレン

（炭カル20％含有）

高密度ポリエチレン

低密度ポリエチレン

との混合（8：2）

指定袋が  丈夫に  なります!!

名前が  変わる  だけです!! 

対象物は  変わりません!

新しい  燃やす  ごみ用  指定袋の  メリット

燃やす  ごみの  
対象は  変えないため、 

大きい  白袋は  新設  しません。
また、 袋の  形状も  
今まで  通り  です。

ごみを  約1,800°C以上の  高温で  焼き  液体状に  

させること  です。 それを  すぐに  冷やすことにより  

スラグという  再び  資源に  することができる  物質を  

生み出す  ことが  出来ます。

材 質色

材 質色

無色

（白）
今までの  指定袋には  炭酸カルシウムが  含まれて  いたため、

袋が  破れやすく、 使いにくいもの  でしたが、 焼却炉が  新しくなり、 

炭酸カルシウムを  含ませる  必要が  なくなりました。

また、 高密度ポリエチレンと  低密度ポリエチレンの  混合を  

採用する  ことにより、 更に  使いやすい  袋に  なります。

2015年 4月 1日より  後でも  古い  ごみ袋は  使用  できます。 

無理に  使いきったり  処分  したりする  必要は  ありません。

ごみ袋を  大量に  買い置き  しているけど、 
ごみ袋の  規格が  変わる  前に  使いきらないと  だめですか。

2015年 4月  下旬より  後に  なる  予定です。

2015年 4月 1日より  後でも  古い  ごみ袋が  売られている

店も  あります。

新しい  ごみ袋は  いつから  買うことが  できますか。

～指定袋に ついて～

燃やさない  ごみ用  指定袋の  名称も  

破砕  ごみ用  指定袋に  変わります 

（白）

無色
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「燃やさないごみ」の  名称を 「破砕ごみ」に  変更  します!変更点
1

変更点
2

※溶融処理とは???

新しい  燃やす  ごみ用  

指定袋の  材質は  こちら

Q&Aコーナー

※焼却…焼き  捨てる  こと　　※破砕…やぶり  くだく  こと

※無料クーポン券が

　届いた人は

　申し込みできます

※無料クーポン券が

　届いた人は

　申し込みできます
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していぶくろようはさいなまえしていぶくろようも

へんこうしていぶくろよう しも

どおいま

けいじょうふくろ

しんせつしろぶくろおお

かたいしょう

も

こんごう

ていみつど

ざいしつしろぶくろあたら

がんゆうかるたん

ぽりえちれんこうみつど

ぽりえちれん

ぽりえちれん

こうみつど

しろ

むしょく

ざいしついろ

しろ

むしょく

ざいしついろ

ざいしつしろぶくろいま

がつねん

かぶ ん べ つ

が つね ん

へんこうはさいめいしょうも
へんこうてん

へんこうてん
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「危険ごみ」 として  スプレー缶や  ライターを  出す  場合も、 

今までどおり、 必ず、 ガスを  抜いてから  出して  ください。

「危険ごみ」 として  分別収集する  ということは、 
スプレー缶や  ライターは  ガスを  抜かずに  出しても  いいの？

刃物類を 出す  場合は、 古紙などに  包んで、 分かる  ように  表示して  ください。

刃物類は  そのまま  袋に  入れて  いいの？

指定袋では  出しては  いけません。 中身の  見える  色が  無い  透明な  袋で  出して  ください。

「危険ごみ」は  指定袋で  出しても  いい？

対象と  なる  もの

刃物類

ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

小牧中部公民館　TEL0568-75-1861問合先

日　時 にちじ

所要時間しょようじかん

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

休館日 きゅうかんび

定　員 ていいん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

プラネタリウム新番組

親子で楽しむプラネタリウム

「危険ごみ」の  分別収集を  始めます!!

カセット式ガスボンベ 固形燃料

使い捨てライター スプレー缶 キャンプ用携帯ボンベ

充電式電池

※乾電池は  今まで  

　どおり、 赤袋で  

　出して  ください。

①中身を  使いきり、 

　必ず  穴を  開ける。

③資源回収場所に  

　出す。

出し方

「金属類」と  同じ  日に  集めます！！

「金属類」の  収集日に  出して  

ください。

外から  中身が  見えるくらいの  

色が  無い  透明の  袋を  使って  

ください。 透明で  あれば、 

どのような  袋でも  いいです。

こういった  袋に  

入れて  出して  ください。

どういう  袋に  入れれば  いいの！？

②中身の  見える  色が

　無い  透明な  袋に  

　入れる

ここ近年、 ごみ処理施設や  ごみ収集車での  火災事故が  多く  発生  しています。 こういった  事故が  発生すると、

多くの  人に  迷惑が  掛かります。 ごみの  排出による  事故を  減らすため、 2015年 ４月 1日から…

ごみ処理施設での火災事故の写真 ごみ収集車での火災事故の写真

「名探偵 コナン  星影の  魔術師」 (春の  星座解説付)

テレビや  映画で  おなじみの  名探偵コナンが、 遂に  プラネタリウムに  登場！

満天の  星空の  下で  繰り広げられる  

怪盗キッドと  コナンの  対決に  ご期待  ください!!

2015年 3月 1日 (日)  投映開始

火～金曜日   ①15：30～

※春休みの  火～金は、 13：30～も  投映します。

土、日、祝日   ①10：30～
 ②１3：30～
 ③15：30～

約45分

※午前の  部が  別番組に  なる日が  あります。

月曜日 (祝日の  場合は  開館)

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  電話で  予約して  ください。）］

※団体の  予約は  時間・曜日が  制限されます。 必ず  前もって  聞いて  ください。

各回80人誰でも  観る  ことが  できます。

小牧中部公民館  プラネタリウム

（小牧市  小牧五丁目  253番地）

小牧中部公民館  プラネタリウム  （小牧市小牧五丁目253番地）

100円 （※中学生  以下  無料）

80人誰でも  観る  ことが  できます。

3月 8日（日） 10:30～ （約40分）

春の  星座解説と 「お星さん  たいへん  です。」

※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。

変更点
3

～「危険ごみ」について～

Q
A

Q
A

Q

A

Q&Aコーナー

廃棄物対策課　TEL.0568-７６-1187問合先
といあわせさき はいきぶつたいさくか

ぷらねたりうむ

ぷらねたりうむおやこ たの

しんばんぐみ

こまき ちゅうぶこうみんかん
といあわせさき

むりょういかちゅうがくせいえん

にんみだれ

ばんちごちょうめ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

ふんやくにちにちがつ

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

きまえかならせいげんようびじかんよやくだんたい

よやくでんわ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

てれびよみうりしょうがくかんごうしょうあおやま

かくかいみだれ

ばんちごちょうめこまきこまきし

ぷらねたりうむこうみんかんちゅうぶこまき

かいかんばあいしゅくじつげつようび

ひべつばんぐみぶごぜん

ふんやく

しゅくじつにちど

とうえいきんかはるやす

ようびきんか

かいしとうえいにちにちがつねん

きたいたいけつこなんきっどかいとう

ひろくしたほしぞらまんてん

とうじょうぷらねたりうむついこなんめいたんていえいがてれび

つきかいせつせいざはるまじしゃんほしかげこなんめいたんてい

だしゅうしゅうびきんぞくるい

あつひおなきんぞくるい

だぬがすかならいま

ばあいだらいたーかんすぷれーきけん

だぬがすらいたーかんすぷれー

しゅうしゅうぶんべつきけん

ひょうじわつつこしばあいだはものるい

ふくろ いはものるい

だふくろとうめいいろ なみなかみだしていぶくろ

だしていぶくろきけん

きけんこーなー

い だ

ふくろ

ふくろ

とうめい

つかふくろとうめいいろ な

みなかみそと

いふくろ

だ

い

ふくろとうめいなああなかなら

ばしょかいしゅうしげんいろみなかみつかなかみ

かただ

だ

あかぶくろ

いまかんでんち

ぼんべけいたいきゃんぷようかんすぷれーらいたーすつか

でんちじゅうでんしきねんりょうこけいぼんべがすしきかせっとはものるい

たいしょう

はじしゅうしゅうぶんべつきけん

にちがつねんへじこはいしゅつかめいわくひとおお

はっせいじこはっせいおおじこかさいしゅうしゅうしゃしせつしょりきんねん

しゃしんじこかさいしゅうしゅうしゃしゃしんじこかさいしせつしょり

へんこうてん
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●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）

●平日の  昼間は  忙しくて、 税金の  支払いが  できない  人は…

次の 税金の 支払い期限は 3月31日(火) です

❸バーコード付きの　納付書は　コンビニエンスストアでも　税金を　払うことが　できます。

※ただし、 納付書の  指定期限内だけです。

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  3月 8日（日）、 3月 22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  お休みです。

問合先 収税課 TEL0568-76-1117／0568-76-1118

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！

市民安全課　TEL.0568-76-1120問合先

外国人 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）

地震などの  災害が  起きた時の  ために、 日ごろから  非常持出品を  準備しておくことが  大切です。

非常持出品は、 災害が  起きた時  すぐに  持ち出すもの（一次持出品）と、

災害後  救援物資が  届くまでの  数日間（一週間くらい）を  生活するための  もの（二次持出品）が  あります。

家族の  人数に  合わせて  準備を  しましょう。

問合先 小牧中部公民館 TEL0568-75-1861

問合先 危機管理課 TEL0568-76-1171

家庭での 地震対策　～非常持出品～

月～金ポルトガル語 月・火・木スペイン語・英語

そのほか、 保険年金課と  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）、  

市民課に  中国語 （9:00～16:30）を  話すことが  できる  職員が  います。
両手が  自由に  使える  リュックサックなどに  入れて、

すぐに  持ち出せるように  しましょう。

貴重品（現金、 通帳類、 保険証など）、 携帯ラジオ、

懐中電灯、 応急医薬品、 非常食料、 水、 衣類、 タオルなど

災害復旧までの  数日間を  生活するための  ものです。

食べ物、 飲み物（一人  １日  ３Lを  目安）、 

燃料（簡易コンロ、 固形燃料など）、

その他の  生活用品（洗面具、 ラップ、 新聞紙など）

一次持出品一次持出品

二次持出品二次持出品

大人も  子どもも  楽しめる、 プラネタリウムでの  星空解説と  コンサートです。

児童センターと  共同で  行う  イベントです。

定　員 ていいん

対　象 たいしょう

日　時 にちじ

演　奏 えんそう

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

チェリーブロッサム　二胡：大島 なおみ　短箏：丹下 よしみ　ピアノ：中川 みどり

3月 15日（日）　13：30 ～ 14:30

（入場受付開始/13:00、 ドーム入場開始/13:15  状況によって  時間は  前後することが  あります。）

小牧中部公民館 プラネタリウム （小牧市 小牧 五丁目 ２５３番地）

年長以上 （※年長より 小さい 子どもの 入場は できません。）

80人 （先着順）  ※定員に なったら 締め切ります。 入場無料

申し込み もうしこみ ３月２日（月）から  申し込み受付を  開始します。

電話  又は  小牧中部公民館  １階窓口で  申し込んでください。

か て い

いちじもちだしひん

にじもちだしひん

じ し ん た い さ く ひ じ ょ う も ち だ し ひ ん

じしん さいがい お とき ひ

ひじょう もちだしひん さいがい お とき も

さいがいご きゅうえん ぶっし とど

かぞく にんずう あ じゅんび

りょうて じゆう つか りゅっく

も だ

きちょうひん げんきん つうちょう ほけんしょう けいたい らじおるい

かいちゅうでんとう おうきゅう いやくひん ひじょうしょくりょう

さいがい ふっきゅう すうじつかん

のた ものもの ひとり にち めやす

ねんりょう かんい こんろ こけい ねんりょう

た せいかつ ようひん せんめんぐ らっぷ しんぶんし

せいかつ

みず いるい たおる

さっく い

すうじつかん いっしゅうかん せいかつ にじ もちだしひん

だ いちじ もちだしひん

ひじょう もちだしひん じゅんび たいせつ

か い
さんじゅう そ う おく うつ く はる しら

おとな こ たの

じどう せんたー きょうどう おこな いべんと

ぷらねたりうむ

ちぇりー ぶろっさむ にこ おおしま

がつ にち にち

たんげたんそう

にゅうじょう うけつけ かいし

こまき ちゅうぶ

ねんちょう いじょう ねんちょう

にん じゅんせんちゃく し き にゅうじょう むりょうていいん

がつ げつにち

でんわ こまき ちゅうぶ こうみんかん かいまどぐち もう こまた

こ うけつけ かいしもう

ちい こ にゅうじょう

こうみんかん こまきし こまき ごちょうめ ばんちぷらねたりうむ

どーむ にゅうじょうかいし じょうきょう じかん ぜんご

なかがわぴあの

ほしぞら かいせつ こんさーと

といあわせさき こまき   ちゅうぶ こうみんかん

といあわせさき ききかんりか

しゅうぜいか

きだいほけんりょういりょうこうれいしゃこうき

きだいほけんりょうかいごきだいぜいほけんけんこうこくみん

き げ んし は らぜ い き んつ ぎ が つ に ち か

といあわせさき

へいじつ いそがひるま しぜいきん はら

し はら し はら ひと

し はら きげん まえ ひ こうざ のこ かね かくにん

し はら はや

わす こうざ ふりかえ べんり ぜいきん こうざ ふりかえ

ひと

ほん かい はらぜいきんちょうしゃ かた そうだん しはら

がつ にちにち がつ にち にち

ぜいきん はら つごう りようよこまき しゅっちょうじょえき

やすねんまつ　ねんし

ばーこーど つ す と あのうふしょ こ ん び に え ん す ぜいきん はら

のうふしょ してい きげん ない

ぽるとがる ご げつ きん

こまき

やす

まどぐちそ うだ んが いこくじん し

しやくしょ ほん ちょうしゃ かい しみん あんぜん か なか

すぺいん ご えいご げつ

ほけん ねんきん か ほいく か ふくし そうむ か ぽるとがる

しみん か ちゅうごくご

ご

はな しょくいん

といあわせさき しみん    あんぜんか

ぽるとがる ご

か もく
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小牧中部公民館 プラネタリウム （小牧市 小牧 五丁目 ２５３番地）

年長以上 （※年長より 小さい 子どもの 入場は できません。）

80人 （先着順）  ※定員に なったら 締め切ります。 入場無料

申し込み もうしこみ ３月２日（月）から  申し込み受付を  開始します。

電話  又は  小牧中部公民館  １階窓口で  申し込んでください。

か て い

いちじもちだしひん

にじもちだしひん

じ し ん た い さ く ひ じ ょ う も ち だ し ひ ん

じしん さいがい お とき ひ

ひじょう もちだしひん さいがい お とき も

さいがいご きゅうえん ぶっし とど

かぞく にんずう あ じゅんび

りょうて じゆう つか りゅっく

も だ

きちょうひん げんきん つうちょう ほけんしょう けいたい らじおるい

かいちゅうでんとう おうきゅう いやくひん ひじょうしょくりょう

さいがい ふっきゅう すうじつかん

のた ものもの ひとり にち めやす

ねんりょう かんい こんろ こけい ねんりょう

た せいかつ ようひん せんめんぐ らっぷ しんぶんし

せいかつ

みず いるい たおる

さっく い

すうじつかん いっしゅうかん せいかつ にじ もちだしひん

だ いちじ もちだしひん

ひじょう もちだしひん じゅんび たいせつ

か い
さんじゅう そ う おく うつ く はる しら

おとな こ たの

じどう せんたー きょうどう おこな いべんと

ぷらねたりうむ

ちぇりー ぶろっさむ にこ おおしま

がつ にち にち

たんげたんそう

にゅうじょう うけつけ かいし

こまき ちゅうぶ

ねんちょう いじょう ねんちょう

にん じゅんせんちゃく し き にゅうじょう むりょうていいん

がつ げつにち

でんわ こまき ちゅうぶ こうみんかん かいまどぐち もう こまた

こ うけつけ かいしもう

ちい こ にゅうじょう

こうみんかん こまきし こまき ごちょうめ ばんちぷらねたりうむ

どーむ にゅうじょうかいし じょうきょう じかん ぜんご

なかがわぴあの

ほしぞら かいせつ こんさーと

といあわせさき こまき   ちゅうぶ こうみんかん

といあわせさき ききかんりか

しゅうぜいか

きだいほけんりょういりょうこうれいしゃこうき

きだいほけんりょうかいごきだいぜいほけんけんこうこくみん

き げ んし は らぜ い き んつ ぎ が つ に ち か

といあわせさき

へいじつ いそがひるま しぜいきん はら

し はら し はら ひと

し はら きげん まえ ひ こうざ のこ かね かくにん

し はら はや

わす こうざ ふりかえ べんり ぜいきん こうざ ふりかえ

ひと

ほん かい はらぜいきんちょうしゃ かた そうだん しはら

がつ にちにち がつ にち にち

ぜいきん はら つごう りようよこまき しゅっちょうじょえき

やすねんまつ　ねんし

ばーこーど つ す と あのうふしょ こ ん び に え ん す ぜいきん はら

のうふしょ してい きげん ない

ぽるとがる ご げつ きん

こまき

やす

まどぐちそ うだ んが いこくじん し

しやくしょ ほん ちょうしゃ かい しみん あんぜん か なか

すぺいん ご えいご げつ

ほけん ねんきん か ほいく か ふくし そうむ か ぽるとがる

しみん か ちゅうごくご

ご

はな しょくいん

といあわせさき しみん    あんぜんか

ぽるとがる ご

か もく
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「危険ごみ」 として  スプレー缶や  ライターを  出す  場合も、 

今までどおり、 必ず、 ガスを  抜いてから  出して  ください。

「危険ごみ」 として  分別収集する  ということは、 
スプレー缶や  ライターは  ガスを  抜かずに  出しても  いいの？

刃物類を 出す  場合は、 古紙などに  包んで、 分かる  ように  表示して  ください。

刃物類は  そのまま  袋に  入れて  いいの？

指定袋では  出しては  いけません。 中身の  見える  色が  無い  透明な  袋で  出して  ください。

「危険ごみ」は  指定袋で  出しても  いい？

対象と  なる  もの

刃物類

ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

小牧中部公民館　TEL0568-75-1861問合先

日　時 にちじ

所要時間しょようじかん

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

休館日 きゅうかんび

定　員 ていいん

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

プラネタリウム新番組

親子で楽しむプラネタリウム

「危険ごみ」の  分別収集を  始めます!!

カセット式ガスボンベ 固形燃料

使い捨てライター スプレー缶 キャンプ用携帯ボンベ

充電式電池

※乾電池は  今まで  

　どおり、 赤袋で  

　出して  ください。

①中身を  使いきり、 

　必ず  穴を  開ける。

③資源回収場所に  

　出す。

出し方

「金属類」と  同じ  日に  集めます！！

「金属類」の  収集日に  出して  

ください。

外から  中身が  見えるくらいの  

色が  無い  透明の  袋を  使って  

ください。 透明で  あれば、 

どのような  袋でも  いいです。

こういった  袋に  

入れて  出して  ください。

どういう  袋に  入れれば  いいの！？

②中身の  見える  色が

　無い  透明な  袋に  

　入れる

ここ近年、 ごみ処理施設や  ごみ収集車での  火災事故が  多く  発生  しています。 こういった  事故が  発生すると、

多くの  人に  迷惑が  掛かります。 ごみの  排出による  事故を  減らすため、 2015年 ４月 1日から…

ごみ処理施設での火災事故の写真 ごみ収集車での火災事故の写真

「名探偵 コナン  星影の  魔術師」 (春の  星座解説付)

テレビや  映画で  おなじみの  名探偵コナンが、 遂に  プラネタリウムに  登場！

満天の  星空の  下で  繰り広げられる  

怪盗キッドと  コナンの  対決に  ご期待  ください!!

2015年 3月 1日 (日)  投映開始

火～金曜日   ①15：30～

※春休みの  火～金は、 13：30～も  投映します。

土、日、祝日   ①10：30～
 ②１3：30～
 ③15：30～

約45分

※午前の  部が  別番組に  なる日が  あります。

月曜日 (祝日の  場合は  開館)

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  電話で  予約して  ください。）］

※団体の  予約は  時間・曜日が  制限されます。 必ず  前もって  聞いて  ください。

各回80人誰でも  観る  ことが  できます。

小牧中部公民館  プラネタリウム

（小牧市  小牧五丁目  253番地）

小牧中部公民館  プラネタリウム  （小牧市小牧五丁目253番地）

100円 （※中学生  以下  無料）

80人誰でも  観る  ことが  できます。

3月 8日（日） 10:30～ （約40分）

春の  星座解説と 「お星さん  たいへん  です。」

※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。

変更点
3

～「危険ごみ」について～

Q
A

Q
A

Q

A

Q&Aコーナー

廃棄物対策課　TEL.0568-７６-1187問合先
といあわせさき はいきぶつたいさくか

ぷらねたりうむ

ぷらねたりうむおやこ たの

しんばんぐみ

こまき ちゅうぶこうみんかん
といあわせさき

むりょういかちゅうがくせいえん

にんみだれ

ばんちごちょうめ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

ふんやくにちにちがつ

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

きまえかならせいげんようびじかんよやくだんたい

よやくでんわ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

てれびよみうりしょうがくかんごうしょうあおやま

かくかいみだれ

ばんちごちょうめこまきこまきし

ぷらねたりうむこうみんかんちゅうぶこまき

かいかんばあいしゅくじつげつようび

ひべつばんぐみぶごぜん

ふんやく

しゅくじつにちど

とうえいきんかはるやす

ようびきんか

かいしとうえいにちにちがつねん

きたいたいけつこなんきっどかいとう

ひろくしたほしぞらまんてん

とうじょうぷらねたりうむついこなんめいたんていえいがてれび

つきかいせつせいざはるまじしゃんほしかげこなんめいたんてい

だしゅうしゅうびきんぞくるい

あつひおなきんぞくるい

だぬがすかならいま

ばあいだらいたーかんすぷれーきけん

だぬがすらいたーかんすぷれー

しゅうしゅうぶんべつきけん

ひょうじわつつこしばあいだはものるい

ふくろ いはものるい

だふくろとうめいいろ なみなかみだしていぶくろ

だしていぶくろきけん

きけんこーなー

い だ

ふくろ

ふくろ

とうめい

つかふくろとうめいいろ な

みなかみそと

いふくろ

だ

い

ふくろとうめいなああなかなら

ばしょかいしゅうしげんいろみなかみつかなかみ

かただ

だ

あかぶくろ

いまかんでんち

ぼんべけいたいきゃんぷようかんすぷれーらいたーすつか

でんちじゅうでんしきねんりょうこけいぼんべがすしきかせっとはものるい

たいしょう

はじしゅうしゅうぶんべつきけん

にちがつねんへじこはいしゅつかめいわくひとおお

はっせいじこはっせいおおじこかさいしゅうしゅうしゃしせつしょりきんねん

しゃしんじこかさいしゅうしゅうしゃしゃしんじこかさいしせつしょり

へんこうてん
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小牧市環境キャラクター
「エコリン」

こまきしかんきょう きゃらくたー

えこりん

 

 

燃やすご
み用

（白袋
）

小牧市
指定収

集袋

燃やさない
ごみ用

破砕ごみ用

子宮がん
（頸部がん検診）

3月  5日（木）

（今年度最後の検診です）
14:00～15:30 保健センター

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

3月  3日（火）
9:00～11:00

種類 期日 時間 場所

検診のお知らせ

保健センター

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

※胃がん検診実施日時に

　  採便容器を回収します。

保健センター

２月19日は

東部市民センター

乳がん検診
（マンモグラフィ）

3月  2日（月）

今年度最後の検診です
9:00～15:30 保健センター

子宮がん施設検診
（内診、視診、細胞診） 実施期間

2014年  6月 2日(月）から

2015年 ３月31日（火）

市内産婦人科

対象・内容・申し込みなど

●対象／30歳以上の小牧市に住民登録のある人

●定員／40人  

●料金／1,000円  70歳以上は500円

●申し込み／保健センター

●対象／30歳以上の小牧市に住民登録のある人

●料金／500円

●申し込み／保健センター

●対象／40歳以上の小牧市に住民登録のある人

　①40歳以上の偶数年生まれの人

　②奇数年生まれの人で平成２５年度未受診の人

　③昭和49年生まれで40歳になった人

●定員／115人  

●料金／1,000円  70歳以上は500円

●申し込み／保健センター

●対象／20歳以上の小牧市に住民登録のある人

　①20歳以上の偶数年生まれの人

　②奇数年生まれの人で平成２5年度未受診の人

●料金／頸部がん検診1,000円、

　頸部・体部がん検診2,000円  

　70歳以上は500円

 （体部がん検診は医師が必要と認めた人だけ）

●申し込み／保健センター

 （※無料クーポン券が届いた人は直接医療機関へ）

●対象／20歳以上の小牧市に住民登録のある人

●定員／100人  

●料金／1,000円

●申し込み／保健センター

乳がん検診・

子宮がん検診

について

※2007年度  以降は、 ２年に  １回の  受診を  生まれ年（和暦）の  偶数、 奇数で  受診推奨を  しています。  

　ご理解と  ご協力を  お願いします。  

※無料クーポン券は  ６月  上旬頃に  対象の  生年月日の  人に  郵送しました。

成人検診のお知らせ

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

今年度最後の検診です

2015年4月から 

ごみの 分別が 変わります!!

燃やす  ごみ用  市指定袋を  変更  します!

2015年4月に  動く  予定の  小牧  岩倉  衛生組合  環境センターの  新しい  ごみ焼却※施設では、 

「燃やさないごみ」・「粗大ごみ」は  破砕※を  かけて  役に立つ  金属を  取り出した  後に  焼却・溶融処理※  します。

そのため、 破砕処理をする  ごみ  ということで 「破砕ごみ」という  名称に  変更します。

燃やさない  ごみ用  指定袋の  名前を  破砕  ごみ用  指定袋に  

変えるのに  合わせて、 燃やす  ごみ用  指定袋の  材質を  変えます!! 

【今までの白袋の材質】

【新しい白袋の材質】

高密度ポリエチレン

（炭カル20％含有）

高密度ポリエチレン

低密度ポリエチレン

との混合（8：2）

指定袋が  丈夫に  なります!!

名前が  変わる  だけです!! 

対象物は  変わりません!

新しい  燃やす  ごみ用  指定袋の  メリット

燃やす  ごみの  
対象は  変えないため、 

大きい  白袋は  新設  しません。
また、 袋の  形状も  
今まで  通り  です。

ごみを  約1,800°C以上の  高温で  焼き  液体状に  

させること  です。 それを  すぐに  冷やすことにより  

スラグという  再び  資源に  することができる  物質を  

生み出す  ことが  出来ます。

材 質色

材 質色

無色

（白）
今までの  指定袋には  炭酸カルシウムが  含まれて  いたため、

袋が  破れやすく、 使いにくいもの  でしたが、 焼却炉が  新しくなり、 

炭酸カルシウムを  含ませる  必要が  なくなりました。

また、 高密度ポリエチレンと  低密度ポリエチレンの  混合を  

採用する  ことにより、 更に  使いやすい  袋に  なります。

2015年 4月 1日より  後でも  古い  ごみ袋は  使用  できます。 

無理に  使いきったり  処分  したりする  必要は  ありません。

ごみ袋を  大量に  買い置き  しているけど、 
ごみ袋の  規格が  変わる  前に  使いきらないと  だめですか。

2015年 4月  下旬より  後に  なる  予定です。

2015年 4月 1日より  後でも  古い  ごみ袋が  売られている

店も  あります。

新しい  ごみ袋は  いつから  買うことが  できますか。

～指定袋に ついて～

燃やさない  ごみ用  指定袋の  名称も  

破砕  ごみ用  指定袋に  変わります 

（白）

無色

Q

Q
A

A

「燃やさないごみ」の  名称を 「破砕ごみ」に  変更  します!変更点
1

変更点
2

※溶融処理とは???

新しい  燃やす  ごみ用  

指定袋の  材質は  こちら

Q&Aコーナー

※焼却…焼き  捨てる  こと　　※破砕…やぶり  くだく  こと

※無料クーポン券が

　届いた人は

　申し込みできます

※無料クーポン券が

　届いた人は

　申し込みできます

ないよう

けんしんけいぶ

けいぶ

けいぶ

けんしん

けんしん

きかんいりょうちょくせつ

ゆうそうひとせいねんがっぴたいしょうじょうじゅんごろがつくーぽん けんむりょう

ねがきょうりょくりかい

すいしょうじゅしんきすうぐうすうわれきどしうじゅしんかいねんいこうねんど

けんしんしきゅう

けんしんにゅう

とどくーぽんけんむりょう

みとひつよういし

たいぶ

けんしんたいぶ

しきゅう

さいぼうしんししんないしん

けんしんしせつしきゅう

もう こ

ひととど

くーぽんけんむりょう

もう こ

ひととど

くーぽんけんむりょう

まんもぐらふぃ

けんしんにゅう

けんさはんのうべんせんけつ

けんしんだいちょう

さつえいかんせつせんいぶ

けんしん

けんしんさいごこんねんど

けんしんさいごこんねんど

けんしんさいごこんねんど

じっしきかん

かにちがつねん

げつにちがつ

にち もくがつ

ねん

げつがつ にち

かにちがつ

かいしゅうようきさいべん

にちじじっしけんしんい

もう こたいしょうばしょじかんきじつしゅるい

さんふじんかしない

せんたーしみんとうぶ

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

にちがつ

もう こ

もう こ

えんいじょうさいえんりょうきん

にん

えんいじょうさいえんりょうきん

えん

えん

えん

えんりょうきん

りょうきん

にん

ていいん

ていいん

にんていいん

ひととうろくじゅうみんこまきし

みじゅしんきすうねん

ねんしょうわ

う

う

う

ぐうすうねん

いじょうさいたいしょう

りょうきん えん

ほけん せんたー

もう こ

もう こ ほけん せんたー

もう こ ほけん せんたー

ひととうろくじゅうみんこまきしいじょうさいたいしょう

ひと

ひと

ひと ねんどへいせい ひと

ひと

とうろくじゅうみんこまきしいじょうさい

さい

いじょうさい

みじゅしんきすうねん

う

う

ぐうすうねん ひと

ひと ねんどへいせい ひと

ひと

ひと

いじょうさい

たいしょう

いじょうさい

ひととうろくじゅうみんこまきしいじょうさいたいしょう

ひととうろくじゅうみんこまきしいじょうさいたいしょう

い

せ いじん けんしん し

けんしん し

かたいしょうぶつ

かなまえ

かしていぶくろようはさい

めいしょうしていぶくろようも

ようはさい

よう

も

できだう

ぶっしつすらぐ ふたた しげん

ひ

えきたいじょうや

はさいすやしょうきゃく

こうおんいじょうやく

しょりようゆう

へんこうめいしょうはさいしょりはさい

しょりようゆうしょうきゃくあとだときんぞくやく たはさいそだいも

しせつしょうきゃくあたらせんたーかんきょうくみあいえいせいいわくらこまきよていうご

ひつようしょぶんつかむり

しようぶくろふるあとにちがつねん

つかまえかきかくぶくろ

おかたいりょうぶくろ

みせ

うぶくろふるあとがつ にちねん

よていあとげじゅんがつねん

かぶくろあたら

していぶくろこーなー

ふくろつかさらさいよう

こんごうぽりえちれんていみつどぽりえちれんこうみつど

ひつようふくかるしうむたんさん

あたらしょうきゃくろつかやぶふくろ

ふくかるしうむたんさんしていぶくろいま

じょうぶしていぶくろ

めりっとしていぶくろようもあたら

ざいしつしていぶくろ

ようもあたら

かざいしつしていぶくろようもあか

していぶくろようはさいなまえしていぶくろようも

へんこうしていぶくろよう しも

どおいま

けいじょうふくろ

しんせつしろぶくろおお

かたいしょう

も

こんごう

ていみつど

ざいしつしろぶくろあたら

がんゆうかるたん

ぽりえちれんこうみつど

ぽりえちれん

ぽりえちれん

こうみつど

しろ

むしょく

ざいしついろ

しろ

むしょく

ざいしついろ

ざいしつしろぶくろいま

がつねん

かぶ ん べ つ

が つね ん

へんこうはさいめいしょうも
へんこうてん

へんこうてん



●2015年4月から  ごみの  
　分別が  変わります

●外国人  相談窓口の  お知らせ

●税金の  支払い  期限の  お知らせ

P4

●家庭での  地震対策
　～非常持出品～

●やよい会

●プラネタリウム新番組

●親子で  楽しむ  プラネタリウム

●成人検診の  お知らせ

●乳幼児健診、
　その他の  教室の  お知らせ

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

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先

3月17日（火）
   3月24日（火）
  3月31日（火）
  4月  7日（火）

3月  6日（金）
3月13日（金）
3月20日（金）

3月  4日（水）
3月11日（水）
3月25日（水）

3月  9日（月）
3月18日（水）
3月27日（金）

3月  5日（木）
3月19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  確認してください。

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

４か月児健診・

母親歯科健診

1歳6か月児健診

2歳3か月児歯科健診

3歳児健診

BCG接種

13：05～13：55

13：05～14：15

9:00～10:10

13:05～14:15

2013年  9月  1日～10日生まれ
2013年  9月11日～20日生まれ
2013年  9月21日～30日生まれ

2012年  12月  1日～15日生まれ
2012年  12月16日～31日生まれ

保健センター 13:45～14:30 生まれてから  5～8カ月  未満 （標準的 接種期間）

2012年  3月  1日～11日生まれ
2012年  3月12日～20日生まれ
2012年  3月21日～31日生まれ

2014年  11月  1日～10日生まれ
2014年  11月11日～17日生まれ
2014年  11月18日～23日生まれ
2014年  11月24日～30日生まれ

3月12日（木）

3月  1日（日）

3月27日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

大城児童館

※親子(母子）健康手帳を  忘れずに  持って  来て  ください。

内　容

離乳食教室
（初期ごっくん教室）

離乳食教室
（後期かみかみ教室）

にこにこむし歯予防相談

10:00～11:00頃

10:00～11:00頃

保健センター 10:00～12:00

４か月児以降の親子（27組）

●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

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

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、

　赤ちゃん人形だっこ体験、妊婦擬似体験　●持ち物／親子（母子）健康手帳　●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）

場　所 時　間 対象・内容・申し込みなど

母子健診等カレンダー母子健診等カレンダー

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

10:00～11:15

3月17日（火）
3月10日（火）
3月  3日（火）

3月13日（金）

大城児童館3月13日（金）

●料金／無料　●申し込み／保健センター

●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（希望者だけ）

●料金／無料

保健連絡員と  保健連絡員OBが  生まれてから  ２～３か月頃の  赤ちゃんの  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

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

母乳相談

育児相談・

妊婦・産婦健康相談

パパママ教室

日にち

3月24日（火）

10:00～12:00
3月30日（月）
3月31日（火）

P5

P6

P6P2・3

P8

P7

健診のお知らせ
けんしん

もくじもくじ

がいこくじん じんこう じんこうにん にんこまき ねん がつ にちげんざい

といあわせさき ほけん せんたー

ぼ　し けんしん　とう か れ んだ ー

よぼう　そうだん

りにゅうしょく きょうしつ

しょき きょうしつ

りょうきん ほけんむりょう

げつじ　いこう おやこ くみ

りょうきん むりょう もう こ

もう こ

もう こ

もう こ

ほけん

げつじ　いこう

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

りょうきん むりょう ほけん

りにゅうしょく きょうしつ

こうき きょうしつ

ぼにゅう そうだん

いくじ  そうだん

さんぷ   けんこう   そうだんにんぷ

ぱ ぱ 　  ま ま   きょうしつ

あか ほうもん
ほけん    れんらくいん

ていたいじゅうじとどけ
しゅっせいたいじゅう

とどけでさき ほけん　　　せんたー

みまん あか う とどけでしょ だ

ほけん    れんらくいん

も ほうもん でんわ つごう うかがじぜん

う 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

ないよう

しんたいけいそく 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 しんぱい そうだん

りょうきん むりょう

よやくひつよう

よやくひつよう

よやくひつよう

よやくひつよう

ほけん せんたー

ほけん

ごろ

せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

ないよう にんしんちゅう しょくじ くち けんこうあか とう やくわり

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

せんたー

せんたー

せんたー

ひ ばしょ じかん たいしょう ないよう もう こ

おやこ

ないよう

ぼし も きけんこうてちょう わす

ていたいじゅうじ

とくにゅうようじ こさい

ほけん  ねんきん  か

はけんこうてちょうおやこ　　ぼしものもそうだんしんぱいふあんは はないよう

おおしろ   じどうかん

おおしろ   じどうかん

げつじ　けんしん

げつじ　けんしん

さい げつじ し　か　けんしん

さいじ　けんしん

せっしゅ

さい

ははおや　し　か　けんしん

ほけん せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

せんたー

ねん がつ にちがつ にち か

きん

もく

ほけん せんたー う かげつ みまん ひょうじゅんてき せっしゅきかん

すい

にち

げつ

にち  う

たいしょう かた じぜん てがみ てがみおく うけつけじかんくわ かくにん

そうだんほけんばあいわるつごううかならけんしん

 

こまきしやくしょ

 ほりのうち でんわ

まどぐちかくたんとうくわ

かくにんへんしゅう

はっこう

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

あいちけん こまきし さんちょうめ いちばんち

ば

ねん さくら ようす

ぜんご

しきょうしつほか

けんしんにゅうようじ

しけんしんせいじん

しきげんしはらぜいきん

しまどぐちそうだんがいこくじん

ねん がつ かてい

ぷらねたりうむ

ぷらねたりうむ

しんばんぐみ

かい

ひじょう もちだしひん

じしん たいさく おやこ たの

ぶんべつ か

2014年の桜まつりの様子
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生活情報誌こまき

外国人の人口：7,234人 / 小牧の人口：153,683人（2015年  2月 1日現在）


