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※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。

昨年の南スポーツセンタープールの様子昨年の南スポーツセンタープールの様子
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●買い物袋を  もっていこう

●税金の  支払期限

●税金Q＆A

●プールの  オープン  お知らせ

●小牧市歴史館の  夜間開館

●美濃攻略と  小牧山城②

●KIA  日本文化  教室

●外国人  相談窓口

●BCG接種について

●ヒブ・小児用  肺炎球菌、

　予防ワクチンについて

●家族のための  うつ病セミナー

●35歳のための  ヤング健診

●母子 検診等 カレンダー

●成人健診

もくじもくじ

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）

●対象／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／7月22日（月）から保健センター

●対象／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

●対象／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

●対象・定員／20歳以上の小牧市に住民登録のある方

　①20歳以上の奇数年生まれの方

　②偶数年生まれの方で平成24年度未受診の方

●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）

●対象／20歳以上の小牧市に住民登録のある方

　①20歳以上の奇数年生まれの方

　②偶数年生まれの方で平成24年度未受診の方

　③平成5年生まれで20歳になった方

●定員／100人　●料金／750円

●申込み／9月実施分は  7月22日（月）から  保健センター

●対象／30歳以上  39歳までの  小牧市に

　　　　住民登録の  ある方

●定員／115人　●料金／1,000円

●申込み／9月実施分は  7月22日（月）から  保健センター

●対象／40歳以上の小牧市に住民登録のある方

　①40歳以上の奇数年生まれの方

　②偶数年生まれの方で平成24年度未受診の方

　③昭和48年生まれで40歳になった方

●定員／115人　●料金／1,200円

●申込み／9月実施分は7月22日（月）から保健センター

●対象／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／不要（直接実施場所へお越しください。）

9月  2日（月）

8月18日（日）

7月25日（木）
8月29日（木）
9月19日（木）

8月30日（金）

9月  9日（月）

9月29日（日）

8月19日（月）

9月29日（日）

9月24日（火）

8月18日（日）

8月  8日（木）

受診期間
  平成25年6月1日（土）～
  平成26年3月31日（月）

9月25日（水）

胃がん  大腸がんの  両方受診  希望の方は

胃がん検診  実施日時に  採便容器を  回収

します。 回収日の  年間日程は  申し込み後、

採便容器  送付時に  同封します。

9:00～11:00

9:00～15:30

9:00～15:30

9:00～15:30

14:00～15:30

9:30～15:00

保健センター

保健センター

市内産婦人科

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

東部市民センター

東部市民センター

野口の郷

乳がん検診
（マンモグラフィ）

乳がん検診
（超音波）

胸部Ｘ線検診

子宮がん検診
（頚部のみ）

（内診、視診、細胞診）

子宮がん施設検診
（内診、視診、細胞診）

骨粗しょう症検診 9:00～15:30

9:00～11:30

9:30～11:00

13:30～15:00

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

無料クーポン券が
届いた方は
申込みできます

行 事 名 場　所時　間 対象・内容・申込みなど期　日

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先
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外国人の人口：7,232人 / 小牧の人口：153,427人（2013年7月1日現在）
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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  税金の  支払いが  できます。
　   ※ただし、 納付書の  指定期限内のみです。

平日の 昼間は  忙しくて、 税金の 支払いが  できない  人は…

❶  本庁舎  2階で、 税金の  支払相談、 支払窓口を  開いています。

❷  小牧駅  出張所で、 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。　8：30～17：15　※ただし、 年末年始は　休みです。

次の 税金の 支払い期限は
9月 2日（月）です

●市県民税（第2期） ●国民健康保険税（第3期）

●介護保険料（第2期） ●後期高齢者医療保険料（第1期）

支払いは　早めに！ 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　前日までに　口座の　残高を　確認してください。

問合先 収税課 TEL0568-72-2101（代表）内線276～279 TEL0568-76-1117／0568-76-1118（直通）　

問合先 環境対策課 TEL0568-76-1181　

 とき　8月11日（日）、 8月25日（日）　8：30～17：15

小牧市では  ごみを  へらすことや  地球温暖化  防止の  ために、
レジ袋を  へらす  とりくみを  推進して  います。
買い物を  するときは  ぜひ  買い物袋を  もっていきましょう!!

レジ袋を  
へらす  とりくみに
ご協力  ください！
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（1）指定の  金融機関の  口座に  振り込みます。 
　　 同封の  返信用はがきに  必要な  事項を  記入して  ポストへ  入れてください。
　　 だいたい  1ヶ月  くらいで  振り込まれます。
（2）現金による  受取です。
　　 市役所から  届いた手紙、 身分を  証明できるもの、印鑑を  持って  市役所収税課まで
　　 来てください。　受付時間は、 平日のみで  9:00から15:00まで。

税金
Q1

Q2

Q3

A1

A2

A3

Q A&
市の  税金の  納税証明書は、どこで  もらえますか。

市役所本庁舎2階の  収税課・東部市民センター・味岡市民センター・北里市民センター・
小牧駅出張所  でもらえます。

受付時間／8:30～17:15
休　　日／収税課  及び  各市民センターは、 土日・祝日、 年末年始（12/29～1/3）
　　　　　小牧駅出張所は、 年末年始（12/29～1/3）が休み。 土日・祝日は  開いています。

◯窓口に  来られる方  の  本人確認書類
（運転免許証、身分証明書、パスポート、在留カードなど）を  もってくること
◯手数料は、 1枚200円 （ただし、継続車検用の  納税証明書は、 無料です。）
◯本人  または、 同居の  家族以外の  方が  申請される  場合は、委任状が  必要です。
◯納付確認が  できないと  証明書を  もらえないことが  あります。
　納付して  すぐに  証明書が  必要な場合は、 納付した  領収書を  持ってきてください。
　また、 未納税が  ある場合には、 その場で  納付して  証明書を  もらうこともできます。

納付書に  書いてある「指定期限」の日を  過ぎてしまいました。
この  納付書で  支払うことが  できますか？

「指定期限」を  過ぎたものは、 コンビニエンスストアや  金融機関の  窓口で  支払えません。
市役所収税課まで  ご連絡ください。
また、「指定期限」を  過ぎますと  延滞金が  かかることが  ありますから、
税金は  必ず「指定期限」までに  支払いましょう。

税金を  二重に  納めてしまいました。 納めすぎた  税金は  どうなりますか？

納めすぎた  場合は、市役所から  還付する  通知書が  届きます。
受取の方法は  2通りあります。

問合先 収税課 TEL0568-72-2101（代表）内線276～279 TEL0568-76-1117／0568-76-1118（直通）　
しゅうぜいかといあわせさき だいひょうないせん ちょくつう

※未納となっている  税金が  ある場合は、 未納の  税金に  充てられます。
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外国人相談窓口のお知らせ

期　間 きかん

開場時間 かいじょう
じかん

料　金 りょうきん
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ねんちくじょうこまきやまじょう

てんかとういつ ゆめ ちゃれんじ はじ ち こまき

美濃攻略と

小牧山城（2）

1562年、 織田信長は  松平家康（後の  徳川家康）と  同盟を結び、
美濃の  斎藤家を  次の  攻略対象  としました。 その後  1563年、 
信長は  頂上から  美濃を  一望できる  小牧山に  城を  築き、 
清須から  居城を  うつしました。

憲俊

観光大使
けんしゅん

かんこうたいし

7月21日（日） 愛知県 中小体連
 小牧支所 大会
8月25日（日） 小牧市民 水泳大会

平成25年8月1日（木）～ 平成25年8月20日（火）
小牧市国際交流協会（KIA）事務局へ  直接  又は  電話、 Faxか  E-mailで  お申し込み  ください。

無  料

50名  ※早く  申し込んだ  人が  参加できます。

小牧に  住んでいる ・ 仕事を  している 
・学校で  勉強を  している  人

小牧市公民館4階  チェスルーム / ローズルーム

◯浴衣  着付け  15:00～　　
◯踊り  練習  16:30～ ◯盆踊り  19:00～

※原則として  自分の
浴衣、 帯を  持ってきて
ください。 無い方は、
事務局に  相談
下さい。

BCG接種についてBCG接種について

生後5～8か月未満
（標準接種期間）

14:00～15:00
8月5日（月）

8月23日（金）
BCG接種

対　　象時　　間期　　日種　　類

ヒブ・小児用肺炎球菌の  予診票は  生後  2か月となる  対象者へ  順に  送って  いますが、 
年齢の  大きな  お子様で  まだの  方は、 医療機関に  予診票が  置いて  ありますので、 
医療機関の  窓口、 又は  保健センターに  お問合せ  ください。
【対象者】 生後  2か月から  4歳児
間隔や  方法は  接種を  始める  年齢により  異なりますので、 ご注意  ください。

日　時

場　所

対　象 料　金 大人１００円　小人無料どなたでも可。

小牧市堀の内一丁目1番地  小牧市歴史館

８月・９月の毎週土曜日・日曜日・9月23日（祝日・月曜日）

小牧市歴史館夜間開館

小牧市歴史館　TEL0568-７２-０７１２問合先
こまきし　れきしかんといあわせさき

８月・９月の  土曜日・日曜日、  小牧市歴史館は  21:00まで  開館します。
（※入館締め切りは20：30）  

オリジナル戦国しおり

◎お願い： 山道には  くれぐれも  ご注意  ください。
　 懐中電灯を  必ず  持ってきて  ください。

なお、 16:30～20:30までの  中学生以下の  先着450名の  入場者には  
オリジナル戦国しおりを  お渡しいたします。
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7月1日（月曜日）～8月31日（土曜日）

午前の部   9:00 ～ 12:00 （11:15入場締切、11:45遊泳終了）
午後の部  13:00 ～ 17:00 （16:15入場締切、16:45遊泳終了）

一般（高校生以上） 210円 【定期券1,400円】

中学生以下 100円 【定期券  700円】

未就学児  無  料 （保護者同伴）

障がい者 一般（高校生以上） 100円

 中学生以下 50円

市内在住高齢者 100円

※同伴の  保護者の  方は、 水着着用で  有料。
　保護者  1名につき  未就学児  2名までと  なります。
※オムツが  必要な子は、 水遊び  専用オムツの  上に  水着を  つけて  ください。
※障がい者・高齢者割引を  受ける  方は、証明できるものを  もってきて  ください。
※タトゥーの  ある方は、  完全に  隠れる  水着を  着て  ください。

50mプールは  中学生  以上

※小学生については  泳力証（市内の小学生）を
　もっている人、 25mの  泳力の  チェックを  
　受けた人は  入場可能。

入場制限

一般利用が  できない日

8月24日（土）日　時 にちじ

場　所 ばしょ

定　員 ていいん

申込み もうしこみ

対　象 たいしょう

浴衣の  着付けを  学び、 

  盆踊りに  参加  しませんか。
KIAKIA 日本文化教室日本文化教室

小牧市国際交流協会（KIA)事務局　TEL0568-７６-0905  FAX0568-71-8396  mail： kia@ma.ccnw.ne.jp
こまきし こくさい こうりゅう きょうかい じむきょく

問合先
といあわせさき

小牧市役所  本庁舎2階  生活交流課内 ９：００～１７：００（12：００～１３：００除く）

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　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）が　話すことができる　職員がいます。

生活交流課　TEL.0568-７６-１１73問合先

小牧市保健センター　TEL.0568-７5-6471問合先

ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン定期接種についてヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン定期接種について

4月1日から  定期接種となった  子宮頸がん  予防ワクチンの  接種について、  積極的に  勧めて  いましたが  
見合わせる  ことに  なりました。6月14日に  厚生労働省からの  お知らせがあり、  市でも  見合わせる  ことに  
なりました。子宮頸がん  予防ワクチンの  定期接種   自体を  中止する  ものでは  ありません。

平成25年4月1日から
定期予防接種に
なりました。

※予診票は  順次  発送します。
※会場は  小牧市保健センター

子宮頸がん予防ワクチン定期接種について
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外国人相談窓口のお知らせ

期　間 きかん

開場時間 かいじょう
じかん

料　金 りょうきん
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ねんちくじょうこまきやまじょう

てんかとういつ ゆめ ちゃれんじ はじ ち こまき

美濃攻略と

小牧山城（2）

1562年、 織田信長は  松平家康（後の  徳川家康）と  同盟を結び、
美濃の  斎藤家を  次の  攻略対象  としました。 その後  1563年、 
信長は  頂上から  美濃を  一望できる  小牧山に  城を  築き、 
清須から  居城を  うつしました。

憲俊

観光大使
けんしゅん

かんこうたいし

7月21日（日） 愛知県 中小体連
 小牧支所 大会
8月25日（日） 小牧市民 水泳大会

平成25年8月1日（木）～ 平成25年8月20日（火）
小牧市国際交流協会（KIA）事務局へ  直接  又は  電話、 Faxか  E-mailで  お申し込み  ください。

無  料

50名  ※早く  申し込んだ  人が  参加できます。

小牧に  住んでいる ・ 仕事を  している 
・学校で  勉強を  している  人

小牧市公民館4階  チェスルーム / ローズルーム

◯浴衣  着付け  15:00～　　
◯踊り  練習  16:30～ ◯盆踊り  19:00～

※原則として  自分の
浴衣、 帯を  持ってきて
ください。 無い方は、
事務局に  相談
下さい。

BCG接種についてBCG接種について

生後5～8か月未満
（標準接種期間）

14:00～15:00
8月5日（月）

8月23日（金）
BCG接種

対　　象時　　間期　　日種　　類

ヒブ・小児用肺炎球菌の  予診票は  生後  2か月となる  対象者へ  順に  送って  いますが、 
年齢の  大きな  お子様で  まだの  方は、 医療機関に  予診票が  置いて  ありますので、 
医療機関の  窓口、 又は  保健センターに  お問合せ  ください。
【対象者】 生後  2か月から  4歳児
間隔や  方法は  接種を  始める  年齢により  異なりますので、 ご注意  ください。

日　時

場　所

対　象 料　金 大人１００円　小人無料どなたでも可。

小牧市堀の内一丁目1番地  小牧市歴史館

８月・９月の毎週土曜日・日曜日・9月23日（祝日・月曜日）

小牧市歴史館夜間開館

小牧市歴史館　TEL0568-７２-０７１２問合先
こまきし　れきしかんといあわせさき

８月・９月の  土曜日・日曜日、  小牧市歴史館は  21:00まで  開館します。
（※入館締め切りは20：30）  

オリジナル戦国しおり

◎お願い： 山道には  くれぐれも  ご注意  ください。
　 懐中電灯を  必ず  持ってきて  ください。

なお、 16:30～20:30までの  中学生以下の  先着450名の  入場者には  
オリジナル戦国しおりを  お渡しいたします。
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7月1日（月曜日）～8月31日（土曜日）

午前の部   9:00 ～ 12:00 （11:15入場締切、11:45遊泳終了）
午後の部  13:00 ～ 17:00 （16:15入場締切、16:45遊泳終了）

一般（高校生以上） 210円 【定期券1,400円】

中学生以下 100円 【定期券  700円】

未就学児  無  料 （保護者同伴）

障がい者 一般（高校生以上） 100円

 中学生以下 50円

市内在住高齢者 100円

※同伴の  保護者の  方は、 水着着用で  有料。
　保護者  1名につき  未就学児  2名までと  なります。
※オムツが  必要な子は、 水遊び  専用オムツの  上に  水着を  つけて  ください。
※障がい者・高齢者割引を  受ける  方は、証明できるものを  もってきて  ください。
※タトゥーの  ある方は、  完全に  隠れる  水着を  着て  ください。

50mプールは  中学生  以上

※小学生については  泳力証（市内の小学生）を
　もっている人、 25mの  泳力の  チェックを  
　受けた人は  入場可能。

入場制限

一般利用が  できない日

8月24日（土）日　時 にちじ

場　所 ばしょ

定　員 ていいん

申込み もうしこみ

対　象 たいしょう

浴衣の  着付けを  学び、 

  盆踊りに  参加  しませんか。
KIAKIA 日本文化教室日本文化教室

小牧市国際交流協会（KIA)事務局　TEL0568-７６-0905  FAX0568-71-8396  mail： kia@ma.ccnw.ne.jp
こまきし こくさい こうりゅう きょうかい じむきょく

問合先
といあわせさき

小牧市役所  本庁舎2階  生活交流課内 ９：００～１７：００（12：００～１３：００除く）

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　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）が　話すことができる　職員がいます。

生活交流課　TEL.0568-７６-１１73問合先

小牧市保健センター　TEL.0568-７5-6471問合先

ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン定期接種についてヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン定期接種について

4月1日から  定期接種となった  子宮頸がん  予防ワクチンの  接種について、  積極的に  勧めて  いましたが  
見合わせる  ことに  なりました。6月14日に  厚生労働省からの  お知らせがあり、  市でも  見合わせる  ことに  
なりました。子宮頸がん  予防ワクチンの  定期接種   自体を  中止する  ものでは  ありません。

平成25年4月1日から
定期予防接種に
なりました。

※予診票は  順次  発送します。
※会場は  小牧市保健センター

子宮頸がん予防ワクチン定期接種について
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たとぅー かた かんぜん かく みずぎ き

みずぎうえせんよう　おむつこ みずあそひつようおむつ

めいみしゅうがくじめいほごしゃ

ゆうりょうみずぎちゃくようかたほごしゃどうはん

えんしないざいじゅう　こうれいしゃ

えんちゅうがくせい　いか

えんこうこうせいいじょうしゃ　いっぱんしょう

ほごしゃ　　どうはんむりょうみしゅうがくじ

えんていきけんえんちゅうがくせい　いか

えん ていきけん えんこうこうせい　いじょういっぱん

ゆうえいしゅうりょうにゅうじょうしめきりぶごご

ゆうえいしゅうりょうにゅうじょうしめきりぶごぜん

どようびにちがつげつようびにちがつ

こ ま き し み な み お ー ぷ んす ぽ ー つ せ ん た ー ぷ ー る

ちゅういことねんれいはじせっしゅほうほうかんかく

さいじげつせいごたいしょうしゃ

といあわほけんせんたーまたまどぐちいりょうきかん

いりょうきかん およしんひょうかたこさまおおねんれい

おくじゅんたいしょうしゃげつせいごよしんひょうしょうにようはいえんきゅうきんひぶ

ちゅうしじたいていきせっしゅわくちんよぼうしきゅうけい

みあししこうせいろうどうしょうにちがつみあ

すすせっきょくてきせっしゅわくちんよぼうしきゅうけいていきせっしゅにちがつ

ていきせっしゅわくちんよぼうしきゅうけい
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35歳の ための ヤング健診
生活習慣病予防の  ために、 内臓脂肪に  ついて  健診を  受けて  みませんか。

うつ病と  診断された方の  ご家族を  対象に「家族のための  うつ病セミナー」  を開催します。
第1回は、うつ病や  治療の知識のほか、失業や  休職にまつわる  問題等について、
多くの診療に  携わられていた  講師を  お招きして  講演と懇談会を  行ないます。ぜひ  ご参加ください。

保健センター　TEL.0568-75-6471問合先
といあわせさき

内　容 ないよう

定　員 ていいん

時　間 じかん

対　象 たいしょう

期日・場所 きじつ
ばしょ

申込・問合先 もうしこみ
といあわせさき

小牧市に  住民登録が  あり、 事業所などで  健診を  受ける  機会が  ない方で、

①今年度35歳になる方 （昭和53年 4月 2日 ～ 昭和54年 4月 1日生まれ）

②36～39歳の方

対　象 たいしょう 春日井市、 小牧市に  お住まいで、「うつ病」と  診断された  方のご家族

身体計測（身長測定、 体重測定、 腹囲測定）、 血圧測定、 尿検査、 

血液検査（脂質検査、 血糖検査、 貧血検査）、 

サリバスターテスト（歯肉の出血傾向のチェック）、 歯科衛生士による相談

内　容 ないよう 講演「うつ病の知識と家族の対応～リワークの実際から～」

講師 さらクリニック院長  鈴木竜世氏

 8月 11日 （日） 小牧市公民館

 10月 17日 （木） 保健センター

 11月 14日 （木） 東部市民センター

 2月 8日 （土） 小牧市公民館

午前9時30分～正午
受付時間は  15分ごとです。 申込みの時に  受付時間を  決めます。

日　時 にちじ 8月1日（木）13:30～15:30

場　所 ばしょ 愛知県春日井保健所（春日井市柏井町2-31）

450人（先着順）

定　員 ていいん 20名（先着順）

料　金 りょうきん 無料

参加費 さんかひ 無料 7月16日～7月26日

希望日時、 場所を  保健センターへ  お申し込み  ください。 
定員に  なり次第、 締め切ります。

申込期間 もうしこみ
きかん

（H26）

※8月11日（日）は、 ポルトガル語の  通訳が  います。

第1回「家族のためのうつ病セミナー」を開催します

春日井保健所健康支援課こころの健康推進グループ  TEL0568-31-0750問合先・申込先

きししだいていいん

こもうほけんせんたーばしょきぼうにちじ

かたさい

うにちがつねんしょうわ にちがつねんしょうわかたさいこんねんど

かたきかいうけんしんじぎょうしょじゅうみんとうろくこまきし

むりょう

むりょう

せんちゃくじゅんにん

せんちゃくじゅんめい

きうけつけじかんときもうしこふんうけつけじかん

ごぜん じ ぷん しょうご

つうやくぽるとがるご

とうぶしみんせんたー

こまきしこうみんかんにちがつ

ほけんせんたー

にちがつ

にちがつ

にちがつ

こまきしこうみんかん

もく

もく

にち

ど

にちにちがつ

そうだんしかえいせいしちぇっくしゅっけつけいこうしにくさりばすたーてすと

ひんけつけんさけっとうけんさししつけんさけつえきけんさ

にょうけんさけつあつそくていふくいそくていたいじゅうそくていしんちょうそくていしんたいけいそく

うけんしんないぞうしぼうせいかつしゅうかんびょうよぼう

け ん し んや ん ぐ
さい

さんかおこなこんだんかいこうえんまねこうしたずさしんりょうおお

もんだいとうきゅうしょくしつぎょうちしきちりょうびょうかいだい

かいさいびょうかぞくたいしょうかぞくかたしんだんびょう

かいさい
びょう せみなー

かぞくかいだい

かしわいちょうかすがいしほけんじょかすがいあいちけん

すずき たつよ いんちょうくりにっくこうし

じっさいりわーくたいおうかぞくちしきびょうこうえん

もくにちがつ

にちがつ にちがつ

かぞくかたしんだんびょうすこまきしかすがいし

し

といあわせさき もうしこみさき ぐるーぷけんこうすいしんしえんかけんこうほけんじょかすがい

ほけん　　　せんたー
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検診のお知らせ

9月  3日（火）

8月27日（火）

8月20日（火）

8月  6日（火）

8月16日（金）

8月  9日（金）

8月  2日（金）

8月28日（水）

8月21日（水）

8月  7日（水）

8月  7日（水）

9月  1日（日）

8月22日（木）

8月  1日（木）

8月23日（金）

8月21日（水）

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

保健センター

※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・
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

BCG接種

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

2012年 2月20日～28日生まれ

2012年 2月11日～19日生まれ

2012年 2月1日～10日生まれ

2011年  5月16日～31日生まれ

2011年  5月1日～15日生まれ

8月23日（金）

8月  5日（月）
保健センター 14:00～15:00 生後5～8カ月未満（標準的接種期間）

2010年  8月21日～31日生まれ

2010年  8月12日～20日生まれ

2010年  8月1日～11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

●内容／揺さぶられ症候群、 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　
●市内在住の  妊婦と  その  夫（妊婦のみの参加も可） 30組
●持ち物／親子（母子）健康手帳　
●申込み／保健センター

歯の  生え始めた  お子さん  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

2013年  4月26日～30日生まれ

2013年  4月17日～25日生まれ

2013年  4月8日～16日生まれ

2013年  4月1日～7日生まれ

母子健診等カレンダー母子健診等カレンダー

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:008月27日（火）

8月20日（火）

8月  6日（火）

8月  5日（月） 13:00～15:00

●料金／無料　●申込み／保健センター母乳相談

パパママ教室

期　日

けんしん し

ぼ　し けんしん　とう か れ んだ ー

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

ば　よぼう　きょうしつ

せっしゅ

りにゅうしょく きょうしつ

しょき きょうしつ

は は はじ こ 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

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

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

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

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

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

ゆ しょうこうぐん とう やくわり

こまき こそだ

けんこうてちょうおやこも もの ぼし

もうしこ ほけん せんたー

じょうほう

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

ほけん せんたー せいご かげつ みまん ひょうじゅんてきせっしゅきかん

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

ぼし もけんこうてちょう わす

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
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※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。

昨年の南スポーツセンタープールの様子昨年の南スポーツセンタープールの様子

P2

P8P3

P4

P4

P6

P5

P7

●買い物袋を  もっていこう

●税金の  支払期限

●税金Q＆A

●プールの  オープン  お知らせ

●小牧市歴史館の  夜間開館

●美濃攻略と  小牧山城②

●KIA  日本文化  教室

●外国人  相談窓口

●BCG接種について

●ヒブ・小児用  肺炎球菌、

　予防ワクチンについて

●家族のための  うつ病セミナー

●35歳のための  ヤング健診

●母子 検診等 カレンダー

●成人健診

もくじもくじ

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）

●対象／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／7月22日（月）から保健センター

●対象／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

●対象／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

●対象・定員／20歳以上の小牧市に住民登録のある方

　①20歳以上の奇数年生まれの方

　②偶数年生まれの方で平成24年度未受診の方

●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）

●対象／20歳以上の小牧市に住民登録のある方

　①20歳以上の奇数年生まれの方

　②偶数年生まれの方で平成24年度未受診の方

　③平成5年生まれで20歳になった方

●定員／100人　●料金／750円

●申込み／9月実施分は  7月22日（月）から  保健センター

●対象／30歳以上  39歳までの  小牧市に

　　　　住民登録の  ある方

●定員／115人　●料金／1,000円

●申込み／9月実施分は  7月22日（月）から  保健センター

●対象／40歳以上の小牧市に住民登録のある方

　①40歳以上の奇数年生まれの方

　②偶数年生まれの方で平成24年度未受診の方

　③昭和48年生まれで40歳になった方

●定員／115人　●料金／1,200円

●申込み／9月実施分は7月22日（月）から保健センター

●対象／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／不要（直接実施場所へお越しください。）

9月  2日（月）

8月18日（日）

7月25日（木）
8月29日（木）
9月19日（木）

8月30日（金）

9月  9日（月）

9月29日（日）

8月19日（月）

9月29日（日）

9月24日（火）

8月18日（日）

8月  8日（木）

受診期間
  平成25年6月1日（土）～
  平成26年3月31日（月）

9月25日（水）

胃がん  大腸がんの  両方受診  希望の方は

胃がん検診  実施日時に  採便容器を  回収

します。 回収日の  年間日程は  申し込み後、

採便容器  送付時に  同封します。

9:00～11:00

9:00～15:30

9:00～15:30

9:00～15:30

14:00～15:30

9:30～15:00

保健センター

保健センター

市内産婦人科

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

東部市民センター

東部市民センター

野口の郷

乳がん検診
（マンモグラフィ）

乳がん検診
（超音波）

胸部Ｘ線検診

子宮がん検診
（頚部のみ）

（内診、視診、細胞診）

子宮がん施設検診
（内診、視診、細胞診）

骨粗しょう症検診 9:00～15:30

9:00～11:30

9:30～11:00

13:30～15:00

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

無料クーポン券が
届いた方は
申込みできます

行 事 名 場　所時　間 対象・内容・申込みなど期　日

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

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

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

かれんだーけんしんとうぼしがいこくじん　そうだんまどぐちしはらいきげんぜいきん

わくちんよぼうかいかんやかんれきしかんこまきし

きゅうきんはいえんしょうにようひぶおーぷんぷーる

けんしんせいじんせっしゅぜいきん

せみなーびょうかぞくこまきやまじょうこうりゃくみの

けんしんやんぐさいきょうしつにほんぶんかぶくろものか

しょにち でんわ こんざつ ばあい

い けんしん

いぶ せん けんさ

だいちょう

にゅう

しきゅう けんしん

けいぶ

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

けんしんしせつ

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

にゅう けんしん

ちょうおんぱ

けんしん

べんせんけつ はんのう けんさ

ほけん

い

さいべんようき かいしゅう

じゅしんきかん

さいいじょうたいしょう

たいしょう 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

えん

りょうきん えん

いりょうきかんちょくせつかたとどけんむりょう

かたみとひつよういしけんしんたいぶ

えんけんしんたいぶけいぶえんけんしんけいぶりょうきん

ていいんたいしょう

もうしこ がつ にち げつ

がつ にち げつ

にち

にち

にち

にち

か

きん

げつ

げつ

すい

もく

もく

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

もうしこ

がつ　ねんへいせい にち にち

がつ　ねんへいせい にち げつ

ほけんせんたー

もうしこ 　ふよう

ほけん　せんたー

こまきし じゅうみんとうろく かた

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

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

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

さいいじょう こまきしたいしょう

たいしょう

じゅうみんとうろく かた

せんたー

ほけん せんたー

ほけん

しない　　さんふじんか

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

とうぶ しみん せんたー

とうぶ

のぐち さと

しみん せんたー

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

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

かたさいねんうへいせい

かたじゅうみんとうろくこまきしさいいじょうたいしょう

げつにちがつがつじっしぶん

もうしこ ほけんせんたーげつにちがつがつじっしぶん

りょうきんにんていいん

ていいん にん

たいしょう

たいしょう

げつにちがつがつじっしぶん
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かたきぼうりょうほうけんしんだいちょう

ようすすぽーつせんたー ぷーるみなみさくねん
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外国人の人口：7,232人 / 小牧の人口：153,427人（2013年7月1日現在）


