
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

平成夏まつり  昨年の様子平成夏まつり  昨年の様子
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7月  2日（火）
7月  9日（火）
7月16日（火）
7月23日（火）
7月30日（火）

7月  5日（金）
7月12日（金）
7月19日（金）

7月  3日（水）
7月10日（水）
7月24日（水）

7月  3日（水）

7月21日（日）

7月11日（木）
7月18日（木）

7月26日（金）

7月24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 1月1日～13日生まれ
2012年 1月14日～20日生まれ
2012年 1月21日～30日生まれ

2011年  4月1日～15日生まれ
2011年  4月16日～30日生まれ

7月26日（金）
7月  4日（木）

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  7月1日～10日生まれ
2010年  7月11日～21日生まれ
2010年  7月22日～31日生まれ

４か月以降の親子（２7組）
●料金／無料　●申込み／保健センター

９か月以降の親子（２1組）
●料金／無料　●申込み／保健センター

市内在住の妊婦とその夫（妊婦のみの参加も可）30組

●内容／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　●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  2月21日～28日生まれ
2013年  3月1日～9日生まれ
2013年  3月10日～17日生まれ
2013年  3月18日～24日生まれ
2013年  3月25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

10:00～12:00

10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00

7月  8日（月）
7月  9日（火）
7月16日（火）
7月23日（火）
7月30日（火）

7月  2日（火）
13:00～15:00

●料金／無料　●申込み／保健センター

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

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

パパママ教室

期　日

●住基ネットに  ついて

●税金の支払期限

●国民年金保険料に ついて

●小牧平成夏祭り

●小牧市民まつり  参加募集

●35歳のための  ヤング健診

●外国人相談窓口

●不法投棄は  犯罪です

●ごみ集積場での  カラス対策

●水道料金・下水道使用料

●母子 検診等 カレンダー

もくじもくじ

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
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外国人の人口：7,256人 / 小牧の人口：153,532人（2013年6月1日現在）
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2013年7月8日から  外国人住民の  かたの 「住基ネット※」の  運用開始に  伴い、 住民票に 「住民票コード※」が
記載され、 「住基カード※」の  交付を  受けることが  できます。
住民票コード通知票（下記）は  7月8日以降に  小牧市役所から  世帯主あてに  通知されます。
※住基ネット： 全国共通の  本人確認が  できるシステム

※住民票コード： 全国共通の  本人確認を  行うにあたって  必要な  11桁の  番号　　　※住基カード： 写真付きは　公的な  身分証明書

氏      名

性  別年　　月　　日生年月日

*************************

*************************

*************************

*************************

************* ** ** ** **

** ** ** **

** ** ** **

** ** ** **

*************

*************

*************

住民票コード

氏      名

性  別年　　月　　日生年月日住民票コード

氏      名

性  別年　　月　　日生年月日住民票コード

氏      名

性  別年　　月　　日生年月日住民票コード

発行日 : 平成25年7月8日
住民票コード通知票

愛知県小牧市長   山下史守朗

3．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…

1．本庁舎2階で、 税金の  支払相談、 支払窓口を  開いています。

2．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、7月6日（土）、7日（日）は  臨時休業。 年末年始は　休みです。

次の 税金の 支払い期限は 7月 31日（水）です
●固定資産税（第2期）　　●国民健康保険税（第2期）　　●介護保険料（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）　

外国人住民の かたに ついても
「住基ネット」の 運用が 開始します

問合先 市民課　TEL0568-76-1121

が い こく じ ん じ ゅ う み ん

しみんかといあわせさき

 とき　7月14日（日）、 7月28日（日）　8：30～17：15

しはらしはら はや

ぜいきん こうざふりかえ こうざ ざんだか かくにんしはら きげん ぜんじつ

わす こうざふりかえ べんり

こていしさんぜい こくみんけんこうほけんぜい かいごほけんりょうだいにき だいにき だいいっき

へいじつ ひるま

ぜいきん

いそが

しはら

ひと

ほんちょうしゃ かい ぜいきん しはらい そうだん しはらい　まどぐち ひら

こまきえき しゅっちょうじょ

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

つ のうふしょ こ ん び に え ん す す と あ

していきげんないのうふしょ

ぜいきん しはら

つごう よ りようまいにち ひらぜいきん しはらいまどぐち

ねんまつねんしりんじきゅうぎょう やすにちにちどにちがつ

がつ にちにち がつ にち にち

つ ぎ ぜ い きん し はら き げん が つ に ち す い

しはら ひと

ば ー こ ー ど

やました　　しずおこまきししちょうあいちけん

しめい

しめい

せいべつにちがつねんせいねんがっぴじゅうみんひょうこーど

せいべつにちがつねんせいねんがっぴじゅうみんひょうこーど

しめい

にちがつねんせいねんがっぴじゅうみんひょうこーど

しめい

せいべつにちがつねんせいねんがっぴじゅうみんひょうこーど

にちがつねんへいせいはっこうび

つうちひょうじゅうみんひょうこーど

みぶんしょうめいしょこうてきしゃしんつじゅうきかーどばんごうけたひつようおこなほんにんかくにんぜんこくきょうつうじゅうみんひょうこーど

しすてむほんにんかくにんぜんこくきょうつうじゅうきねっと

つうちせたいぬしこまきしやくしょいこうにちがつかきつうちひょうじゅうみんひょうこーど

うこうふじゅうきかーどきさい

じゅうみんこーどじゅうみんひょうともなうんようかいしじゅうきねっとがいこくじんじゅうみんにちがつねん

か い しう ん よ うじ ゅ う き ね っ と
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家族の  収入が  少ない  場合に、申請し  認められると  国民年金保険料を  安く  

することが  できます（免除申請と  いいます）。 

特に  30歳未満の  方は、 本人の  収入のみで  申請  できますので、 

ご希望の  方は  保険年金課に  申請してください。

☆平成25年7月末までに  申請すると、 平成24年7月分までの  保険料も

　受付することが  できます。

こまき　しやくしょ ほんちょうしゃ にかい せいかつ　　　　こうりゅうかない

ぽるとがるご げつ

ほけんねんきんか ふくしかこそだ しえんか ぽるとがるご ぽるとがるご

しみんか ちゅうごくご はな しょくいん

きん すぺいんご えいご げつ もくか

のぞ

が いこくじん　そ うだ ん　まどぐち

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）

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

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
といあわせさき せいかつこうりゅうか

国民年金保険料を  払えない？
7月中に  相談してください！

問合先 保険年金課　TEL0568-76-1124
ほけんねんきんかといあわせさき

国民年金とは？
日本の  法律により、 日本に  住んでいる  外国人の  方も  20歳  以上  60歳  未満の  方は、

国民年金に  加入し、 保険料を  払わなければ  なりません。

国民年金には、3種類の  年金が  あります。

※脱退一時金
国民年金保険料を  6ヶ月以上  支払った  外国人の  方は、 出国後  2年以内で  あれば  
脱退一時金を  請求できます。 出国する  前に  市役所に  申し出てください。
申請用紙を  お渡しします。

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

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

35歳の ための ヤング健診

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

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。

 7月 31日 （水） 保健センター

 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

9:30～12:00
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。

450人（先着順）

料　金 りょうきん 無料

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。

（H26）

※8月11日（日）は、 ポルトガル語の  通訳が  居ます。

国民年金加入中に  亡くなられた  方の  遺族の  方が、申請し  認められたときに
支払われます。

遺族基礎年金

国民年金加入中の  病気や  けがで  障害等級1級  又は  2級に  なった方が、 申請し  
認められた  ときに  支払われます。

障害基礎年金

国民年金保険料を  25年以上  払っている（免除が  認められている）方に
65歳から  申請すると  支払われます。

老齢基礎年金

※今までに  申請し  免除・猶予が  承認  されている  方も、 毎年  7月以降に  更新  申請が  必要です。

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

せんちゃくじゅんにん

きうけつけじかんときもうしこふんうけつけじかん

い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

ほけんせんたーすいにちがつ

ほけんせんたーもくにちがつ

もくにちがつ

にちにちがつ

こまきしこうみんかんどにちがつ

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

わたしんせいようし

でもうしやくしょまえしゅっこくせいきゅうだったいいちじきん

ねん　いないしゅっこくごかたがいこくじんしはらかげつ　いじょうこくみんねんきんほけんりょう

だったいいちじきん

しはら

みとしんせいかたいぞくかたなこくみんねんきん  かにゅうちゅう

い ぞ くき そ ね ん きん

しはらみと

しんせいかたきゅうまたきゅうしょうがいとうきゅうびょうきこくみんねんきん  かにゅうちゅう

しょうが い き そ ね ん きん

しはらしんせいさい

かたみとめんじょはらねんいじょうこくみんねんきん  ほけんりょう

ろう れ い き そ ね ん きん

ねんきんしゅるいこくみんねんきん

はらほけんりょうかにゅうこくみんねんきん
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小牧平成夏まつり実行委員会事務局（小牧市役所生活交流課内）　
TEL.0568-76-1173  FAX.0568-72-2340  e-mail : seikatsu@city.komaki.lg.jp  

問合先
といあわせさき

こまきへいせいなつ じっこういいんかいじむきょく こまきしやくしょせいかつこうりゅうかない
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のぶなが

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（1）

織田信長が  小牧山城に  城を  築き、 住んでいたのは  わずか  4年間  でした。
念願の  美濃平定を  果たした  信長が、 すぐに  小牧山城から  岐阜城に  移動した
ことから  小牧山城  は美濃を  攻めるための  単なる  砦と  言われて  いましたが、
近年の  発掘調査により  石垣の  上に  お城が  築かれて  いたことが  わかってきました。 

憲俊

観光大使
けんしゅん

かんこうたいし

7/27
Sat

17:30～21:30ごろ
28日（日）

17:30～21:00ごろ
7月27日（土）

行灯山車の  パレードが  メインの  まつりです。 伝統的な  武者絵から、 アニメの  キャラクターまで、
色とりどりの  山車が  練り歩きます。 山車行列と  一緒に  行われる  各団体の  パフォーマンスも  
楽しんで  ください。

小牧平成夏まつりとは？

ȐǵȱȊȂȉȶɉȼȐǵȱȊȂȉȶɉȼ

17:30 よさこい総踊り 【小牧市市民会館】
18:00 ハネト総踊り
18:15 和太鼓演奏
18:40 オープニング
19:00 山車行列スタート 【小牧市市民会館→メロディーパーク（小牧駅東）】

7/28
17:30 よさこい総踊り【メロディーパーク】
18:00 オープニング・表彰式（上位3賞以外）
19:00 山車行列スタート 【メロディーパーク（小牧駅東）→小牧市市民会館】
21:00 表彰式（上位3賞）・フィナーレ 【小牧市市民会館】
 手筒花火・アメリカ花火・和太鼓・レーザーのコラボレーション

Sun

※小雨決行
　荒天時中止
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携帯電話  などから  インターネット審査が  できます。 審査を  とおして  まつりに  参加  しましょう！
2日目の  フィナーレでは、 上位  3賞の  表彰が  あります。
手筒花火・アメリカ花火・和太鼓演奏・レーザー演出も  ありますので、 ぜひ  来てください。

ନ➟Ճǈ��ᄚ֝ٳǈٿ��ƫ̕ƫନ➟Ճǈ��ᄚ֝ٳǈٿ��ƫ̕ƫ

【受付時間】

山車行列に  当日でも  参加できます。 
必ず  山車行列が  始まる  前に
まつり本部に  来てください。

1日目（7月27日（土））…18:30まで
2日目（7月28日（日））…18:00まで

小牧平成夏まつり
第25回

小牧市民まつり実行委員会事務局（小牧市役所生活交流課内） 〒485-8650  住所不要
TEL.0568-76-1173  FAX.0568-72-2340  e-mail : seikatsu@city.komaki.lg.jp
URL：http://www.city.komaki.aichi.jp/contents/03011150.html  

問合先
といあわせさき

こまきしみん じっこういいんかいじむきょく こまきしやくしょ  せいかつこうりゅうかない じゅうしょふよう

小牧市民まつり 参加募集！
みんなで

小牧市民まつりを

盛り上げよう

こまきしみん

も あ

今年も  小牧最大の  イベント 「小牧市民まつり」が、 10月19、20日に
開催されます。 ぜひ  小牧市民まつりに  参加して  みませんか。 槍隊、鉄砲隊、腰元などの

行列参加者を  募集します。《信長（さむらい）行列参加者》

◆コンテスト

○7月26日（金）必着
○申込方法：所定の  用紙により  市民まつり実行委員会  まで。 用紙は  市ホームページ、
　生活交流課、 各市民センター、 都市センター、 まなび創造館、 パークアリーナ小牧に  用意。
　※郵送、 FAX、 持込、 メール可

場  所：まなび創造館あさひホール　　対  象：市内在住、在勤、在学の方　※両日とも  通信カラオケDAM  使用

○申込期間：7月16日（火）～9月13日（金） ※定員に  なり次第  締め切ります
○申込方法：往復はがきに  住所、 氏名、 年齢、 曲目（オリジナル歌手名）、
　電話番号、 「歌謡祭」か 「カラオケ大会」を  記入し、 市民まつり実行委員会まで。

第34回

【パレード】

日 時：10月 20日（日）　応募資格：中学生以上で  市内在住・在勤・在学の方　　募集人員：30人程度

《Dance Mix 2013 in Komaki出演グループ》

○応募期限：7月26日（金）まで
○申込方法：はがきに 「行列参加」と  書き、 住所、 氏名、 生年月日、 職業、 
　　　　　　勤務先（学校名）、 電話番号を  書いて、 市民まつり実行委員会まで。

応募資格：5人以上の  チームで  表彰式に  参加できる  チーム  内 容：ダンス種目は、自由
審査時間：5分以内（出入り含む） 募集チーム数：25組程度（多数の場合抽選）
賞：グランプリ賞など  上位チームを  表彰のほか 参加者全員に  記念品  あり  
　 ※上位三チームは  翌年の  出演料  無料

応募資格：5人以上のチーム 内 容：ダンス種目は、自由　　　演技時間：5分程度
募集チーム数：25組  程度 （多数の  場合  抽選）

参 加 費：1人500円 （参加者  全員に  記念品  あり）
 　※コンテストと  フリーの  両方出ること  できます （両方  参加したい  場合も  同額と  なります）

【小牧駅前会場（メロディーパーク）】

10月 19日（土）

10月 20日（日）◆フリー

申し込み：

申し込み：

【ラピオ会場】《市民歌謡祭・カラオケ大会参加者》
あさひホールに  あなたの  
美声を  響かせませんか？

日  時：10月20日（日）　　
区  分：ゴールドの部（73歳以上）、 シニアの部（62歳から  72歳まで）、
　　　 フリーの部（年齢制限なし  ※歴代の  入賞者も  参加  可）
定  員：各40人（先着順）　　料  金：1,000円（2コーラス）
申し込み：

◆市民歌謡祭 日  時：10月19日（土）　　定  員：100人（先着順）　　料  金：500円（2コーラス）

◆カラオケ大会

きずしろうえいしがきはっくつちょうさきんねん

いとりでたんせみのこまきやまじょう

いどうぎふじょうこまきやまじょうのぶながはみの  へいていねんがん

ねんかんすきずしろこまきやまじょうおだのぶなが

こまきやまじょう

みの  こうりゃく

にち

どにちがつにち  め

にちがつにち  め

うけつけじかん

きほんぶ

まえはじだしぎょうれつかなら

さんかとうじつだしぎょうれつ

つうとうじつ   さんかだしぎょうれつ

きれーざー        えんしゅつわだいこえんそうてづつはなび

ひょうしょうしょうじょういふぃなーれか   め

さんかしんさい んた ー ねっと          しんさけいたいでんわ

しんさぱ ふ ぉ ー ま ん すだし

こうてんじちゅうし

こさめけっこうこらぼれーしょんれーざーわだいこあめりか          はなび

あめりか          はなび

てづつはなび

ふぃなーれしょうじょういひょうしょうしき

こまきえきひがしめろでぃーぱーく

しょういがいじょういひょうしょうしきおーぷにんぐ

めろでぃーぱーくそうおど

こまきえきひがしめろでぃーぱーく

こまきし        しみんかいかん

こまきし        しみんかいかん

こまきし        しみんかいかんだしぎょうれつ         すたーと

だしぎょうれつ         すたーと

おーぷにんぐ

わだいこ      えんそう

はねと       そうおど

こまきし          しみんかいかんそうおど

た い む す け じ ゅ ー る

たの

ぱふぉーまんすかくだんたいおこないっしょだしぎょうれつあるねだしいろ

きゃらくたーあにめむしゃえでんとうてきめいんぱれーどあんどんだし

こまき    へいせい    なつ

にちにちどにちがつ

なつへいせいこまき

かいだい

し み ん さ ん か し ゃ ぼ し ゅ うこ ま き
だい かい

じっこういいんかいしみんきにゅうからおけたいかいかようさいでんわばんごう

かしゅめいおりじなるきょくもくねんれいしめいじゅうしょおうふくもうしこみほうほう

き

こーらすえんりょうきんせんちゃくじゅんにんかくていいん

かさんかにゅうしょうしゃれきだいねんれいせいげんぶふりー

さいさいぶしにあさいいじょうぶごーるどくぶん

にちにちがつにちじからおけたいかい

ししだいていいんきんにちがつかにちがつもうしこみきかんこもう

こーらすえんりょうきんせんちゃくじゅんにんていいんどにちがつにちじしみんかようさい

しようつうしんからおけりょうじつかたざいがくざいきんしないざいじゅうたいしょうほーるそうぞうかんばしょ

ひびびせい

ほーる

からおけたいかい　さんかしゃしみんかようさいらぴおかいじょう

めーるかもちこみゆうそう

よういぱーくありーなこまきそうぞうかんとしせんたーかくしみんせんたーせいかつこうりゅうか

しほーむぺーじようしじっこういいんかいしみんようししょていもうしこみほうほう

ひっちゃくきんにちがつこもう

どうがくばあいさんかりょうほうりょうほうでふりーこんてすと

きねんひんぜんいんさんかしゃえんひとりさんかひ

むりょうしゅつえんりょうよくねんさんちーむじょうい

きねんひんぜんいんさんかしゃひょうしょうちーむじょういしょうぐらんぷりしょう

ちゅうせんばあいたすうくみていどぼしゅうちーむすうふくでいふんいないしんさじかん

じゆうだんすしゅもくないようちーむさんかひょうしょうしきちーむにんいじょうおうぼしかく

ちゅうせんばあいたすうくみ　　 ていどぼしゅうちーむすう

ふんていどえんぎじかんじゆうだんすしゅもくないようちーむにんいじょうおうぼしかく

どにちがつこんてすと

にちにちがつふりー

ぐるーぷしゅつえん
めろでぃーぱーくこまきえきまえかいじょう

じっこういいんかいしみんかでんわばんごうがっこうめいきんむさき

しょくぎょうせいねんがっぴしめいじゅうしょかぎょうれつさんかもうしこみほうほう

きんにちがつおうぼきげんこもう

にんていどぼしゅうにんずうかたざいがくざいきんしないざいじゅうちゅうがくせいいじょうおうぼしかくにちじ

ぼしゅうぎょうれつさんかしゃ

こしもとてっぽうたいやりたい

ぎょうれつさんかしゃのぶなが

にち にちがつ

ぱれーど

かいさい こまきしみん さんか

にちがつこまきしみんいべんとこまきさいだいことし



4 5

生活情報誌こまきᦩᗇࢿ▕ƭǘƧ ᦩᗇࢿ▕ƭǘƧ

小牧平成夏まつり実行委員会事務局（小牧市役所生活交流課内）　
TEL.0568-76-1173  FAX.0568-72-2340  e-mail : seikatsu@city.komaki.lg.jp  

問合先
といあわせさき

こまきへいせいなつ じっこういいんかいじむきょく こまきしやくしょせいかつこうりゅうかない

ழ႞ટ௱භ௱561༃
ġఒෳɈ๏ݚຕێɒɈპĆʙ̒ ˄̀ ʐɘɤɈණ!ழ႞ġ

のぶなが

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（1）

織田信長が  小牧山城に  城を  築き、 住んでいたのは  わずか  4年間  でした。
念願の  美濃平定を  果たした  信長が、 すぐに  小牧山城から  岐阜城に  移動した
ことから  小牧山城  は美濃を  攻めるための  単なる  砦と  言われて  いましたが、
近年の  発掘調査により  石垣の  上に  お城が  築かれて  いたことが  わかってきました。 

憲俊

観光大使
けんしゅん

かんこうたいし

7/27
Sat

17:30～21:30ごろ
28日（日）

17:30～21:00ごろ
7月27日（土）

行灯山車の  パレードが  メインの  まつりです。 伝統的な  武者絵から、 アニメの  キャラクターまで、
色とりどりの  山車が  練り歩きます。 山車行列と  一緒に  行われる  各団体の  パフォーマンスも  
楽しんで  ください。

小牧平成夏まつりとは？

ȐǵȱȊȂȉȶɉȼȐǵȱȊȂȉȶɉȼ

17:30 よさこい総踊り 【小牧市市民会館】
18:00 ハネト総踊り
18:15 和太鼓演奏
18:40 オープニング
19:00 山車行列スタート 【小牧市市民会館→メロディーパーク（小牧駅東）】

7/28
17:30 よさこい総踊り【メロディーパーク】
18:00 オープニング・表彰式（上位3賞以外）
19:00 山車行列スタート 【メロディーパーク（小牧駅東）→小牧市市民会館】
21:00 表彰式（上位3賞）・フィナーレ 【小牧市市民会館】
 手筒花火・アメリカ花火・和太鼓・レーザーのコラボレーション

Sun

※小雨決行
　荒天時中止

ƜǄƹǜ��ନ➟ǂȢȦǺɉȯɄȊǈ��સኰǬƱǘƵǭƥ㛠ƜǄƹǜ��ନ➟ǂȢȦǺɉȯɄȊǈ��સኰǬƱǘƵǭƥ㛠

携帯電話  などから  インターネット審査が  できます。 審査を  とおして  まつりに  参加  しましょう！
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日 時：10月 20日（日）　応募資格：中学生以上で  市内在住・在勤・在学の方　　募集人員：30人程度
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○申込方法：はがきに 「行列参加」と  書き、 住所、 氏名、 生年月日、 職業、 
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募集チーム数：25組  程度 （多数の  場合  抽選）

参 加 費：1人500円 （参加者  全員に  記念品  あり）
 　※コンテストと  フリーの  両方出ること  できます （両方  参加したい  場合も  同額と  なります）

【小牧駅前会場（メロディーパーク）】

10月 19日（土）

10月 20日（日）◆フリー

申し込み：

申し込み：

【ラピオ会場】《市民歌謡祭・カラオケ大会参加者》
あさひホールに  あなたの  
美声を  響かせませんか？

日  時：10月20日（日）　　
区  分：ゴールドの部（73歳以上）、 シニアの部（62歳から  72歳まで）、
　　　 フリーの部（年齢制限なし  ※歴代の  入賞者も  参加  可）
定  員：各40人（先着順）　　料  金：1,000円（2コーラス）
申し込み：

◆市民歌謡祭 日  時：10月19日（土）　　定  員：100人（先着順）　　料  金：500円（2コーラス）

◆カラオケ大会

きずしろうえいしがきはっくつちょうさきんねん

いとりでたんせみのこまきやまじょう
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うけつけじかん
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さいさいぶしにあさいいじょうぶごーるどくぶん

にちにちがつにちじからおけたいかい
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こーらすえんりょうきんせんちゃくじゅんにんていいんどにちがつにちじしみんかようさい
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めろでぃーぱーくこまきえきまえかいじょう

じっこういいんかいしみんかでんわばんごうがっこうめいきんむさき

しょくぎょうせいねんがっぴしめいじゅうしょかぎょうれつさんかもうしこみほうほう

きんにちがつおうぼきげんこもう

にんていどぼしゅうにんずうかたざいがくざいきんしないざいじゅうちゅうがくせいいじょうおうぼしかくにちじ

ぼしゅうぎょうれつさんかしゃ

こしもとてっぽうたいやりたい

ぎょうれつさんかしゃのぶなが

にち にちがつ

ぱれーど

かいさい こまきしみん さんか

にちがつこまきしみんいべんとこまきさいだいことし
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家族の  収入が  少ない  場合に、申請し  認められると  国民年金保険料を  安く  

することが  できます（免除申請と  いいます）。 

特に  30歳未満の  方は、 本人の  収入のみで  申請  できますので、 

ご希望の  方は  保険年金課に  申請してください。

☆平成25年7月末までに  申請すると、 平成24年7月分までの  保険料も

　受付することが  できます。

こまき　しやくしょ ほんちょうしゃ にかい せいかつ　　　　こうりゅうかない

ぽるとがるご げつ

ほけんねんきんか ふくしかこそだ しえんか ぽるとがるご ぽるとがるご

しみんか ちゅうごくご はな しょくいん

きん すぺいんご えいご げつ もくか

のぞ

が いこくじん　そ うだ ん　まどぐち

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）

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

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
といあわせさき せいかつこうりゅうか

国民年金保険料を  払えない？
7月中に  相談してください！

問合先 保険年金課　TEL0568-76-1124
ほけんねんきんかといあわせさき

国民年金とは？
日本の  法律により、 日本に  住んでいる  外国人の  方も  20歳  以上  60歳  未満の  方は、

国民年金に  加入し、 保険料を  払わなければ  なりません。

国民年金には、3種類の  年金が  あります。

※脱退一時金
国民年金保険料を  6ヶ月以上  支払った  外国人の  方は、 出国後  2年以内で  あれば  
脱退一時金を  請求できます。 出国する  前に  市役所に  申し出てください。
申請用紙を  お渡しします。

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

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

35歳の ための ヤング健診

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

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。

 7月 31日 （水） 保健センター

 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

9:30～12:00
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。

450人（先着順）

料　金 りょうきん 無料

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。

（H26）

※8月11日（日）は、 ポルトガル語の  通訳が  居ます。

国民年金加入中に  亡くなられた  方の  遺族の  方が、申請し  認められたときに
支払われます。

遺族基礎年金

国民年金加入中の  病気や  けがで  障害等級1級  又は  2級に  なった方が、 申請し  
認められた  ときに  支払われます。

障害基礎年金

国民年金保険料を  25年以上  払っている（免除が  認められている）方に
65歳から  申請すると  支払われます。

老齢基礎年金

※今までに  申請し  免除・猶予が  承認  されている  方も、 毎年  7月以降に  更新  申請が  必要です。

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
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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
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廃棄物対策課　TEL.0568-76-1147問合先
といあわせさき はいきぶつたいさくか

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

リサイクルプラザ　TEL.0568-78-3631
りさいくるぷらざ

不法投棄を  防止するには、 市民の  皆さん  一人ひとりが  不用となった

家電製品や  家具などを、 ルールを  正しく  守って  処分することが  大切です。

廃棄物を  違法に  捨てた者は、 法律により  5年以下の  懲役

もしくは  1千万円  以下の  罰金  または  この  併科に  処せられます。

また、 私有地に  ごみが  投棄されると、 土地の  所有者  あるいは  管理者が  適正に  処理することと  

なります。 土地を  お持ちの方は、 投棄されないよう  柵や  ネットを  設置したり、 雑草の  除去や

剪定をして、 視界を  広げておくなど、 こまめに  足を  運んで  状況確認を  おこない、 不法投棄を 

しにくい  環境を  整えることが  重要です。

不法投棄は犯罪です

廃棄物対策課  及び  リサイクルプラザ  窓口にて、 

ごみ集積場  管理用の  カラスよけネットを  無償で  配布しています。

ごみが  ネットから  はみ出していると  効果が  ありませんので、 

ご利用の  際は  しっかりと  被せて  利用して  ください。

水道料金・下水道使用料の  支払いを  忘れていませんか。

また、口座からの  引き落としが  できていますか。

期間中は  職員が  各家庭を  まわって  お金を  あつめます。

なお、職員は  身分証明書を  もっています。

問合先 上下水道部料金課　TEL0568-79-1320
じょうげすいどうぶりょうきんかといあわせさき

水道料金と 下水道使用料 訪問徴収

期間：7月9日（火）

　　　～8月2日（金）

お知らせごみ集積場での カラス対策に ついて
【 カラスよけネットの  利用 】

ふ ほ う と う き は ん ざ い

みぶんしょうめいしょしょくいん

かねかくかていしょくいんきかんちゅう

おひこうざ

わすしはらげすいどうしようりょうすいどうりょうきん

きんにちがつ

かにちがつきかん

ほ う も ん ち ょ う し ゅ うし よ う りょ うげ す い ど うす い ど う りょ う き ん

りよう かぶさい りよう

こうかだねっと

はいふむしょうねっとからすかんりようしゅうせきじょう

まどぐちりさ いくるぷらざおよはいきぶつたいさくか

りようねっとからす

た い さ くか ら すし ゅ う せ き じ ょ うし

じゅうようととのかんきょう

ふほうとうきじょうきょうかくにんはこあしひろしかいせんてい

じょきょざっそうせっちねっとさくとうきかたもとち

しょりてきせいかんりしゃしょゆうしゃとちとうきしゆうち

しょへいかばっきんいかいっせんまんえん

ちょうえきいかねんほうりつものすいほうはいきぶつ

たいせつしょぶんまもるーるかぐ ただかでんせいひん

ふようひとりみなしみんぼうしふほうとうき



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

平成夏まつり  昨年の様子平成夏まつり  昨年の様子

P2

P8P3

P4 P6

P5

P6

P7

7月  2日（火）
7月  9日（火）
7月16日（火）
7月23日（火）
7月30日（火）

7月  5日（金）
7月12日（金）
7月19日（金）

7月  3日（水）
7月10日（水）
7月24日（水）

7月  3日（水）

7月21日（日）

7月11日（木）
7月18日（木）

7月26日（金）

7月24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 1月1日～13日生まれ
2012年 1月14日～20日生まれ
2012年 1月21日～30日生まれ

2011年  4月1日～15日生まれ
2011年  4月16日～30日生まれ

7月26日（金）
7月  4日（木）

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  7月1日～10日生まれ
2010年  7月11日～21日生まれ
2010年  7月22日～31日生まれ

４か月以降の親子（２7組）
●料金／無料　●申込み／保健センター

９か月以降の親子（２1組）
●料金／無料　●申込み／保健センター

市内在住の妊婦とその夫（妊婦のみの参加も可）30組

●内容／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　●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  2月21日～28日生まれ
2013年  3月1日～9日生まれ
2013年  3月10日～17日生まれ
2013年  3月18日～24日生まれ
2013年  3月25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

10:00～12:00

10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00

7月  8日（月）
7月  9日（火）
7月16日（火）
7月23日（火）
7月30日（火）

7月  2日（火）
13:00～15:00

●料金／無料　●申込み／保健センター

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

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

パパママ教室

期　日

●住基ネットに  ついて

●税金の支払期限

●国民年金保険料に ついて

●小牧平成夏祭り

●小牧市民まつり  参加募集

●35歳のための  ヤング健診

●外国人相談窓口

●不法投棄は  犯罪です

●ごみ集積場での  カラス対策

●水道料金・下水道使用料

●母子 検診等 カレンダー
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外国人の人口：7,256人 / 小牧の人口：153,532人（2013年6月1日現在）


