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  6月13日（火）
  6月20日（火）
 6月27日（火）

  7月  4日（火）

  6月  2日（金）
  6月  9日（金）
  6月16日（金）

  6月  7日（水）
  6月14日（水）
  6月28日（水）

  6月23日（金）
  6月15日（木）
  6月  5日（月）

  6月  8日（木）
  6月22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

保健センター 13:45～14:30

※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

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）

生まれてから  5か月～1歳未満

P7

P8

P2・3

P4

P5

P6

赤ちゃん訪問

6月14日（水）

  7月  9日（日）

6月30日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

西部児童館

小牧南児童館

小牧児童館

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人）赤ちゃんも参加もできます

●料金／0円　●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

申し込みは いりません

９か月児以降の親子（21組）

●料金／0円　●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／0円　

●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）

乳幼児（特に 1歳 ぐらいの お子さんに おすすめです）

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

6月20日（火）
6月13日（火）
6月  6日（火）

6月23日（金）

6月16日（金）

6月  9日（金）

6月16日（金）

●料金／0円　

●申し込み／保健センター
母乳相談

育児相談・妊婦・
産婦健康相談

パパママ教室

6月26日（月）
10:00～12:00

10:00～11:15

6月27日（火）

小牧南児童館

●対象／市内に 住んでいる 妊婦と その夫 （妊婦のみ でも 参加 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 生まれてから２～３か月頃の 赤ちゃんの いる 家に 出産祝い品を 
持って 訪問します。 （前もって 電話で 都合を ききます）

●区（自治会）に 入りましょう

●6月から 児童手当現況届の 受付が はじまります
●国民健康保険税は 口座振替で お支払いください
●2017年度 国民健康保険税の 通知書を 送ります

●2017年度 市・県民税の 納税通知書を 送ります
●次の 税金の 支払い期限は 6月30日（金）です

●KIA 国際こども教室
　「ふれあい体験ツアー」
●プラネタリウム 新番組

●外国人のための 相談窓口の お知らせ
●成人検診の お知らせ

●母子健診などの カレンダー

2015年12月  1日～  8日生まれ

2015年12月  9日～20日生まれ

2015年12月21日～31日生まれ

2015年  3月  1日～15日生まれ

2015年  3月16日～31日生まれ
2014年  6月  1日～11日生まれ

2014年  6月12日～19日生まれ

2014年  6月20日～30日生まれ

2017年  2月  1日～  8日生まれ
2017年  2月  9日～16日生まれ
2017年  2月17日～23日生まれ
2017年  2月24日～28日生まれ

●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、 おうちの 味を 知ろう（塩分濃度測定）　

●持ち物／親子（母子）健康手帳、スープ30cc（前日の ものでも 大丈夫です）　●申し込み／保健センター
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外国人の人口：8,215人 / 小牧の人口：153,396人（2017年 5月 1日現在）
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OK!

避難場所

200m

ばしょひなん

あやしい人を  見張る  近所の  目

まずは、 区長（自治会長）さんに  連絡を！

何か  あった時、 
頼りに  なるのは  近所の  人です。

「こんにちは」 などの  あいさつを  することに  よって、
近所の  人と  仲よくなり、 みんなで  犯罪を  なくしましょう。

※ 災害  … 地震や  大雨などによって  被害を  受けること

※ 避難場所  … 逃げる  場所　※被災者…災害を  受けた  人

災害が  起きた 時の
助け合い

大きな  災害が  起きた時、 消防や 警察、 市の  職員などは、 すぐに  その場所に  
来ることが  できません。 阪神 ・ 淡路大震災、 新潟県中越地震の  時は、 
被災者の  約90%の  人が、 市民の  救助活動により  命を  救われました。

区（自治会）に 入りましょう

胸部X線検診 7月14日（金） 保健センター

胃がん検診

（胃部X線間接撮影）

6月19日（月）

6月28日（水）

7月20日（木）

9:00

～

11:00

9:00

～

11:00

9:00

～

11:00

9:00

～

10：30

種類 期日 時間 場所

検診のお知らせ

大腸がん検診

（便潜血反応検査）

乳がん検診

（超音波）

※検体容器は、５月下旬 頃から

送ります。 検体容器  回収は 

６月から 開始します。 回収日の

年間予定は、検体容器を 送る

時に 通知します。

保健センター 

保健センター 

保健センター
6月23日（金）

7月19日（水）

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  ある方

●定員／40人/回　●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  ある方

●料金／500円

●申し込み／保健センター

●対象／30歳から 39歳の 小牧市に 住民登録の ある方

●定員／60人/回　●料金／1,000円

●申し込み／保健センター

●対象／65歳以上で 小牧市に 住民登録の  ある方

●定員／なし　●料金／0円

●申し込み／予約は いりません。

 希望する 方は、 当日 会場に 直接 来てください。

子宮がん施設検診

（内診、視診、細胞診）

2017年6月1日（木）

～2018年3月31日（土）

●受診期間

●場所

小牧市内の 産婦人科

●対象／20歳以上の 小牧市に 住民登録の ある方で ①～③のいずれかの方

 ①奇数年に 生まれた方

 ②偶数年に 生まれた方で 2016年度に 受診して いない 方

 ③無料クーポンが 届いた方 （対象者には 6月頃に 送ります）

●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 方のみ 受けることが できます）

●申し込み／①③の方　小牧市内の産婦人科

  ②の方　前もって 保健センターに 聞いて ください。 保健センターで

  2016年度に 受診して いないことを 確認してから、 検診票を 送ります。

※子宮がん検診は、 厚生労働省の「がん検診の指針」に 基づき、 2年に 1回の 受診と しています。

骨粗しょう症検診

（超音波）
6月29日（木） 保健センター

●対象／30歳以上で 小牧市に 住民登録の  ある方

●定員／75人/回　●料金／830円

●申し込み／保健センター

成人検診の お知らせ成人検診の お知らせ

問合先
といあわせさき ほけん せんたー

保健センター　TEL.0568-75-6471　FAX.0568-75-8545

けんしん し

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.0568-76-1675（相談直通）市民安全課　TEL.0568-76-1675（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

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  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）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
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問合先
といあわせさき きょうどう すいしん か

協働推進課　TEL.0568-76-1149

区の  おもな  活動

 : 地域活動の  拠点となる  集会所の  管理や、  地域での  ふれあいの  輪を  広げるための  

　さまざまな  活動など。

 : 分別活動の  徹底により、 ごみの  資源化 ・ 減量活動や  ごみ集積場の  設置と維持管理など 

 : 交通死亡事故ゼロの  日の  街頭活動や  防犯パトロール隊による  防犯活動、 

　防犯灯の  設置や  維持管理など

 : 防火 ・ 防災訓練の  実施、 自主防災会の  設置など  

 : まちの  清掃や  公園の  清掃、 排水側溝、 用水の  清掃など  

 : 生活に  欠かせない  市の  広報や  地域の  情報を  配布、 回覧、 掲示など  
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100円 （3才以上）

※土曜日、 日曜日、 祝日は、 中学生  以下は  無料（0円）

団体料金  50円

（30人  以上で、 1週間前までに  電話予約が  必要です。）

※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

だれでも  観ることが  できます。

月曜日 （ただし、 月曜日が  祝日の  場合は  開館します。）
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デンパーク（安城産業文化公園）・八丁味噌の郷

2017年 7月 9日 （日） 8：45 ～ 16：30ころ
（雨でも 行きます）

国際こども教室 ふれあい体験ツアー

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

定　員 ていいん

いろいろな  国の  ともだちと  一緒に、 パン作りを  楽しもう‼ 八丁味噌の  はなしも  聞けるよ！♪
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やすしゅくじつげつようびにちようびかいこうみんかんこまきしこまきこまきし
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私たちの  住む 「地球」のこと、 どれくらい  知っていますか？
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6月から 児童手当 現況届の
受付が はじまります
児童手当を  受ける  ことが  できる  人には、 ６月  はじめ  頃に 「現況届」を  送ります。

現況届は、 毎年  ６月１日の  状況を  届け出る  ことで、 児童手当を  続けて  受ける  ことが  できるか 

どうかを  確認する  ための  ものです。 

市が  送る 「現況届」に、 必要書類を  つけて、 必ず  6月30日（金）までに  出して  ください。

出さなければ、 ６月分  からの  手当（１０月 振込予定）が  受けられなく  なりますので   

注意して  ください。

こども政策課　TEL.0568-76-1129問合先
といあわせさき せいさくか

もうしこみ ほうほう

市民税課　TEL.0568-76-1182問合先
といあわせさき しみんぜいか国民健康保険税は 口座振替で お支払いください

小牧市では、 口座振替での  お支払いを  お願い  しています。

2017年度 国民健康保険税の 
通知書を 送ります
2017年度の  国民健康保険税の  支払いを  お知らせする  手紙を  6月の  

中ごろに  送ります。 国民健康保険税は  2017年  4月より 後に  小牧市の  国民健康保険に  

加入している 人に  2016年中の  所得（会社から  もらった  給料など）などに  よって  かかります。

申込方法 銀行等へ  通帳 ・ 印かん ・ 納税通知書

（市役所からの  税金を  支払う  通知の  手紙）を  もって  申し込み。

（口座振替  申込用紙は  銀行等  及び  市役所（保険年金課）に  あり。）

なお、 市役所では、 キャッシュカード （できない  銀行も  あり） による

口座振替の  手続きが  できます。 

※銀行等では、 キャッシュカードに  よる  手続きは  できません。

●税金の  減免※に  ついて

会社を やめて  所得が  大きく  減ったり、 災害、 心身障害、 母子・父子家庭で  18歳未満の

子どもが  いる場合などで  税金を  払えない  ときは、 決められた  期限までに  申し込めば  

税金が  少なくなる  ことが  あります。 市役所まで  相談に  きてください。                

※減免…税金を  少なく  したり  なくしたり  すること

2017年度 市・県民税の 
納税通知書を送ります
2017年度の  納税通知書を  6月の  はじめに  送ります。 個人の  市・県民税は、 今年  1月1日  現在、

市内に  住所が  ある  人に、 前年中の  所得に  対して  税金が  かかります。

●税金の  減免※に  ついて

会社を  やめて  所得が  大きく  減ったり、 災害、 死亡、 長い  間の  病気の  治療などで  

税金を  払えない  ときは、 減免※を  受ける  ことが  できる  場合が  あります。

減免※の  申し込み  期限は、 退職や  死亡  などの  日の  次の  日から  数えて  30日か、

支払い  期限の  日の  どちらか  遅い  日まで  です。   

※ただし、 納付書に  書いてある  期限までです。

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。

8:30～17:15  ※ただし、年末年始は  休みです。

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。

とき ▶ 6月11日（日）、 6月25日（日）  8:30～17:15

❶ 本庁舎  2階で、 税金の  払い方の  相談が  できます。  税金を  払うことも  できます。

※減免…税金を  少なく  したり なくしたり  すること

次の 税金の 支払い期限は 6月 30日（金）です

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

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！ 

●市県民税（第1期）　　   ●国民健康保険税（第1期）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

保険年金課国保係　TEL.0568-76-1123問合先
といあわせさき がかりねんきんか こくほほけん

ちゅうい
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平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

保険年金課国保係　TEL.0568-76-1123問合先
といあわせさき がかりねんきんか こくほほけん

ちゅうい

　

すくぜいきんげんめん

そうだんしやくしょすくぜいきん

もう こきげんきはらぜいきんばあいこ

みまんさいかていふしぼししょうがいしんしんさいがいへおおしょとくかいしゃ

げんめんぜいきん

きゅうりょうかいしゃしょとくねんちゅうひとかにゅう

ほけんけんこうこくみんこまきしあとがつねんぜいほけんけんこうこくみんなか おく

がつてがみししはらぜいほけんけんこうこくみんねんど

てつづきゃっしゅかーどなどぎんこう

てつづふりかえこうざ

ぎんこうきゃっしゅかーどしやくしょ

ねんきんかほけんしやくしょおよなどぎんこうようしもうしこみふりかえこうざ

こもうてがみつうちしはらぜいきんしやくしょ

つうちしょのうぜいいんつうちょうなどぎんこう

ねがしはらふりかえこうざこまきし

うよていふりこみがつてあてがつぶんだ

だきんにちがつかならしょるいひつようとどけげんきょうおくし

かくにん

うつづてあてじどうでとどじょうきょうにちがつまいとしとどけげんきょう

おくとどけげんきょうごろがつひとうてあてじどう

ぜ いほ け んけ ん こ うこ く み ん

う け つ け

と ど けげ ん き ょ うて あ てじ ど うが つ

お くつ う ち し ょ

ぜ いほ け んけ ん こ うこ く み んね ん ど

し は らふ り か えこ う ざ

つ ぎ ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ に ち き ん

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 かい ぜいきん ぜいきんはら かた そうだん はら

つ ぜいきん こ ん び に え ん す す と あ

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

はやはらし

しはら

かくにんかねのここうざ

ひまえきげん

きげんか

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

　
すくぜいきんげんめん

ひおそひきげんしはら

にちかぞひ つぎ ひしぼうたいしょくきげんこもうげんめん

ばあいうげんめんはらぜいきん

ちりょうびょうきあいだながしぼうさいがいへおおしょとくかいしゃ

げんめんぜいきん

ぜいきんたいしょとくぜんねんちゅうひとじゅうしょしない

げんざいにちがつことしぜいけんみんしこじんおくがつつうちしょのうぜいねんど

わす

だい ききだい ほけん ぜいけんこうこくみんぜいしけんみん

お くつ う ち し ょの う ぜ い

ぜ いけ ん み んしね ん ど
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問合先
といあわせさき きょうどう すいしん か

協働推進課　TEL.0568-76-1149

区の  おもな  活動

 : 地域活動の  拠点となる  集会所の  管理や、  地域での  ふれあいの  輪を  広げるための  

　さまざまな  活動など。

 : 分別活動の  徹底により、 ごみの  資源化 ・ 減量活動や  ごみ集積場の  設置と維持管理など 

 : 交通死亡事故ゼロの  日の  街頭活動や  防犯パトロール隊による  防犯活動、 

　防犯灯の  設置や  維持管理など

 : 防火 ・ 防災訓練の  実施、 自主防災会の  設置など  

 : まちの  清掃や  公園の  清掃、 排水側溝、 用水の  清掃など  

 : 生活に  欠かせない  市の  広報や  地域の  情報を  配布、 回覧、 掲示など  

 : 盆踊りやまつり、  カラオケ大会、 運動会、 敬老会の企画など  

そ　 の　 他

ごみ減量活動

安全安心活動

防  災  活  動

美  化  活  動

広  報  活  動

親  睦  活  動

地域における  課題や  問題は、 一人では  解決できません。 

ぜひ、 あなたも  地域の  一員として  区に  入って、 自分の

地域を  みんなと  一緒に  より良く  していきましょう。

区って  なに?
区は、 地域の  住民や  事業所などが  
自主的に  組織している  団体です。

市内には  129の  区が  あり、 それぞれが  住みやすい  地域を  つくる  ために  
活動して  います。

どんな  ことを  
しているの?

区は、 市と  かかわりながら、 
皆さんのために  様々な  活動を  
行って  います。

区の  代表者である  区長さんは、 市からの  お知らせなどを    皆さんに  伝えたり、
道路を  直したり、 ごみ集積場を  管理するなど、 さまざまな  ことを、 市と  連絡 ・ 
調整して  います。

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK　©JAXA

100円 （3才以上）

※土曜日、 日曜日、 祝日は、 中学生  以下は  無料（0円）

団体料金  50円

（30人  以上で、 1週間前までに  電話予約が  必要です。）

※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

だれでも  観ることが  できます。

月曜日 （ただし、 月曜日が  祝日の  場合は  開館します。）

6月1日(木) ～ 6月17日(土)の  9：00～17：00の  間に  小牧市国際交流協会（KIA）（市公民館4階）へ

お金を  持って  来てください。 ※日曜日、 月曜日、 祝日、 12：00～13：00は  お休み　

※１人で  ３人まで  申し込めます。　

KIA会員 300円　／　会員でない人 800円

外国籍、 日本の  こども  それぞれ  20人

（早く  申し込んだ  人）

KIA会員  または  小牧市に  住んでいる  小学 3～6年生 

デンパーク（安城産業文化公園）・八丁味噌の郷

2017年 7月 9日 （日） 8：45 ～ 16：30ころ
（雨でも 行きます）

国際こども教室 ふれあい体験ツアー

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

定　員 ていいん

いろいろな  国の  ともだちと  一緒に、 パン作りを  楽しもう‼ 八丁味噌の  はなしも  聞けるよ！♪

問合先
といあわせさき 小牧市国際交流協会（KIA)  TEL.0568-76-0905 FAX.0568-71-8396 E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp

きょうかいこうりゅうこくさいこまきし

やすしゅくじつげつようびにちようびかいこうみんかんこまきしこまきこまきし

小牧市小牧2-107 小牧市公民館 4階  ※9:00～17:00 （12:00～13:00、日曜日、月曜日、祝日は お休み）

プラネタリウム 新番組
し ん ば ん ぐ みぷ ら ね た り う む

私たちの  住む 「地球」のこと、 どれくらい  知っていますか？

ドラえもんや  のび太達と  いっしょに〝宇宙に浮かぶ地球〟の  ふしぎを  体験する  旅に  出発しよう！

「ドラえもん  宇宙ふしぎ大探検3 ～地球のふしぎ～」 （夏の  星座  解説付）

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

お休み おやすみ

6月1日（木）投映開始
●火曜日 ～ 金曜日…… ①15:30～（※夏休みの  火曜日～金曜日は、 13:30～も  やります。）

●土曜日、日曜日、祝日… ①10:30～  ②13:30～  ③15:30～
 （※夏休みの  土曜日、 日曜日、 祝日は、 14:30～も  やります。）

◯所要時間 ： 約45分   ※別番組又は  イベント開催で、 番組を  変更する  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  5-253）

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

いっしょ よ

かつどう
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OK!

避難場所

200m

ばしょひなん

あやしい人を  見張る  近所の  目

まずは、 区長（自治会長）さんに  連絡を！

何か  あった時、 
頼りに  なるのは  近所の  人です。

「こんにちは」 などの  あいさつを  することに  よって、
近所の  人と  仲よくなり、 みんなで  犯罪を  なくしましょう。

※ 災害  … 地震や  大雨などによって  被害を  受けること

※ 避難場所  … 逃げる  場所　※被災者…災害を  受けた  人

災害が  起きた 時の
助け合い

大きな  災害が  起きた時、 消防や 警察、 市の  職員などは、 すぐに  その場所に  
来ることが  できません。 阪神 ・ 淡路大震災、 新潟県中越地震の  時は、 
被災者の  約90%の  人が、 市民の  救助活動により  命を  救われました。

区（自治会）に 入りましょう

胸部X線検診 7月14日（金） 保健センター

胃がん検診

（胃部X線間接撮影）

6月19日（月）

6月28日（水）

7月20日（木）

9:00

～

11:00

9:00

～

11:00

9:00

～

11:00

9:00

～

10：30

種類 期日 時間 場所

検診のお知らせ

大腸がん検診

（便潜血反応検査）

乳がん検診

（超音波）

※検体容器は、５月下旬 頃から

送ります。 検体容器  回収は 

６月から 開始します。 回収日の

年間予定は、検体容器を 送る

時に 通知します。

保健センター 

保健センター 

保健センター
6月23日（金）

7月19日（水）

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  ある方

●定員／40人/回　●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  ある方

●料金／500円

●申し込み／保健センター

●対象／30歳から 39歳の 小牧市に 住民登録の ある方

●定員／60人/回　●料金／1,000円

●申し込み／保健センター

●対象／65歳以上で 小牧市に 住民登録の  ある方

●定員／なし　●料金／0円

●申し込み／予約は いりません。

 希望する 方は、 当日 会場に 直接 来てください。

子宮がん施設検診

（内診、視診、細胞診）

2017年6月1日（木）

～2018年3月31日（土）

●受診期間

●場所

小牧市内の 産婦人科

●対象／20歳以上の 小牧市に 住民登録の ある方で ①～③のいずれかの方

 ①奇数年に 生まれた方

 ②偶数年に 生まれた方で 2016年度に 受診して いない 方

 ③無料クーポンが 届いた方 （対象者には 6月頃に 送ります）

●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 方のみ 受けることが できます）

●申し込み／①③の方　小牧市内の産婦人科

  ②の方　前もって 保健センターに 聞いて ください。 保健センターで

  2016年度に 受診して いないことを 確認してから、 検診票を 送ります。

※子宮がん検診は、 厚生労働省の「がん検診の指針」に 基づき、 2年に 1回の 受診と しています。

骨粗しょう症検診

（超音波）
6月29日（木） 保健センター

●対象／30歳以上で 小牧市に 住民登録の  ある方

●定員／75人/回　●料金／830円

●申し込み／保健センター

成人検診の お知らせ成人検診の お知らせ

問合先
といあわせさき ほけん せんたー

保健センター　TEL.0568-75-6471　FAX.0568-75-8545

けんしん し

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.0568-76-1675（相談直通）市民安全課　TEL.0568-76-1675（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

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  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）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

もく

すくいのち
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  6月13日（火）
  6月20日（火）
 6月27日（火）

  7月  4日（火）

  6月  2日（金）
  6月  9日（金）
  6月16日（金）

  6月  7日（水）
  6月14日（水）
  6月28日（水）

  6月23日（金）
  6月15日（木）
  6月  5日（月）

  6月  8日（木）
  6月22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

保健センター 13:45～14:30

※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

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）

生まれてから  5か月～1歳未満

P7

P8

P2・3

P4

P5

P6

赤ちゃん訪問

6月14日（水）

  7月  9日（日）

6月30日（金）

保健センター

保健センター

保健センター

西部児童館

小牧南児童館

小牧児童館

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人）赤ちゃんも参加もできます

●料金／0円　●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

申し込みは いりません

９か月児以降の親子（21組）

●料金／0円　●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／0円　

●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）

乳幼児（特に 1歳 ぐらいの お子さんに おすすめです）

10:00～12:00

13:00～16:00

10:00～11:15

6月20日（火）
6月13日（火）
6月  6日（火）

6月23日（金）

6月16日（金）

6月  9日（金）

6月16日（金）

●料金／0円　

●申し込み／保健センター
母乳相談

育児相談・妊婦・
産婦健康相談

パパママ教室

6月26日（月）
10:00～12:00

10:00～11:15

6月27日（火）

小牧南児童館

●対象／市内に 住んでいる 妊婦と その夫 （妊婦のみ でも 参加 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 生まれてから２～３か月頃の 赤ちゃんの いる 家に 出産祝い品を 
持って 訪問します。 （前もって 電話で 都合を ききます）

●区（自治会）に 入りましょう

●6月から 児童手当現況届の 受付が はじまります
●国民健康保険税は 口座振替で お支払いください
●2017年度 国民健康保険税の 通知書を 送ります

●2017年度 市・県民税の 納税通知書を 送ります
●次の 税金の 支払い期限は 6月30日（金）です

●KIA 国際こども教室
　「ふれあい体験ツアー」
●プラネタリウム 新番組

●外国人のための 相談窓口の お知らせ
●成人検診の お知らせ

●母子健診などの カレンダー

2015年12月  1日～  8日生まれ

2015年12月  9日～20日生まれ

2015年12月21日～31日生まれ

2015年  3月  1日～15日生まれ

2015年  3月16日～31日生まれ
2014年  6月  1日～11日生まれ

2014年  6月12日～19日生まれ

2014年  6月20日～30日生まれ

2017年  2月  1日～  8日生まれ
2017年  2月  9日～16日生まれ
2017年  2月17日～23日生まれ
2017年  2月24日～28日生まれ

●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、 おうちの 味を 知ろう（塩分濃度測定）　

●持ち物／親子（母子）健康手帳、スープ30cc（前日の ものでも 大丈夫です）　●申し込み／保健センター
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外国人の人口：8,215人 / 小牧の人口：153,396人（2017年 5月 1日現在）


