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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  人には  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。

種　類 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

健診のおしらせ

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

赤ちゃん訪問

9月17日（日）

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）

●対象／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

●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

10:00～12:00

10:00～11:15

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）

●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

●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　

●持ち物／親子（母子）健康手帳、スープ（30ccくらい）  ●申し込み／保健センター

9月12日（火）
9月19日（火）
9月26日（火）

10月  3日（火）

2017年  5月  1日～  7日生まれ
2017年  5月  8日～14日生まれ
2017年  5月15日～22日生まれ
2017年  5月23日～31日生まれ

9月  1日（金）
9月  8日（金）
9月15日（金）

2016年  3月  1日～  8日生まれ

2016年  3月  9日～18日生まれ

2016年  3月19日～31日生まれ

9月  7日（木）
 9月28日（木）

2015年  6月  1日～15日生まれ

2015年  6月16日～30日生まれ

9月  6日（水）
9月13日（水）
9月27日（水）

2014年  9月  1日～  9日生まれ

2014年  9月10日～20日生まれ

2014年  9月21日～30日生まれ
9月  7日（木）
9月20日（水）

9月25日（月）

9月22日（金）

9月  6日（水）

9月26日（火）
9月25日（月）
9月19日（火）
9月12日（火）
9月  5日（火）

9月  8日（金）

9月22日（金）

9月29日（金）

9月29日（金）

北里児童館

篠岡児童館

小牧児童館
小牧児童館

※
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「こまき信長夢夜会」 昨年の  様子「こまき信長夢夜会」 昨年の  様子

P8

P2,3

P4

P5 P7

●家庭での 震災対策 ～避難・災害用 備蓄～

●KIA 第2期 日本語教室　

●KIA 防災訓練

P6 ●小牧山薪能

●第58回 小牧市民美術展 作品募集

●外国人のための 相談窓口の おしらせ

●成人検診の おしらせ

●母子健診などの カレンダー

●KIA バスハイク

●次の 税金の 支払い 期限は 10月2日（月）です
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外国人の人口：8,332人 / 小牧の人口：153,294人（2017年 8月 1日現在）
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非常持出

胸部X線検診

肺がん検診

（喀痰検査）

9月 2日（土）

2018年
2月20日（火）まで

受診期間

10月12日（木）

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

9:30
〜

11:00

9:00
〜

11:00

種類 日にち 時間 場所

検診の おしらせ

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

乳がん検診
（超音波）

保健
センター 

保健センター 

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/回　●料金／1,000円（70歳以上は500円）

●申し込み／保健センター 

誕生日が 1989年 1月 7日 以前
対象者

偶数年に 生まれた 人

誕生日が 1989年 1月 8日 以降 奇数年に 生まれた 人

●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

※9月9日は  勤労センターで  検体容器を  回収します。

●対象／30歳から  39歳までの  小牧市に  住民登録の  ある人

●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  ある人
●定員／なし　●料金／0円
●申し込み／予約は いりません。
 希望する 人は、 当日 会場に 直接 来てください。

※容器に  3日分の 痰をとり  各自 郵送で 提出

●対象／50歳以上の 小牧市に 住民登録が ある人で たばこを 1年に 600本以上 吸う 人

●定員／なし　●料金／500円　●申し込み／2月14日（水）までに 保健センター

子宮がん
個別検診

内診、視診、

細胞診

2018年
 3月31日（土）
　　　　まで

●受診期間

●対象／20歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  ①～③のいずれかの人
　　　　① 下の 表に あてはまる人
　　　　② 無料クーポン券が  届いた人
　　　　③ ①②以外の 人で 2016年度に  受診して  いない人
●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 受けることが できます。
●申し込み／①②の人:小牧市内の産婦人科
  ③の人: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。

成人検診の おしらせ

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

10月17日（火）

勤労センター

勤労センター

保健センター 

保健センター 

勤労センター

9月 9日（土）

※検体容器 回収日の 年間予定は、
検体容器を 送る 時に 通知します。

子宮がん検診
（頸部のみ）

●対象／20歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で ①～③の いずれかの人
　　　　① 下の 表に あてはまる人
　　　　② 無料クーポン券が  届いた人
　　　　③ ①②以外の 人で 2016年度に  受診して  いない人
●定員／200人/回　●料金／1,000円（70歳以上は500円）
●申し込み／保健センター

9:30
〜

15:00

9:30
〜

15:00

9月 9日（土）

9月 9日（土）

乳がん検診
（マンモグラフィ） 10月  2日（月）

10月26日（木）

9月21日（木）

9:00
〜

14:30

13:30
〜

14:30

13:30
〜

14:15
9:30
〜

10:30

●対象／40歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で ①～③の いずれかの人

　　　　① 下の 表に あてはまる人

　　　　② 無料クーポン券が  届いた人

　　　　③ ①②以外の 人で 2016年度に  受診して  いない人

●定員  120人/回　●料金／1,000円（70歳以上は500円）

●申し込み／保健センター

乳がん
個別検診

（マンモグラフィ）

●対象／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  ①～③のいずれかの人
　　　　① 下の 表に あてはまる人
　　　　② 無料クーポン券が  届いた人
　　　　③ ①②以外の 人で 2016年度に  受診して  いない人
●料金／1,500円（70歳以上は500円）
●申し込み／①②の人 :みわレディースクリニックへ
  ③の人: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・乳がん検診（マンモグラフィ）について

　子宮がん検診、 乳がん検診（マンモグラフィ）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。

個
別
検
診

集
団
検
診

ふらっとみなみ

みわ

レディース

クリニック

市内

産婦人科）（

家庭での 震災
 
対策 ～避難・災害用 備蓄～

❶避難所・避難ルートを 確認しましょう！

❷非常持出品・災害用備蓄品の 準備を しましょう！

市内の  小中学校や  市民センターなどの  公共施設が  地震が  起きた時の  決められた  避難所になります。 

災害が  起きた時の  状況などを  考えて、 避難できる  避難所に  避難してください。 

また、 あらかじめ  家族や  身近な  人と  避難先（待ち合わせ場所）を  

決めておき、 自宅、 学校 ・ 会社、 通勤 ・ 通学路の  危険な  場所を  確認して、 

安全な  避難ルートを  たくさん  考えておきましょう。

避難する時の  服装

ヘルメット ・ 防災ずきん

足の  ケガを  防ぎます。

※震災…地震による  災害のこと

※避難…逃げること

※備蓄…災害などに  そなえて  ためておくこと

※※ ※※ ※※

※自活…自分の  力で  生活すること

底の  厚い  丈夫な  靴

動きやすい  服を  着ます。

長袖・長ズボン

両手が  使えるようにします。

リュックサック

ガラスの  破片などから

手を  守ります。

軍手（手袋）

落下物などから  頭を  

守ります。

地震などの  災害に  備え、 日ごろから  備蓄の  準備を  しておくことが  大切です。 

備蓄品には、 避難する時に  まず  持ち出すべきもの（非常持出品）と、 復旧までの  自活※に  備え  

準備するもの（災害用備蓄品）が  あります。

家族構成に  合わせて  各家庭で  3日分以上（可能な  限り  1週間程度）の  食料品 ・ 飲料水を  

備蓄しましょう。  また、 長期保存できる  食料品などの  買い置きを  増やし、 使った  分だけを  

買い足しましょう。

非常持出品
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。

非常食（缶入りパン ・ クラッカーなど）、 飲料水
●食料品 ・ 
　飲料水
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ていしゅつゆうそうかくじたんぶんみっかようき

か

きかんじゅしん

いじょうさいたいしょう

せんたーほけんこもうえんりょうきん

かいにんていいん

ひと

ひと

とうろくじゅうみんこまきしさいさいたいしょう

ほけん せんたー

もく

げつ

か

ど

にちがつ

い

こもうないようたいしょう

おくけんしんひょうかくにんじゅしんねんど

ほけんきせんたー せんたーほけんまえひと

さんふじんかこまき しないひとこもう

うひとみとひつよういしけんしんたいぶ

えんさい いじょう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

じゅしんかいねんもとししんけんしんろうどうしょうこうせい

けんしん

しきゅう

まんもぐらふぃ

まんもぐらふぃけんしん

しきゅう けんしん にゅう

けんしんにゅう

おくけんしんひょうかくにんじゅしんねんど

ほけん せんたー

くりにっく

れでぃーす

さんふじんか

しない

け
ん
し
ん

こ
べ
つ

け
ん
し
ん

し
ゅ
う
だ
ん

せいじん けんしん

どにちがつ

ねん

きかんじゅしん

きせんたーほけんまえひと

くりにっくれでぃーすひとこもう

えんいじょうさいえんりょうきん

ひと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

ひとじゅしんねんどひといがい

ひととどけんむりょう

ひとひょうした

ひとじゅしんねんどひといがい

ひととどけんむりょう

ひとひょうした

とき つうちおくようきけんたい

ねんかん よていかいしゅうびようきけんたい

ひとうぐうすうねんいぜんにちがつねんたんじょうび

たいしょうしゃ

ひとうきすうねんいこうにちがつねんたんじょうび

ばしょじかんひしゅるいび ち くさ い が い よ うひ な んた い さ くし ん さ いか て い

ひなんじょ ひなん るーと かくにん

かんがるーとひなんあんぜん

かくにんばしょきけんつうがくろつうきんかいしゃがっこうじたくき

ばしょあまひなんさきひとみぢかかぞく

ひなんひなんじょひなんかんがじょうきょうお ときさいがい

ひなんじょきお ときじしんしせつこうきょうしみん せんたーしょうちゅうがっこうしない

まもて

はへんがらす

てぶくろぐんて

まも

あたまらっかぶつ

ぼうさいへるめっと

ふくそうひなん とき

ふせけがあし

くつじょうぶあつそこ

ふく

に

さいがいびちく

ひなん

さいがいじしんしんさい

きうご

ずぼんながながそで

つかりょうて

りゅっくさっく

ひじょう もちだしひん さいがいよう びちくひん じゅんび

たか

ぶんつかふおかしょくりょうひんほぞんちょうきびちく

いんりょうすいしょくりょうひんていどしゅうかんかぎかのういじょうにちぶんかていかくあこうせいかぞく

びちくひんさいがいようじゅんび

そなじかつ

じかつ じぶん ちから せいかつ

ふっきゅうもちだしひんひじょうだもひなん ときびちくひん

たいせつじゅんびびちくひそなさいがいじしん

いんりょうすいくらっかーぱんいかんひじょうしょく

いんりょうすい

しょくりょうひん

だも

いりゅっくさっくつかじゆうりょうて

もちだしひんひじょう
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危機管理課　TEL.0568-76-1171危機管理課　TEL.0568-76-1171問合先
といあわせさき きききき かんりかんり かか

災害用備蓄品

家族構成に  応じた  備え

食料品
（レトルト食品など  
簡単な  調理で  
食べられるもの）

家族構成により  必要に  応じて  準備するもの

離乳食、 粉ミルク、 ほ乳瓶、 紙おむつ●乳幼児

入れ歯、 介護に  必要な  用品（大人用  紙おむつなど）●高齢者

飲料水
（１人  １日当たり  
３リットル）、 
飲料水用ポリタンク

カセットコンロ・
ガス

簡易トイレ、 
トイレットペーパー

洗面具、 
食品用ラップ、 
ビニールシート

など

など

など

持病薬、 解熱剤、 かぜ薬、 胃腸薬、 ばんそうこう、 

包帯、 傷薬、 おくすり手帳
●医療品

現金（10円、100円硬貨を  含む）、 通帳、 印鑑、 

身分証明書（マイナンバーカード、 免許証、 保険証）
●貴重品

衣類（上着、 下着  含む）、 雨具、 タオル、 ティッシュ、 マスク、 

除菌シート、 めがね、 コンタクト用品、 生理用品、 缶切り

●その他  
　生活用品

携帯ラジオ、 懐中電灯（予備電池を  含む）、 

ライター、 軍手、 ヘルメット
●防災用品日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

料　金 りょうきん 申し込み もうしこみ

申し込み もうしこみ０円

小牧山薪能
小牧山で  日本の  伝統芸能 「能」を  見る  イベントです。 

ぜひ  来てください。

9月 16日（土）

小牧山史跡公園

観覧席開場：16:00　オープニングセレモニー：17:00　

火入れ式： 17:45　始まり： 18:00　終わり： 20:00頃

小牧山薪能に  来る  外国人の  ために、 英語の  イヤホンガイダンスが  あります。

■英語イヤホンガイダンスを  行います

生涯学習課　TEL.0568-76-1166問合先
といあわせさき

（雨が  降った  時は  

  小牧市市民会館で  やります）

電話  または  メール

小牧通訳ボランティア会  佐伯（090-8072-2817）

（Eメール：noopy2476@yahoo.co.jp）

500円、 学生 300円

不要

外国人のための 相談窓口の おしらせ
小牧市役所 本庁舎 2階  市民安全課内
9:00 ～ 17:00 （12:00～13:00は お休み）

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 （9:00～16:30）を  

話すことが  できる  職員が  います。

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 そうだん ちょくつう

一般財団法人こまき市民文化財団　TEL.0568-71-9700問合先
といあわせさき ざいだんぶんかしみんほうじんざいだんいっぱん

月～金ポルトガル語・スペイン語・英語

第58回 小牧市民美術展 作品募集
出品資格 しゅっぴんしかく

募集部門 ぼしゅうぶもん

賞 しょう

作品規格 さくひんきてい

出品料 しゅっぴんりょう 展示会場 てんじかいじょう

受付・搬入 うけつけ・はんにゅう

10月22日（日） 時点で  ①②  どちらかを  満たす人  ※中学生以下を  除く

①市内  在住・在学・在勤の人　②市内の  文化団体に  所属する人

日本画、洋画、彫塑工芸、書道、写真　※1部門につき  1人1点、未発表の  作品に  限る。

市長賞、市議会議長賞、市教育委員会賞、こまき市民文化財団賞    ほか

部門ごとに  きまりが  あるので  募集要項（市内公共施設などに  用意）を  確認してください。

０円 まなび創造館  5階アリーナ、4階市民ギャラリー

10月23日（月）  15:00～20:00  に、市内公共施設などに  用意してある  用紙に

記入し、 作品と  一緒に  まなび創造館  5階  アリーナに  持ってきて  ください。

た き ぎ の うこ ま き や ま

まどぐちそうだんが い こくじ ん

み いべんと

き

のうげいのうでんとうにほんこまきやま

どにちがつ

えいご いやほん おこな

ごろおはじしきいひ

せれもにーおーぷにんぐ

かがくしゅうしょうがい

かいじょうかんらんせき

がくせい

いやほん がいだんす

もありーなかいそうぞうかんさくひん いっしょきにゅう

ようい ようししせつこうきょうしないげつにちがつ

ぎゃらりーしみんかいありーなかいそうぞうかんえん

かくにんよういしせつこうきょうしないようこうぼしゅうぶもん

しょうざいだんぶんかしみんしょういいんかいきょういくししょうしぎかい ぎちょうしょうしちょう

かぎさくひんみはっぴょうてんひとりぶもんしゃしんしょどうこうげいちょうそようがにほんが

ひとしょぞくだんたいぶんかしないひとざいきんざいがくざいじゅうしない

のぞいかちゅうがくせいひとみじてんにちにちがつ

ぼ し ゅ うさくひ んび じ ゅつ て んし み んこ ま きか いだ い

えいごがいこくじんくたきぎのうこまきやま

がいだんす

ぼらんてぃあつうやくこまき

めーるでんわえん えん

かいかんしみんこまきし

ふ ときあめこうえんしせきこまきやま

えん ふよう

かい さえき

めーる

ほけん ねんきん か ふくし そうむ か ぽるとがる ごぽるとがるほいく ごか

はな しょくいん

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 ない

ぽるとが る ご げつ きんすぺい ん ご えいご

きかんようひんせいりようひんこんたくとしーとじょきん

ますくてぃっしゅたおるあまぐふくしたぎうわぎいるい

ほけんしょうめんきょしょうかーどまいなんばーしょうめいしょみぶん

いんかんつうちょうふくこうかえんえんげんきん

てちょうきずぐすりほうたい

いちょうやくぐすりげねつざいじびょうやく

へるめっとぐんてらいたー

ふくでんちよびかいちゅうでんとうらじおけいたい

せいかつようひん

た

きちょうひん

いりょうひん

ようひんぼうさい

ぽりたんくいんりょうすいようた

しーとびにーるりっとるちょうりかんたん

らっぷしょくひんようぺーぱーといれっとがすあにちにんしょくひんれとると

せんめんぐといれかんいこんろかせっといんりょうすいしょくりょうひん

びちくひんさいがいよう

かみおとなようようひんひつようかいごばい

かみにゅうびんみるくこなりにゅうしょく

こうれいしゃ

にゅうようじ

そなおうこうせいかぞく

じゅんびひつよう おうこうせいかぞく

やす
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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  ただし  12:00～13:00、日曜日、月曜日、祝日は お休み

中級 生活に

役立つ

日本語

日曜日 木曜日

初級 初中級

日にち ひにち

場　所 ばしょ 対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

第２期 日本語教室
日曜日 （平成29年9月3日～12月10日の12回）

小牧市公民館４階　チェスルーム、  ローズルーム 外国人

1,000円 （会員でない  人は、 KIA年会費 2,000円が  必要です）

その他  テキスト代  Aクラス 1,500円、 B～Fクラス 1,000円、 G～Iクラス 2,000円

小牧市国際交流協会(KIA)に  直接  来て  ください。　

※自分の  レベルに  合わせて  クラスが  えらべます。

上級

A B C D E F G H I
13:00

～15:00
15:00

～17:00
15:00

～17:00
13:00

～15:00
10:30
～12:30

8:30
～10:30

10:30
～12:30

8:30
～10:30

17:00
～18:30

日　程

クラス

先　生

曜　日

時　間

朝倉 松岡 朝倉 松岡 松岡 松岡 朝倉 朝倉 朝倉

①  9月  3日 ②  9月10日 ③  9月17日 ④  9月24日 

⑤10月  1日 ⑥ 10月 8日 ⑦10月15日 ⑧11月  5日 

⑨11月12日 ⑩11月19日 ⑪11月26日 ⑫12月10日

①  9月  7日 ②  9月14日 ③  9月21日
④  9月28日 ⑤10月  5日 ⑥10月12日
⑦10月19日 ⑧10月26日 ⑨11月  2日
⑩11月  9日 ⑪11月16日 ⑫11月30日

～20:30

N2対応N3対応 N1対応

木曜日 （平成29年9月7日～11月30日の12回）

朝倉

500円 （BBQ・保険代  含む）

45人（早く  申し込んだ  人順）

小牧市に  住んでいる人、小牧市の  学校で  勉強している人、 小牧市で  仕事を  している人、

または  KIA会員の人。 3年生から  申し込みが  できます。

（小学生は  大人と  一緒に  参加して  ください）

小牧市消防本部、 市民四季の森

10月 29日（日）9:00～15:30 

防 災 訓 練 地震（JISHIN）のとき  何を  しますか？  
楽しく  学び、BBQで  交流しましょう‼

9月1日（金）～9月30日（土）

お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）に  来てください。

※申し込みした  後に  キャンセルしても、 お金は  返しません。

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

申し込み もうしこみ

バ ス ハイク

日　時 にちじ

集合場所 しゅうごう
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

申し込み もうしこみ

9月 24日（日）9:00～16:30（予定）

小牧市市民会館

中山道馬篭宿（岐阜県）

小牧市に  住んでいる人・小牧市で  仕事を  している人・小牧市の  学校で  勉強している人、

または  KIA会員の人。18才から  申し込みが  できます。

25人（早く  申し込んだ  人順）

会員 2,000円、 会員ではない人 3,000円 

9月 1日（金）～9月 16日（土）

お金を  もって、小牧市国際交流協会（KIA）に   来て  ください。

日本の  古い  町並みを  歩いたり、  

そば打ちを  体験して  交流しませんか。

※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 ▶ 9月10日（日）、 9月24日（日）  8:30～17:15

❶ 市役所本庁舎  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。

次の 税金の 支払い期限は 10月 2日（月）です

収税課　TEL.0568-76-1117問合先
といあわせさき 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！ 

●国民健康保険税（第4期） ●介護保険料（第3期）

●後期高齢者医療保険料（第2期）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

18:30

き
き ょ う し つに ほ ん ご

だ い

きちょくせつ

えん

えん

ねんかいひひとかいいんえん

ほか てきすと だい

るーむちぇす るーむろーずかいこうみんかんこまきし

じぶん

くらす くらす

かいにちがつにちがつねんへいせい

かいにちがつにちがつねんへいせい

にちようび

もくようび

きょうかいこうりゅうこくさいこまきし

ひつよう

がいこくじん

ききょうかいこうりゅうこくさいこまきしかね

どにちがつきんにちがつ

えんひとかいいんえんかいいん

ひとじゅんこもうはやにん

こもうさいひとかいいん

ひとべんきょうがっこうこまきしひとしごとこまきしひとすこまきし

ぎふけんまごめじゅくなかせんどう

かいかんしみんこまきし

よてい
にちにちがつ

こうりゅうたいけんう

あるまちなふるにほん

れべる くらす

えん えんくらす

あ

あさくら まつおか あさくら あさくら あさくら あさくらあさくらまつおか まつおか まつおか

たいおう

しょきゅう しょちゅうきゅう ちゅうきゅう じょうきゅう

にほんご

やくだ

せいかつ

くらす

もくようびにちようび

にってい

よ う び

せんせい

じ か ん

たいおうたいおう

がつ にち

かえかねきゃんせるあとこもう

ききょうかいこうりゅうこくさいこまきしかね

どにちがつきんにちがつ

ふくほけんだいえん

ひとじゅんこもうはやにん

さんかいっしょおとなしょうがくせい

こもうねんせいひとかいいん

ひとしごとこまきしひとべんきょうがっこうこまきしひとすこまきし

もりしきしみんほんぶしょうぼうこまきし

にちにちがつ

こうりゅうまなたの

なにじしん
くんれんぼうさい

は い くば す

つ ぎ ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ に ち げ つ

きだいかいご

ほけんりょういりょうこうれいしゃこうき

きだい

きだい

ほけんぜいけんこうこくみん ほけんりょう

かくにんかねのここうざひまえきげんしはらひと

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しはら

はや

しはら

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

そうだんかたはら はらぜいきん ぜいきんかいほんちょうしゃしやくしょ
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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  ただし  12:00～13:00、日曜日、月曜日、祝日は お休み

中級 生活に

役立つ

日本語

日曜日 木曜日

初級 初中級

日にち ひにち

場　所 ばしょ 対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

第２期 日本語教室
日曜日 （平成29年9月3日～12月10日の12回）

小牧市公民館４階　チェスルーム、  ローズルーム 外国人

1,000円 （会員でない  人は、 KIA年会費 2,000円が  必要です）

その他  テキスト代  Aクラス 1,500円、 B～Fクラス 1,000円、 G～Iクラス 2,000円

小牧市国際交流協会(KIA)に  直接  来て  ください。　

※自分の  レベルに  合わせて  クラスが  えらべます。

上級

A B C D E F G H I
13:00

～15:00
15:00

～17:00
15:00

～17:00
13:00

～15:00
10:30
～12:30

8:30
～10:30

10:30
～12:30

8:30
～10:30

17:00
～18:30

日　程

クラス

先　生

曜　日

時　間

朝倉 松岡 朝倉 松岡 松岡 松岡 朝倉 朝倉 朝倉

①  9月  3日 ②  9月10日 ③  9月17日 ④  9月24日 

⑤10月  1日 ⑥ 10月 8日 ⑦10月15日 ⑧11月  5日 

⑨11月12日 ⑩11月19日 ⑪11月26日 ⑫12月10日

①  9月  7日 ②  9月14日 ③  9月21日
④  9月28日 ⑤10月  5日 ⑥10月12日
⑦10月19日 ⑧10月26日 ⑨11月  2日
⑩11月  9日 ⑪11月16日 ⑫11月30日

～20:30

N2対応N3対応 N1対応

木曜日 （平成29年9月7日～11月30日の12回）

朝倉

500円 （BBQ・保険代  含む）

45人（早く  申し込んだ  人順）

小牧市に  住んでいる人、小牧市の  学校で  勉強している人、 小牧市で  仕事を  している人、

または  KIA会員の人。 3年生から  申し込みが  できます。

（小学生は  大人と  一緒に  参加して  ください）

小牧市消防本部、 市民四季の森

10月 29日（日）9:00～15:30 

防 災 訓 練 地震（JISHIN）のとき  何を  しますか？  
楽しく  学び、BBQで  交流しましょう‼

9月1日（金）～9月30日（土）

お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）に  来てください。

※申し込みした  後に  キャンセルしても、 お金は  返しません。

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

申し込み もうしこみ

バ ス ハイク

日　時 にちじ

集合場所 しゅうごう
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

申し込み もうしこみ

9月 24日（日）9:00～16:30（予定）

小牧市市民会館

中山道馬篭宿（岐阜県）

小牧市に  住んでいる人・小牧市で  仕事を  している人・小牧市の  学校で  勉強している人、

または  KIA会員の人。18才から  申し込みが  できます。

25人（早く  申し込んだ  人順）

会員 2,000円、 会員ではない人 3,000円 

9月 1日（金）～9月 16日（土）

お金を  もって、小牧市国際交流協会（KIA）に   来て  ください。

日本の  古い  町並みを  歩いたり、  

そば打ちを  体験して  交流しませんか。

※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 ▶ 9月10日（日）、 9月24日（日）  8:30～17:15

❶ 市役所本庁舎  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。

次の 税金の 支払い期限は 10月 2日（月）です

収税課　TEL.0568-76-1117問合先
といあわせさき 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！ 

●国民健康保険税（第4期） ●介護保険料（第3期）

●後期高齢者医療保険料（第2期）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

18:30
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危機管理課　TEL.0568-76-1171危機管理課　TEL.0568-76-1171問合先
といあわせさき きききき かんりかんり かか

災害用備蓄品

家族構成に  応じた  備え

食料品
（レトルト食品など  
簡単な  調理で  
食べられるもの）

家族構成により  必要に  応じて  準備するもの

離乳食、 粉ミルク、 ほ乳瓶、 紙おむつ●乳幼児

入れ歯、 介護に  必要な  用品（大人用  紙おむつなど）●高齢者

飲料水
（１人  １日当たり  
３リットル）、 
飲料水用ポリタンク

カセットコンロ・
ガス

簡易トイレ、 
トイレットペーパー

洗面具、 
食品用ラップ、 
ビニールシート

など

など

など

持病薬、 解熱剤、 かぜ薬、 胃腸薬、 ばんそうこう、 

包帯、 傷薬、 おくすり手帳
●医療品

現金（10円、100円硬貨を  含む）、 通帳、 印鑑、 

身分証明書（マイナンバーカード、 免許証、 保険証）
●貴重品

衣類（上着、 下着  含む）、 雨具、 タオル、 ティッシュ、 マスク、 

除菌シート、 めがね、 コンタクト用品、 生理用品、 缶切り

●その他  
　生活用品

携帯ラジオ、 懐中電灯（予備電池を  含む）、 

ライター、 軍手、 ヘルメット
●防災用品日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

料　金 りょうきん 申し込み もうしこみ

申し込み もうしこみ０円

小牧山薪能
小牧山で  日本の  伝統芸能 「能」を  見る  イベントです。 

ぜひ  来てください。

9月 16日（土）

小牧山史跡公園

観覧席開場：16:00　オープニングセレモニー：17:00　

火入れ式： 17:45　始まり： 18:00　終わり： 20:00頃

小牧山薪能に  来る  外国人の  ために、 英語の  イヤホンガイダンスが  あります。

■英語イヤホンガイダンスを  行います

生涯学習課　TEL.0568-76-1166問合先
といあわせさき

（雨が  降った  時は  

  小牧市市民会館で  やります）

電話  または  メール

小牧通訳ボランティア会  佐伯（090-8072-2817）

（Eメール：noopy2476@yahoo.co.jp）

500円、 学生 300円

不要

外国人のための 相談窓口の おしらせ
小牧市役所 本庁舎 2階  市民安全課内
9:00 ～ 17:00 （12:00～13:00は お休み）

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 （9:00～16:30）を  

話すことが  できる  職員が  います。

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 そうだん ちょくつう

一般財団法人こまき市民文化財団　TEL.0568-71-9700問合先
といあわせさき ざいだんぶんかしみんほうじんざいだんいっぱん

月～金ポルトガル語・スペイン語・英語

第58回 小牧市民美術展 作品募集
出品資格 しゅっぴんしかく

募集部門 ぼしゅうぶもん

賞 しょう

作品規格 さくひんきてい

出品料 しゅっぴんりょう 展示会場 てんじかいじょう

受付・搬入 うけつけ・はんにゅう

10月22日（日） 時点で  ①②  どちらかを  満たす人  ※中学生以下を  除く

①市内  在住・在学・在勤の人　②市内の  文化団体に  所属する人

日本画、洋画、彫塑工芸、書道、写真　※1部門につき  1人1点、未発表の  作品に  限る。

市長賞、市議会議長賞、市教育委員会賞、こまき市民文化財団賞    ほか

部門ごとに  きまりが  あるので  募集要項（市内公共施設などに  用意）を  確認してください。

０円 まなび創造館  5階アリーナ、4階市民ギャラリー

10月23日（月）  15:00～20:00  に、市内公共施設などに  用意してある  用紙に

記入し、 作品と  一緒に  まなび創造館  5階  アリーナに  持ってきて  ください。
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非常持出

胸部X線検診

肺がん検診

（喀痰検査）

9月 2日（土）

2018年
2月20日（火）まで

受診期間

10月12日（木）

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

9:30
〜

11:00

9:00
〜

11:00

種類 日にち 時間 場所

検診の おしらせ

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

乳がん検診
（超音波）

保健
センター 

保健センター 

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/回　●料金／1,000円（70歳以上は500円）

●申し込み／保健センター 

誕生日が 1989年 1月 7日 以前
対象者

偶数年に 生まれた 人

誕生日が 1989年 1月 8日 以降 奇数年に 生まれた 人

●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

※9月9日は  勤労センターで  検体容器を  回収します。

●対象／30歳から  39歳までの  小牧市に  住民登録の  ある人

●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  ある人
●定員／なし　●料金／0円
●申し込み／予約は いりません。
 希望する 人は、 当日 会場に 直接 来てください。

※容器に  3日分の 痰をとり  各自 郵送で 提出

●対象／50歳以上の 小牧市に 住民登録が ある人で たばこを 1年に 600本以上 吸う 人

●定員／なし　●料金／500円　●申し込み／2月14日（水）までに 保健センター

子宮がん
個別検診

内診、視診、

細胞診

2018年
 3月31日（土）
　　　　まで

●受診期間

●対象／20歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  ①～③のいずれかの人
　　　　① 下の 表に あてはまる人
　　　　② 無料クーポン券が  届いた人
　　　　③ ①②以外の 人で 2016年度に  受診して  いない人
●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 受けることが できます。
●申し込み／①②の人:小牧市内の産婦人科
  ③の人: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。

成人検診の おしらせ

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

10月17日（火）

勤労センター

勤労センター

保健センター 

保健センター 

勤労センター

9月 9日（土）

※検体容器 回収日の 年間予定は、
検体容器を 送る 時に 通知します。

子宮がん検診
（頸部のみ）

●対象／20歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で ①～③の いずれかの人
　　　　① 下の 表に あてはまる人
　　　　② 無料クーポン券が  届いた人
　　　　③ ①②以外の 人で 2016年度に  受診して  いない人
●定員／200人/回　●料金／1,000円（70歳以上は500円）
●申し込み／保健センター

9:30
〜

15:00

9:30
〜

15:00

9月 9日（土）

9月 9日（土）

乳がん検診
（マンモグラフィ） 10月  2日（月）

10月26日（木）

9月21日（木）

9:00
〜

14:30

13:30
〜

14:30

13:30
〜

14:15
9:30
〜

10:30

●対象／40歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で ①～③の いずれかの人

　　　　① 下の 表に あてはまる人

　　　　② 無料クーポン券が  届いた人

　　　　③ ①②以外の 人で 2016年度に  受診して  いない人

●定員  120人/回　●料金／1,000円（70歳以上は500円）

●申し込み／保健センター

乳がん
個別検診

（マンモグラフィ）

●対象／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  ①～③のいずれかの人
　　　　① 下の 表に あてはまる人
　　　　② 無料クーポン券が  届いた人
　　　　③ ①②以外の 人で 2016年度に  受診して  いない人
●料金／1,500円（70歳以上は500円）
●申し込み／①②の人 :みわレディースクリニックへ
  ③の人: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・乳がん検診（マンモグラフィ）について

　子宮がん検診、 乳がん検診（マンモグラフィ）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。

個
別
検
診

集
団
検
診

ふらっとみなみ

みわ

レディース

クリニック

市内

産婦人科）（

家庭での 震災
 
対策 ～避難・災害用 備蓄～

❶避難所・避難ルートを 確認しましょう！

❷非常持出品・災害用備蓄品の 準備を しましょう！

市内の  小中学校や  市民センターなどの  公共施設が  地震が  起きた時の  決められた  避難所になります。 

災害が  起きた時の  状況などを  考えて、 避難できる  避難所に  避難してください。 

また、 あらかじめ  家族や  身近な  人と  避難先（待ち合わせ場所）を  

決めておき、 自宅、 学校 ・ 会社、 通勤 ・ 通学路の  危険な  場所を  確認して、 

安全な  避難ルートを  たくさん  考えておきましょう。

避難する時の  服装

ヘルメット ・ 防災ずきん

足の  ケガを  防ぎます。

※震災…地震による  災害のこと

※避難…逃げること

※備蓄…災害などに  そなえて  ためておくこと

※※ ※※ ※※

※自活…自分の  力で  生活すること

底の  厚い  丈夫な  靴

動きやすい  服を  着ます。

長袖・長ズボン

両手が  使えるようにします。

リュックサック

ガラスの  破片などから

手を  守ります。

軍手（手袋）

落下物などから  頭を  

守ります。

地震などの  災害に  備え、 日ごろから  備蓄の  準備を  しておくことが  大切です。 

備蓄品には、 避難する時に  まず  持ち出すべきもの（非常持出品）と、 復旧までの  自活※に  備え  

準備するもの（災害用備蓄品）が  あります。

家族構成に  合わせて  各家庭で  3日分以上（可能な  限り  1週間程度）の  食料品 ・ 飲料水を  

備蓄しましょう。  また、 長期保存できる  食料品などの  買い置きを  増やし、 使った  分だけを  

買い足しましょう。

非常持出品
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。

非常食（缶入りパン ・ クラッカーなど）、 飲料水
●食料品 ・ 
　飲料水

けんしんこべつ

にゅう

まんもぐらふぃ

まんもぐらふぃ

さいぼうしん

ししんないしん

けんしんこべつ

しきゅう

けんしんせんきょうぶ

けんしん

けんさかくたん

はい

ちょうおんぱ
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けんしんだいちょう
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かいしゅうようきけんたいせんたーきんろうにちがつ

ほけんこもう

えんいじょうさいえんりょうきん
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か
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ほけん せんたー

もく

げつ

か

ど

にちがつ

い

こもうないようたいしょう
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うひとみとひつよういしけんしんたいぶ

えんさい いじょう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

じゅしんかいねんもとししんけんしんろうどうしょうこうせい

けんしん

しきゅう

まんもぐらふぃ

まんもぐらふぃけんしん

しきゅう けんしん にゅう

けんしんにゅう

おくけんしんひょうかくにんじゅしんねんど
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け
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せいじん けんしん

どにちがつ

ねん

きかんじゅしん

きせんたーほけんまえひと

くりにっくれでぃーすひとこもう

えんいじょうさいえんりょうきん

ひと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

ひとじゅしんねんどひといがい

ひととどけんむりょう

ひとひょうした

ひとじゅしんねんどひといがい

ひととどけんむりょう

ひとひょうした

とき つうちおくようきけんたい

ねんかん よていかいしゅうびようきけんたい

ひとうぐうすうねんいぜんにちがつねんたんじょうび

たいしょうしゃ

ひとうきすうねんいこうにちがつねんたんじょうび

ばしょじかんひしゅるいび ち くさ い が い よ うひ な んた い さ くし ん さ いか て い

ひなんじょ ひなん るーと かくにん

かんがるーとひなんあんぜん

かくにんばしょきけんつうがくろつうきんかいしゃがっこうじたくき

ばしょあまひなんさきひとみぢかかぞく

ひなんひなんじょひなんかんがじょうきょうお ときさいがい

ひなんじょきお ときじしんしせつこうきょうしみん せんたーしょうちゅうがっこうしない

まもて

はへんがらす

てぶくろぐんて

まも

あたまらっかぶつ

ぼうさいへるめっと

ふくそうひなん とき

ふせけがあし

くつじょうぶあつそこ

ふく

に

さいがいびちく

ひなん

さいがいじしんしんさい

きうご

ずぼんながながそで

つかりょうて

りゅっくさっく

ひじょう もちだしひん さいがいよう びちくひん じゅんび

たか

ぶんつかふおかしょくりょうひんほぞんちょうきびちく

いんりょうすいしょくりょうひんていどしゅうかんかぎかのういじょうにちぶんかていかくあこうせいかぞく

びちくひんさいがいようじゅんび

そなじかつ

じかつ じぶん ちから せいかつ

ふっきゅうもちだしひんひじょうだもひなん ときびちくひん

たいせつじゅんびびちくひそなさいがいじしん

いんりょうすいくらっかーぱんいかんひじょうしょく

いんりょうすい

しょくりょうひん

だも

いりゅっくさっくつかじゆうりょうて

もちだしひんひじょう



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

保健センター

保健センター

保健センター

※対象の  人には  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。

種　類 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

健診のおしらせ

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

赤ちゃん訪問

9月17日（日）

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）

●対象／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

●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

10:00～12:00

10:00～11:15

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）

●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

●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　

●持ち物／親子（母子）健康手帳、スープ（30ccくらい）  ●申し込み／保健センター

9月12日（火）
9月19日（火）
9月26日（火）

10月  3日（火）

2017年  5月  1日～  7日生まれ
2017年  5月  8日～14日生まれ
2017年  5月15日～22日生まれ
2017年  5月23日～31日生まれ

9月  1日（金）
9月  8日（金）
9月15日（金）

2016年  3月  1日～  8日生まれ

2016年  3月  9日～18日生まれ

2016年  3月19日～31日生まれ

9月  7日（木）
 9月28日（木）

2015年  6月  1日～15日生まれ

2015年  6月16日～30日生まれ

9月  6日（水）
9月13日（水）
9月27日（水）

2014年  9月  1日～  9日生まれ

2014年  9月10日～20日生まれ

2014年  9月21日～30日生まれ
9月  7日（木）
9月20日（水）

9月25日（月）

9月22日（金）

9月  6日（水）

9月26日（火）
9月25日（月）
9月19日（火）
9月12日（火）
9月  5日（火）

9月  8日（金）

9月22日（金）

9月29日（金）

9月29日（金）

北里児童館

篠岡児童館

小牧児童館
小牧児童館

※

表
紙
画
像
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％
の
拡
大
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用
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す

「こまき信長夢夜会」 昨年の  様子「こまき信長夢夜会」 昨年の  様子

P8

P2,3

P4

P5 P7

●家庭での 震災対策 ～避難・災害用 備蓄～

●KIA 第2期 日本語教室　

●KIA 防災訓練

P6 ●小牧山薪能

●第58回 小牧市民美術展 作品募集

●外国人のための 相談窓口の おしらせ

●成人検診の おしらせ

●母子健診などの カレンダー

●KIA バスハイク

●次の 税金の 支払い 期限は 10月2日（月）です
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しないたいしょう にんぷす にんぷ さんか くみおっと

かれんだーけんしんぼし

けんしんせいじん

まどぐちそうだんがいこくじん

ぼしゅうさくひんびじゅつてん

ようすさくねんやかいゆめのぶなが

しみんこまきかいだい

たきぎのうこまきやま

げつにちがつきげんしはらぜいきんつぎ

はいくばす

くんれんぼうさい

きょうしつにほんごきだい

びちくさいがいようひなんたいさくしんさいかてい
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がつごう

がつ ごう

ねんばんにほんごじょうほうしせいかつ

生活情報誌こまき やさしい日本語版 2017年9月号

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

2017
月号9

外国人の人口：8,332人 / 小牧の人口：153,294人（2017年 8月 1日現在）


