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http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/lifeinfo/10822.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

12月  3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）

●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

10月10日（火）
10月17日（火）
10月24日（火）
10月31日（火）

2017年  6月  1日～  6日生まれ
2017年  6月  7日～14日生まれ
2017年  6月15日～22日生まれ
2017年  6月23日～30日生まれ

10月  6日（金）
10月13日（金）
10月20日（金）

2016年  4月  1日～  8日生まれ

2016年  4月  9日～15日生まれ

2016年  4月16日～30日生まれ

10月  5日（木）
10月19日（木）

2015年  7月  1日～15日生まれ

2015年  7月16日～31日生まれ
10月  4日（水）
10月11日（水）
10月25日（水）

2014年10月  1日～  8日生まれ

2014年10月  9日～19日生まれ

2014年10月20日～31日生まれ
10月12日（木）

10月18日（水）

10月30日（月）

10月27日（金）

10月  4日（水）

10月30日（月）
10月31日（火）

10月24日（火）
10月17日（火）
10月10日（火）
10月  3日（火） 

10月13日（金）

10月  6日（金）

10月20日（金）

10月27日（金）

10月13日（金）

西部児童館

大城児童館

小牧南児童館

味岡児童館

西部児童館

小牧市民まつり  昨年の様子小牧市民まつり  昨年の様子

P8

P2,3

P4

P5

P7

●第38回 小牧市民まつり

●KIA チャリティー・ワールドレストラン

●小牧山 英語ガイドツアー

●小牧市 防災情報 メール配信サービス　

●外国人のための 相談窓口の おしらせ

●次の 税金の 支払い 期限は 
　10月31日（火）です

P6 ●2018年度 保育施設等 利用申請

●成人検診の おしらせ

●母子健診などの カレンダー

●小学校に 通う前に 「プレスクール」で
　日本語を べんきょうしませんか？

●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 
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外国人の人口：8,380人 / 小牧の人口：153,304人（2017年 9月 1日現在）
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胸部X線検診

肺がん検診

（喀痰検査）

12月21日（木）

2018年
2月20日（火）まで

受診期間

11月29日（水）

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

9:00
〜

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

●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）

11月17日（金）

保健センター 

東部

市民センター 

保健センター 

保健センター 

※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。

10月12日（木）

乳がん検診
（マンモグラフィ）

  11月  9日（木）

11月27日（月）

10月26日（木） 9:00
〜

14:30

13:30
〜

14:30

9:00
〜

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

みわ

レディース

クリニック

市内

産婦人科）（

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

小牧市民まつり第38回

10月 21日（土）・22日（日）10:00～16:00

小牧市市民会館（小牧市小牧2-107） / 小牧駅前（小牧市中央1） / 小牧山（小牧市堀の内1-1）

21日（土）9:30 オープニングセレモニー

●八雲町  鮭料理  コーナー

●各種  ブース  出展

●ステージ イベント

●KIAチャリティー・ワールドレストラン

21日（土）9：30～16：00 ／ 22日（日）10：00～16：00

北海道  八雲町で  採れた  鮭で  作った  料理を  無料（0円）で  食べることが  できます。

北海道  八雲町で  採れた  ミルクを  無料（0円）で  飲むことが  できます。

食べ物の  お店や  工作ができる  コーナーが  あります。

ダンス等の  楽しい  ステージが  あります。

●ステージ イベント ダンス等の  楽しい  ステージが  あります。

●八雲町  ミルク  試飲  コーナー

駅前会場 えきまえ  かいじょう

●ステージ イベント
日本の  いろいろな  地域の  有名な  食べ物の  お店を  出します。

Dance Mix 2017 in Komaki
●物産展

市民まつり

マスコットキャラクター
「きっちゃん」

小牧山会場

21日（土） 9:30～16:00 / 22日（日） 10:00～16:00
●ステージイベント

子どもたちに  大人気の 「ひつじのショーン」や

「ヒミツのここたま」の  キャラクターショーなどが  あります。

●メインステージ

オリエンテーリングや  青年の家で  体験ブース  

などが  あります。

●その他

●げんき村

食べ物の  お店や  動物と  ふれあえる  

場所が  あります。

●駒来ぶらり市

食べ物の  お店や  体験ブースが  あります。

●楽市楽座

外

公民館

市民会館

ホール

※21日（土）のみ　小牧市 公民館 3階  学習室3－2

21日（土） コンテスト ／ 22日（日） フリー

ダンス等の  楽しい  ステージが  あります

色々な  体験ブースや  芝生ステージの  イベントが  あります。

し み んこ ま き
だ い か い

市民会館会場 しみんかいかん  かいじょう

こまきやま かいじょう
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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

とうぶ

しみん せんたー

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

うちほりこまきしこまきやまちゅうおうこまきしまえこまきえきこまきこまきしかいかんしみんこまきし

せれもにーおーぷにんぐどにち

にちにちどにちがつ
しみん

ますこっと きゃらくたー

やくもちょう さけりょうり こーなー

やくもちょう みるく しいん こーなー

かくしゅ ぶーす しゅってん

すてーじ

どにち にちにち

いべんと
すてーじたのなどだんす

すてーじ いべんと すてーじたのなどだんす

こーなーこうさくみせものた

のえんむりょうみるくとやくもちょうほっかいどう

たえん

がくしゅうしつかいこうみんかんこまきしどにち

れすとらんわーるどちゃりてぃー

むりょうりょうりつくさけとやくもちょうほっかいどう

そと

ほーる

こうみんかん

しみん かいかん

ぶっさんてん
だみせものたゆうめいちいきにほん

すてーじ いべんと

こんてすと ふりーどにち にちにち

ぶーすたいけんいえせいねんおりえんてーりんぐ

ぶーす しばふ すてーじ いべんとたいけんいろいろ

た

むら

ばしょ

ぶーすたいけん

みせ どうぶつものた

みせものた

いちこまき

らくざらくいち

にちにちどにち

いべんとすてーじ

しょーきゃらくたーひみつ

すてーじたのなどだんす

しょーんだいにんきこ

すてーじめいん
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場　所 ばしょ

小牧市民まつり実行委員会事務局（シティプロモーション課内）　TEL.0568-76-1173
専用ホームページ  http://komaki-shimin-matsuri.jp/

問合先
といあわせさき

こまき

せんよう ほ ー む ぺー じ

しみん いいんかいじっこう じむきょく してぃぷろもーしょん か  ない

信長行列（日本の  有名な  侍や  姫、 武士の  パレード）・ 

小中学校  マーチングバンドなどが  パレードを  します。

※詳細は  10月1日号広報に  ある 「市民まつりパンフレット」 や 「専用ホームページ」を  見てください。

※小牧市民まつりの  時は  会場を  結ぶ  無料シャトルバスが  あります。

パレード ぱれーど

小牧市市民会館前

にぎわい広場前（小牧駅西交差点付近）

22日（日）12:30～

出発地

到着地

小牧山 英語ガイドツアー
外国の  方に  小牧の  名所 ・ 旧跡を  英語で  案内している  小牧通訳  

ボランティア会が、「第38回  小牧市民まつり」開催に  合わせ、 小牧駅を  出発点に  

玉林寺、 歴史館、 小牧山（小牧市民まつり  会場）、 間々観音、 メナード美術館などを  英語で  案内します。

0円  （メナード美術館は  入場料が  必要です（一般900円、学生600円））

だれでも  参加できます。

小牧通訳ボランティア会　TEL.090-8072-2817   E-mail  noopy2476@yahoo.co.jp問合先・申し込み先
といあわせさき もう こ さき こまき つうやく ぼらんてぃあ かい

申し込み もうしこみ 下の  問合先に、 名前と  連絡先を、 メールか  電話で  連絡して  ください。 

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

コース こーす

集合場所 しゅうごう
ばしょ

集合時間 しゅうごう
じかん 10月 22日（日）10:00

小牧市  観光案内所  前（名鉄  小牧線  小牧駅前に  あります）

10月 22日（日）10:00 ～ 15:00

チャリティー・ワールドレストラン小牧市民まつり

世界の  手作り料理で  Magokoro交換！

いりません100円以上の  募金に  ご協力ください。

200人小牧市公民館  3階  学習室3-2

10月 21日（土）11:30～ なくなったら  終わります

問合先
といあわせさき

小牧市国際交流協会（KIA)事務局  TEL.0568-76-0905
こまきし こくさい こうりゅう きょうかい じむきょく

日　時 にちじ

定　員 ていいん

料　金 りょうきん 申し込み もうしこみ

名鉄小牧駅前  小牧市観光案内所前スタート >> 玉林寺 >> 歴史館 >> 

小牧山 （市民まつり  会場） >> 間々観音 >> メナード美術館 

保育課　TEL.0568-76-1130問合先
といあわせさき ほいく か

第二保育園
三ツ渕保育園
陶保育園
大山保育園
北里保育園
岩崎保育園
小木保育園
一色保育園
三ツ渕北保育園
さくら保育園
山北保育園
本庄保育園
藤島保育園
古雅保育園
大城保育園
村中保育園
味岡保育園
レイモンド小牧保育園
みなみ保育園
篠岡保育園

○
○
○
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○
●
◯
★
★
★
★
★

小牧二丁目216
三ツ渕1622
上末字稲葉台1
応時一丁目265
下小針中島二丁目90
岩崎1533-4
小木二丁目350-1
久保一色南二丁目8
三ツ渕2130-1
桜井40
安田町98
本庄2597-433
藤島町梵天110-35
古雅三丁目54
城山三丁目2-1
村中1058
小松寺103-1
新町三丁目135
北外山2645-16
篠岡二丁目30

7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:00～19:00
7:30～18:30
7:30～18:30
7:00～19:00
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00

開園時間

開園時間

開園時間

所在地保育園受入

※2016年  4月に  村中保育園と  味岡保育園が、 2017年  4月に  レイモンド小牧保育園が  私立保育園に  なりました。

※2018年  4月に  みなみ保育園と  篠岡保育園、 2021年  4月には  一色保育園が  民営化予定です。

申請書

配布

10月から  各保育園、 保育課で  配ります。

（認定こども園については、 9月から  配ります）

※第1希望の  保育園、 認定こども園へ

　申請書などを  取りに  行くと、 面接の

　予約が  できます。

申請

および

面接

※親子健康（母子）手帳を  持って、 お子さんと  一緒に  

　面接を  受けてください。

※第1希望の  施設が  小規模保育施設の  場合は、 

　市役所保育課で  受け付けます。

※第1希望が  認定こども園の  場合は、 10月に  受け付けます。 

　施設に  聞いてください。

▷とき  11月 6日（月）、 7日（火） 9:00～16:30
▷ところ 第1希望の  保育園

受入
○:1歳児から   ●:0歳児（3か月目）から　

★:0歳児（生後57日目）から   ☆:0歳児（6か月目）から

生後57日目 ～ 小学校  就学前の  子ども対象

2018年度 保育施設等利用申請

77-0844
77-0913
79-2323
77-1005
76-3337
76-2880
77-8536
77-8600
72-9330
73-5536
73-5535
79-6128
75-2320
79-2477
78-0797
42-0053
77-0425
77-0514
71-0373
79-8336

電 話

こぐま・たんぽぽ保育所

ちびっこランド小牧中央園

キラッとＫＩＤＳサポート託児ルーム

あすかキッズステーション

小牧ステーションわかば

保育園きっずどるちぇ小牧新町園

あすかちるどれん

すくすくnursery 味岡

味岡キッズ保育園

すくすくnursery 小牧

イオン小牧キッズ保育園

保育園きっずどるちぇ小牧さくら園

★

☆

★

★

☆

☆

★

☆

★

☆

★

☆

久保新町77

中央4-161 サンヴィレッジSTⅡ1階

新町3-297

北外山2612-5 2階

中央2-115第2さくらマンション中央210

新町1-150

北外山2612-5 1階

久保一色39-1 玉置ビル1階

二重堀427-2

小牧3-53 ルージュ小牧・アルデール1階

東1-126  イオン小牧1階

桜井本町39

7:30～18:30

7:30～19:00

7:30～18:30

7:30～19:00

7:30～19:00

7:30～19:00

7:30～19:00

7:30～19:00

7:00～19:00

7:30～19:00

7:00～19:00

7:30～19:00

所在地小規模保育施設

認定こども園

受入
72-8618

41-3455

43-2339

54-8024

48-1133

55-5939

43-0012

54-1189

65-7522

54-2880

65-6966

55-8886

電 話

旭ヶ丘第二こども園☆ 光ヶ丘3-51 7:00～19:00
所在地受入

78-1620
電 話

だいにほいくえん

みつぶちほいくえん

すえほいくえん

おおやまほいくえん

きたさとほいくえん

いわざきほいくえん

こきほいくえん

いしきほいくえん

みつぶちきたほいくえん

さくらほいくえん

やまきたほいくえん

ほんじょうほいくえん

ふじしまほいくえん

こがほいくえん

おおしろほいくえん

むらなかほいくえん

あじおかほいくえん

れいもんどこまきほいくえん

みなみほいくえん

しのおかほいくえん

ほいくえんうけ
いれ しょざいち かいえん

じかん

かいえん
じかん

かいえん
じかん

でんわ

こまきにちょうめ216

みつぶち1622

かみずえあざいなばだい1

おうじいっちょうめ265

しもおばりなかしまにちょうめ90

いわざき1533-4

こきにちょうめ350-1

くぼいしきみなみにちょうめ8

みつぶち2130-1

さくらい40

やすだちょう98

ほんじょう2597-433

ふじしまちょうぼんてん110-35

こがさんちょうめ54

しろやまさんちょうめ2-1

むらなか1058

こまつじ103-1

しんまちさんちょうめ135

きたとやま2645-16

しのおかにちょうめ30

こまきしんまちえんほいくえん

すてーしょんこまき

きっずすてーしょん

るーむたくじさぽーときらっと

こまきちゅうおうえんらんど

ほいくしょ

こまき

こまき きっず ほいくえん

ほいくえん こまき えん

いおん

あじおか

ほいくえんきっずあじおか

しょうきぼほいくしせつ

にんていこどもえん

うけ
いれ しょざいち でんわ

くぼしんまち77

ふたえぼり427-2

ひがし1-126 いおんこまき1かい

さくらいほんまち39

こまき3-53 るーじゅこまき・
あるでーる1かい

ちゅうおう4-161
さんう ぃ゙れっじSTⅡ1かい

しんまち3-297

しんまち1-150

きたとやま2612-5 2かい

きたとやま2612-5 1かい

くぼいしき39-1 たまおきびる1かい

ちゅうおう2-115だい2
さくらまんしょんちゅうおう210

あさひがおかだいに
こどもえん

うけ
いれ しょざいち でんわ

ひかりがおか3-51

市道小牧駅前線～市道犬山公園小牧線

まつり会場での

子ども 相撲大会

あんないえいごびじゅつかんめなーどままかんのんれきしかん しみんこまきこまきやま かいじょうぎょくりんじ

しゅっぱつてんこまきえきしみん かいさい あこまきだい かい

あんないえいごめいしょ きゅうせきこまきかたがいこく

かいぼらんてぃあ

つうやくこまき

にちにちがつ

した といあわせさき れんらく

たいかいすもうこ

かいじょう

でんわめーるれんらくさきなまえ

にちにちがつ

ひつよう いっぱん がくせいえん えんにゅうじょうりょうびじゅつかんめなーどえん

さんか

めなーど びじゅつかん

まえかんこうあんないじょ こまきえきまえこまきし こまきせんめいてつ

しみん かいじょう ままかんのん

れきしかん

こまきやま

ぎょくりんじまえ あんないじょかんこうこまきし まえ すたーとこまきえきめいてつ

し ん せ いり よ うし せ つ な どほ い くね ん ど

きしせつ

がつ う つばあいえんにんていきぼうだい

う つほいくかしやくしょ

ばあいしせつほいくしょうきぼしせつきぼうだい

うめんせつ

いっしょこもてちょうぼしけんこうおやこ

ほいくえんきぼうだい

かにちげつにちがつ

げつめ

よていみんえいかほいくえんいしきがつねんほいくえんしのおかほいくえんがつねん

ほいくえんしりつほいくえんこまきれいもんどがつねんほいくえんあじおかほいくえんむらなかがつねん

さいじにちめせいごさいじ

げつめさいじさいじ

しゅうがくまえ こしょうがっこうにちめせいご

よやく

めんせついとしんせいしょ

えんにんてんほいくえんきぼうだい

がつ くばえんにんてい

ほいくか くばほいくえんかくがつ

めんせつ

しんせい

うけいれ

たいしょう

はいふ

しんせいしょ

しゅっぱつち

とうちゃくち

にちにち

まえしみん かいかんこまきし

こうさてん ふきん

せんこまきいぬやまこうえんしどうせんこまきえきまえしどう

こまきえきにしひろばまえ

しゃとるばすむりょうむすかいじょうときしみんこまき

みほーむぺーじせんようぱんふれっとしみんこうほうにちごうがつしょうさい

ぱれーどまーちんぐばんどしょうちゅうがっこう

ぱれーどぶしひめさむらいゆうめいにほんぎょうれつのぶなが

し み んこ ま き

つ あ ーが い どえ い ごこ ま き や ま

れ す と ら んわ ー る どち ゃ り て ぃ ー

こうかんりょうりてづくせかい

にん

きょうりょくぼきんいじょうえん

がくしゅうしつかいこうみんかんこまきし

おどにちがつ
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ポルトガル語

※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 ▶ 10月8日（日）、10月22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 31日（火）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。

地震  大雨  暴風  ミサイルの発射  など  防災の  おしらせを  あなたの  E-mail（携帯電話・スマートフォン

パソコン）で  うけとる  ことが  できる  サービスです。

支払いは
早めに！ 

●普通徴収市県民税（第3期） ●国民健康保険税（第5期）

●後期高齢者医療保険料（第3期） ●介護保険料（第4期）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

外国人のための 相談窓口の おしらせ

小牧市 防災情報 メール配信サービス
B O U S A I  I N F O  K O M A K I

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）

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

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

月～金ポルトガル語・スペイン語・英語

まどぐちそうだんが い こくじ ん

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 なか

ぽるとが る ご げつ きんすぺい ん ご えいご

やす

岩崎保育園・古雅保育園・小牧市公民館4階

2017年 11月25日 ～ 2018年 3月17日の 土曜日  計13回
べんきょうじかんは  1じかんです。

（好きな  場所で  べんきょうしてください）

2018年に  日本の  小学校に  行く  外国に  ルーツのある  こども

それぞれの  場所で  10人くらい 0円

10月31日（火）までに  小牧市国際交流協会（KIA）に  直接  きてください。

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

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

きょうかいこうりゅうこくさいこまきし

こまきし こまきし かい にちようび げつようび しゅくじつ やすこうみんかんこまき

日　時 にちじ

内　容 ないよう

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

「プレスクール」では  小牧の  小学校に  通う  前に、 こどもたちが  

日本語や  小学校のことを  べんきょうします。

①ひらがなを  よむ。 かく。　②すうじを  よむ。 かく。

③がっこうの  ルール  をべんきょうします。

小学校に 通う 前に 「プレスクール」で

日本語を べんきょう しませんか？
に ほ ん ご

し ょ う が っ こ う ま えか よ
ぷ れ す く ー る

ちょくせつきょうかいこうりゅうこくさいこまきしがつ にち か

えんにんばしょ

るーつがいこくいしょうがっこうにほんねん

ばしょす

かいこうみんかんほいくえん こまきしこがほいくえんいわさき

どようび けい かいがつにち にちがつねん ねん

るーる

しょうがっこうにほんご

まえかよしょうがっこうこまきぷれすくーる

ミサイル発射台風大雨・暴風

土砂崩れ河川氾濫地震

登録内容を

確認すると

登録できます！

利用規約を  確認して

メール配信に  

同意して

ください。

登録するための  URLが

書かれた  メールが  届きます。 

URLに  アクセスして  ください。

※QRコードが  読み取れない  ときは

　アドレスに  メールを  送って  ください。

QRコードを  携帯電話などで

読み取って  ください。

❶

❷ ❸ ❹

登録方法

10月1日から始まります!

無料

英語 中国語スペイン語
ポルトガル語：t-komaki-pt@sg-m.jp　英語：t-komaki-en@sg-m.jp　スペイン語：t-komaki-es@sg-m.jp　中国語：t-komaki-ch@sg-m.jp

つ ぎ

さ ー び すは い し んめ ー るじ ょ う ほ うぼ う さ いこ ま き し

ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ に ち か

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

とうろく

かくにん

ないようとうろく

どうい

はいしんめーる

はじにちがつ

きやく かくにんりよう

あくせす

とどめーるか

とうろく

めーる おくあどれす

とよ

ちゅうごくごえいごすぺいんごぽるとがるご

ちゅうごくごえいご すぺいんごぽるとがるご

こーど

とよ

でんわけいたいこーど

ほうほうとうろく

はっしゃみさいるたいふうぼうふうおおあめ

くずどしゃはんらんかせんじしん

さーびすぱそこん

でんわ すまーと ふぉんけいたいぼうさいはっしゃみさいるぼうふうおおあめじしん

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

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

つ こ ん び に え ん す す と あ

のうふしょ

のうふしょぜいきん 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

きげんか

きだい

きだい ほけんりょうかいごほけんりょういりょうこうれいしゃこうき

ほけんぜいけんこうこくみんしけんみんぜいちょうしゅうふつう きだい

きだい

む り ょ う
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ポルトガル語

※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 ▶ 10月8日（日）、10月22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 31日（火）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。

地震  大雨  暴風  ミサイルの発射  など  防災の  おしらせを  あなたの  E-mail（携帯電話・スマートフォン

パソコン）で  うけとる  ことが  できる  サービスです。

支払いは
早めに！ 

●普通徴収市県民税（第3期） ●国民健康保険税（第5期）

●後期高齢者医療保険料（第3期） ●介護保険料（第4期）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

外国人のための 相談窓口の おしらせ

小牧市 防災情報 メール配信サービス
B O U S A I  I N F O  K O M A K I

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）

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

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

月～金ポルトガル語・スペイン語・英語

まどぐちそうだんが い こくじ ん

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 なか

ぽるとが る ご げつ きんすぺい ん ご えいご

やす

岩崎保育園・古雅保育園・小牧市公民館4階

2017年 11月25日 ～ 2018年 3月17日の 土曜日  計13回
べんきょうじかんは  1じかんです。

（好きな  場所で  べんきょうしてください）

2018年に  日本の  小学校に  行く  外国に  ルーツのある  こども

それぞれの  場所で  10人くらい 0円

10月31日（火）までに  小牧市国際交流協会（KIA）に  直接  きてください。

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

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

きょうかいこうりゅうこくさいこまきし

こまきし こまきし かい にちようび げつようび しゅくじつ やすこうみんかんこまき

日　時 にちじ

内　容 ないよう

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

「プレスクール」では  小牧の  小学校に  通う  前に、 こどもたちが  

日本語や  小学校のことを  べんきょうします。

①ひらがなを  よむ。 かく。　②すうじを  よむ。 かく。

③がっこうの  ルール  をべんきょうします。

小学校に 通う 前に 「プレスクール」で

日本語を べんきょう しませんか？
に ほ ん ご

し ょ う が っ こ う ま えか よ
ぷ れ す く ー る

ちょくせつきょうかいこうりゅうこくさいこまきしがつ にち か

えんにんばしょ

るーつがいこくいしょうがっこうにほんねん

ばしょす

かいこうみんかんほいくえん こまきしこがほいくえんいわさき

どようび けい かいがつにち にちがつねん ねん

るーる

しょうがっこうにほんご

まえかよしょうがっこうこまきぷれすくーる

ミサイル発射台風大雨・暴風

土砂崩れ河川氾濫地震

登録内容を

確認すると

登録できます！

利用規約を  確認して

メール配信に  

同意して

ください。

登録するための  URLが

書かれた  メールが  届きます。 

URLに  アクセスして  ください。

※QRコードが  読み取れない  ときは

　アドレスに  メールを  送って  ください。

QRコードを  携帯電話などで

読み取って  ください。

❶

❷ ❸ ❹

登録方法

10月1日から始まります!

無料

英語 中国語スペイン語
ポルトガル語：t-komaki-pt@sg-m.jp　英語：t-komaki-en@sg-m.jp　スペイン語：t-komaki-es@sg-m.jp　中国語：t-komaki-ch@sg-m.jp
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場　所 ばしょ

小牧市民まつり実行委員会事務局（シティプロモーション課内）　TEL.0568-76-1173
専用ホームページ  http://komaki-shimin-matsuri.jp/

問合先
といあわせさき

こまき

せんよう ほ ー む ぺー じ

しみん いいんかいじっこう じむきょく してぃぷろもーしょん か  ない

信長行列（日本の  有名な  侍や  姫、 武士の  パレード）・ 

小中学校  マーチングバンドなどが  パレードを  します。

※詳細は  10月1日号広報に  ある 「市民まつりパンフレット」 や 「専用ホームページ」を  見てください。

※小牧市民まつりの  時は  会場を  結ぶ  無料シャトルバスが  あります。

パレード ぱれーど

小牧市市民会館前

にぎわい広場前（小牧駅西交差点付近）

22日（日）12:30～

出発地

到着地

小牧山 英語ガイドツアー
外国の  方に  小牧の  名所 ・ 旧跡を  英語で  案内している  小牧通訳  

ボランティア会が、「第38回  小牧市民まつり」開催に  合わせ、 小牧駅を  出発点に  

玉林寺、 歴史館、 小牧山（小牧市民まつり  会場）、 間々観音、 メナード美術館などを  英語で  案内します。

0円  （メナード美術館は  入場料が  必要です（一般900円、学生600円））

だれでも  参加できます。

小牧通訳ボランティア会　TEL.090-8072-2817   E-mail  noopy2476@yahoo.co.jp問合先・申し込み先
といあわせさき もう こ さき こまき つうやく ぼらんてぃあ かい

申し込み もうしこみ 下の  問合先に、 名前と  連絡先を、 メールか  電話で  連絡して  ください。 

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

コース こーす

集合場所 しゅうごう
ばしょ

集合時間 しゅうごう
じかん 10月 22日（日）10:00

小牧市  観光案内所  前（名鉄  小牧線  小牧駅前に  あります）

10月 22日（日）10:00 ～ 15:00

チャリティー・ワールドレストラン小牧市民まつり

世界の  手作り料理で  Magokoro交換！

いりません100円以上の  募金に  ご協力ください。

200人小牧市公民館  3階  学習室3-2

10月 21日（土）11:30～ なくなったら  終わります

問合先
といあわせさき

小牧市国際交流協会（KIA)事務局  TEL.0568-76-0905
こまきし こくさい こうりゅう きょうかい じむきょく

日　時 にちじ

定　員 ていいん

料　金 りょうきん 申し込み もうしこみ

名鉄小牧駅前  小牧市観光案内所前スタート >> 玉林寺 >> 歴史館 >> 

小牧山 （市民まつり  会場） >> 間々観音 >> メナード美術館 

保育課　TEL.0568-76-1130問合先
といあわせさき ほいく か

第二保育園
三ツ渕保育園
陶保育園
大山保育園
北里保育園
岩崎保育園
小木保育園
一色保育園
三ツ渕北保育園
さくら保育園
山北保育園
本庄保育園
藤島保育園
古雅保育園
大城保育園
村中保育園
味岡保育園
レイモンド小牧保育園
みなみ保育園
篠岡保育園

○
○
○
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○
●
◯
★
★
★
★
★

小牧二丁目216
三ツ渕1622
上末字稲葉台1
応時一丁目265
下小針中島二丁目90
岩崎1533-4
小木二丁目350-1
久保一色南二丁目8
三ツ渕2130-1
桜井40
安田町98
本庄2597-433
藤島町梵天110-35
古雅三丁目54
城山三丁目2-1
村中1058
小松寺103-1
新町三丁目135
北外山2645-16
篠岡二丁目30

7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:00～19:00
7:30～18:30
7:30～18:30
7:00～19:00
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00

開園時間

開園時間

開園時間

所在地保育園受入

※2016年  4月に  村中保育園と  味岡保育園が、 2017年  4月に  レイモンド小牧保育園が  私立保育園に  なりました。

※2018年  4月に  みなみ保育園と  篠岡保育園、 2021年  4月には  一色保育園が  民営化予定です。

申請書

配布

10月から  各保育園、 保育課で  配ります。

（認定こども園については、 9月から  配ります）

※第1希望の  保育園、 認定こども園へ

　申請書などを  取りに  行くと、 面接の

　予約が  できます。

申請

および

面接

※親子健康（母子）手帳を  持って、 お子さんと  一緒に  

　面接を  受けてください。

※第1希望の  施設が  小規模保育施設の  場合は、 

　市役所保育課で  受け付けます。

※第1希望が  認定こども園の  場合は、 10月に  受け付けます。 

　施設に  聞いてください。

▷とき  11月 6日（月）、 7日（火） 9:00～16:30
▷ところ 第1希望の  保育園

受入
○:1歳児から   ●:0歳児（3か月目）から　

★:0歳児（生後57日目）から   ☆:0歳児（6か月目）から

生後57日目 ～ 小学校  就学前の  子ども対象

2018年度 保育施設等利用申請

77-0844
77-0913
79-2323
77-1005
76-3337
76-2880
77-8536
77-8600
72-9330
73-5536
73-5535
79-6128
75-2320
79-2477
78-0797
42-0053
77-0425
77-0514
71-0373
79-8336

電 話

こぐま・たんぽぽ保育所

ちびっこランド小牧中央園

キラッとＫＩＤＳサポート託児ルーム

あすかキッズステーション

小牧ステーションわかば

保育園きっずどるちぇ小牧新町園

あすかちるどれん

すくすくnursery 味岡

味岡キッズ保育園

すくすくnursery 小牧

イオン小牧キッズ保育園

保育園きっずどるちぇ小牧さくら園

★

☆

★

★

☆

☆

★

☆

★

☆

★

☆

久保新町77

中央4-161 サンヴィレッジSTⅡ1階

新町3-297

北外山2612-5 2階

中央2-115第2さくらマンション中央210

新町1-150

北外山2612-5 1階

久保一色39-1 玉置ビル1階

二重堀427-2

小牧3-53 ルージュ小牧・アルデール1階

東1-126  イオン小牧1階

桜井本町39

7:30～18:30

7:30～19:00

7:30～18:30

7:30～19:00

7:30～19:00

7:30～19:00

7:30～19:00

7:30～19:00

7:00～19:00

7:30～19:00

7:00～19:00

7:30～19:00

所在地小規模保育施設

認定こども園

受入
72-8618

41-3455

43-2339

54-8024

48-1133

55-5939

43-0012

54-1189

65-7522

54-2880

65-6966

55-8886

電 話

旭ヶ丘第二こども園☆ 光ヶ丘3-51 7:00～19:00
所在地受入

78-1620
電 話

だいにほいくえん

みつぶちほいくえん

すえほいくえん

おおやまほいくえん

きたさとほいくえん

いわざきほいくえん

こきほいくえん

いしきほいくえん

みつぶちきたほいくえん

さくらほいくえん

やまきたほいくえん

ほんじょうほいくえん

ふじしまほいくえん

こがほいくえん

おおしろほいくえん

むらなかほいくえん

あじおかほいくえん

れいもんどこまきほいくえん

みなみほいくえん

しのおかほいくえん

ほいくえんうけ
いれ しょざいち かいえん

じかん

かいえん
じかん

かいえん
じかん

でんわ

こまきにちょうめ216

みつぶち1622

かみずえあざいなばだい1

おうじいっちょうめ265

しもおばりなかしまにちょうめ90

いわざき1533-4

こきにちょうめ350-1

くぼいしきみなみにちょうめ8

みつぶち2130-1

さくらい40

やすだちょう98

ほんじょう2597-433

ふじしまちょうぼんてん110-35

こがさんちょうめ54

しろやまさんちょうめ2-1

むらなか1058

こまつじ103-1

しんまちさんちょうめ135

きたとやま2645-16

しのおかにちょうめ30

こまきしんまちえんほいくえん

すてーしょんこまき

きっずすてーしょん

るーむたくじさぽーときらっと

こまきちゅうおうえんらんど

ほいくしょ

こまき

こまき きっず ほいくえん

ほいくえん こまき えん

いおん

あじおか

ほいくえんきっずあじおか

しょうきぼほいくしせつ

にんていこどもえん

うけ
いれ しょざいち でんわ

くぼしんまち77

ふたえぼり427-2

ひがし1-126 いおんこまき1かい

さくらいほんまち39

こまき3-53 るーじゅこまき・
あるでーる1かい

ちゅうおう4-161
さんう ぃ゙れっじSTⅡ1かい

しんまち3-297

しんまち1-150

きたとやま2612-5 2かい

きたとやま2612-5 1かい

くぼいしき39-1 たまおきびる1かい

ちゅうおう2-115だい2
さくらまんしょんちゅうおう210

あさひがおかだいに
こどもえん

うけ
いれ しょざいち でんわ

ひかりがおか3-51

市道小牧駅前線～市道犬山公園小牧線

まつり会場での

子ども 相撲大会

あんないえいごびじゅつかんめなーどままかんのんれきしかん しみんこまきこまきやま かいじょうぎょくりんじ

しゅっぱつてんこまきえきしみん かいさい あこまきだい かい

あんないえいごめいしょ きゅうせきこまきかたがいこく

かいぼらんてぃあ

つうやくこまき

にちにちがつ

した といあわせさき れんらく

たいかいすもうこ

かいじょう

でんわめーるれんらくさきなまえ

にちにちがつ

ひつよう いっぱん がくせいえん えんにゅうじょうりょうびじゅつかんめなーどえん

さんか

めなーど びじゅつかん

まえかんこうあんないじょ こまきえきまえこまきし こまきせんめいてつ

しみん かいじょう ままかんのん

れきしかん

こまきやま

ぎょくりんじまえ あんないじょかんこうこまきし まえ すたーとこまきえきめいてつ

し ん せ いり よ うし せ つ な どほ い くね ん ど

きしせつ

がつ う つばあいえんにんていきぼうだい

う つほいくかしやくしょ

ばあいしせつほいくしょうきぼしせつきぼうだい

うめんせつ

いっしょこもてちょうぼしけんこうおやこ

ほいくえんきぼうだい

かにちげつにちがつ

げつめ

よていみんえいかほいくえんいしきがつねんほいくえんしのおかほいくえんがつねん

ほいくえんしりつほいくえんこまきれいもんどがつねんほいくえんあじおかほいくえんむらなかがつねん

さいじにちめせいごさいじ

げつめさいじさいじ

しゅうがくまえ こしょうがっこうにちめせいご

よやく

めんせついとしんせいしょ

えんにんてんほいくえんきぼうだい

がつ くばえんにんてい

ほいくか くばほいくえんかくがつ

めんせつ

しんせい

うけいれ

たいしょう

はいふ

しんせいしょ

しゅっぱつち

とうちゃくち

にちにち

まえしみん かいかんこまきし

こうさてん ふきん

せんこまきいぬやまこうえんしどうせんこまきえきまえしどう

こまきえきにしひろばまえ

しゃとるばすむりょうむすかいじょうときしみんこまき

みほーむぺーじせんようぱんふれっとしみんこうほうにちごうがつしょうさい

ぱれーどまーちんぐばんどしょうちゅうがっこう

ぱれーどぶしひめさむらいゆうめいにほんぎょうれつのぶなが

し み んこ ま き

つ あ ーが い どえ い ごこ ま き や ま

れ す と ら んわ ー る どち ゃ り て ぃ ー

こうかんりょうりてづくせかい

にん

きょうりょくぼきんいじょうえん

がくしゅうしつかいこうみんかんこまきし

おどにちがつ
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胸部X線検診

肺がん検診

（喀痰検査）

12月21日（木）

2018年
2月20日（火）まで

受診期間

11月29日（水）

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

9:00
〜

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

●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）

11月17日（金）

保健センター 

東部

市民センター 

保健センター 

保健センター 

※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。

10月12日（木）

乳がん検診
（マンモグラフィ）

  11月  9日（木）

11月27日（月）

10月26日（木） 9:00
〜

14:30

13:30
〜

14:30

9:00
〜

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

みわ

レディース

クリニック

市内

産婦人科）（

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

小牧市民まつり第38回

10月 21日（土）・22日（日）10:00～16:00

小牧市市民会館（小牧市小牧2-107） / 小牧駅前（小牧市中央1） / 小牧山（小牧市堀の内1-1）

21日（土）9:30 オープニングセレモニー

●八雲町  鮭料理  コーナー

●各種  ブース  出展

●ステージ イベント

●KIAチャリティー・ワールドレストラン

21日（土）9：30～16：00 ／ 22日（日）10：00～16：00

北海道  八雲町で  採れた  鮭で  作った  料理を  無料（0円）で  食べることが  できます。

北海道  八雲町で  採れた  ミルクを  無料（0円）で  飲むことが  できます。

食べ物の  お店や  工作ができる  コーナーが  あります。

ダンス等の  楽しい  ステージが  あります。

●ステージ イベント ダンス等の  楽しい  ステージが  あります。

●八雲町  ミルク  試飲  コーナー

駅前会場 えきまえ  かいじょう

●ステージ イベント
日本の  いろいろな  地域の  有名な  食べ物の  お店を  出します。

Dance Mix 2017 in Komaki
●物産展

市民まつり

マスコットキャラクター
「きっちゃん」

小牧山会場

21日（土） 9:30～16:00 / 22日（日） 10:00～16:00
●ステージイベント

子どもたちに  大人気の 「ひつじのショーン」や

「ヒミツのここたま」の  キャラクターショーなどが  あります。

●メインステージ

オリエンテーリングや  青年の家で  体験ブース  

などが  あります。

●その他

●げんき村

食べ物の  お店や  動物と  ふれあえる  

場所が  あります。

●駒来ぶらり市

食べ物の  お店や  体験ブースが  あります。

●楽市楽座

外

公民館

市民会館

ホール

※21日（土）のみ　小牧市 公民館 3階  学習室3－2

21日（土） コンテスト ／ 22日（日） フリー

ダンス等の  楽しい  ステージが  あります

色々な  体験ブースや  芝生ステージの  イベントが  あります。

し み んこ ま き
だ い か い

市民会館会場 しみんかいかん  かいじょう

こまきやま かいじょう

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

けんしんにゅう

けんしんにゅう

けんさはんのうせんけつべん

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

せんたーほけんこもう

せんたーほけんこもう

えんいじょうさいえんりょうきん

えんりょうきん

かいにんていいん

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

せんたーほけんこもう

えんいじょうさいえんりょうきんかいにんていいん

ひとじゅしんねんどひといがい

とどくーぽん けんむりょう ひと

ひとひょうした

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

きちょくせつかいじょうとうじつひときぼう

よやくこもう

えんりょうきんていいん

ほけんすいにちがつこもうえんりょうきんていいん

ひとすいじょうほんねん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

ていしゅつゆうそうかくじたんぶんにちようき

かにち

ねん

がつ

きかんじゅしん

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

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さいさいたいしょう

ほけん せんたー

もく

げつ

すい

か

きん

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

とうぶ

しみん せんたー

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

うちほりこまきしこまきやまちゅうおうこまきしまえこまきえきこまきこまきしかいかんしみんこまきし

せれもにーおーぷにんぐどにち

にちにちどにちがつ
しみん

ますこっと きゃらくたー

やくもちょう さけりょうり こーなー

やくもちょう みるく しいん こーなー

かくしゅ ぶーす しゅってん

すてーじ

どにち にちにち

いべんと
すてーじたのなどだんす

すてーじ いべんと すてーじたのなどだんす

こーなーこうさくみせものた

のえんむりょうみるくとやくもちょうほっかいどう

たえん

がくしゅうしつかいこうみんかんこまきしどにち

れすとらんわーるどちゃりてぃー

むりょうりょうりつくさけとやくもちょうほっかいどう

そと

ほーる

こうみんかん

しみん かいかん

ぶっさんてん
だみせものたゆうめいちいきにほん

すてーじ いべんと

こんてすと ふりーどにち にちにち

ぶーすたいけんいえせいねんおりえんてーりんぐ

ぶーす しばふ すてーじ いべんとたいけんいろいろ

た

むら

ばしょ

ぶーすたいけん

みせ どうぶつものた

みせものた

いちこまき

らくざらくいち

にちにちどにち

いべんとすてーじ

しょーきゃらくたーひみつ

すてーじたのなどだんす

しょーんだいにんきこ

すてーじめいん



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/admin/lifeinfo/10822.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

12月  3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）

●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

10月10日（火）
10月17日（火）
10月24日（火）
10月31日（火）

2017年  6月  1日～  6日生まれ
2017年  6月  7日～14日生まれ
2017年  6月15日～22日生まれ
2017年  6月23日～30日生まれ

10月  6日（金）
10月13日（金）
10月20日（金）

2016年  4月  1日～  8日生まれ

2016年  4月  9日～15日生まれ

2016年  4月16日～30日生まれ

10月  5日（木）
10月19日（木）

2015年  7月  1日～15日生まれ

2015年  7月16日～31日生まれ
10月  4日（水）
10月11日（水）
10月25日（水）

2014年10月  1日～  8日生まれ

2014年10月  9日～19日生まれ

2014年10月20日～31日生まれ
10月12日（木）

10月18日（水）

10月30日（月）

10月27日（金）

10月  4日（水）

10月30日（月）
10月31日（火）

10月24日（火）
10月17日（火）
10月10日（火）
10月  3日（火） 

10月13日（金）

10月  6日（金）

10月20日（金）

10月27日（金）

10月13日（金）

西部児童館

大城児童館

小牧南児童館

味岡児童館

西部児童館

小牧市民まつり  昨年の様子小牧市民まつり  昨年の様子

P8

P2,3

P4

P5

P7

●第38回 小牧市民まつり

●KIA チャリティー・ワールドレストラン

●小牧山 英語ガイドツアー

●小牧市 防災情報 メール配信サービス　

●外国人のための 相談窓口の おしらせ

●次の 税金の 支払い 期限は 
　10月31日（火）です

P6 ●2018年度 保育施設等 利用申請

●成人検診の おしらせ

●母子健診などの カレンダー

●小学校に 通う前に 「プレスクール」で
　日本語を べんきょうしませんか？

●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 
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2017
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外国人の人口：8,380人 / 小牧の人口：153,304人（2017年 9月 1日現在）


