
シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173問合先
といあわせさき してぃしてぃ ぷろもーしょんぷろもーしょん かか

小牧駅 近くの 広場や 道路

昨年の様子

11月30日（木） 7:30～8:30

日　時 にちじ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

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

小牧山の紅葉小牧山の紅葉
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●2017  いきいきこまき
●第18回  愛文祭

●2018年度  児童クラブ  加入  申し込み　
●KIA スポーツ 交流会 （ボウリング 大会）

●次の  税金の  支払い期限は  
　11月30日（木）です
●買い物袋を  持っていきましょう！！

P6 ●成人検診の  お知らせ

●母子健診などの  カレンダー

●あいち航空  ミュージアム  11月30日 オープン！！
●イルミネーション
●「笑顔で  さきがけ  あいさつ運動」を  行います
●外国人のための  相談窓口の  おしらせ

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

小牧市青少年健全育成市民会議（事務局 少年センター）TEL.71-1325  E-mail: syounen@komaki-city.jp問合先
といあわせさき

ポルトガル語・スペイン語・英語

イルミネーション

2017年11月10日（金）～ 
2018年1月14日（日）17:00～22:00

今年は 「宙の  輝き、 地上の  光」を  テーマとして  イルミネーションを  行います。

小牧の  広場や  道路が  星や  飛行機や  ロケットの  イルミネーションで  きれいに

輝きます。 来て  見て  楽しんで  ください。  

家庭や  地域で、 気持ちのいい  あいさつを  かわし、 地域の  皆さんで、 こどもが  健やかに  育つよう  

応援する  運動です。 朝、 家族に  あいさつを  する、 登校中の  子どもに  あいさつを  する、

ゴミ出しの  時に  近所の  人に  あいさつを  する  など、 できるところで、 運動に  参加してください。

県営名古屋空港に、 航空機を  テーマとした  ミュージアムが  できます。 

名古屋空港で  初めて  飛んだ  日本の  飛行機である  YS-11など、 

見て  触って  楽しめる  展示が  たくさん  あります。 誰もが  持っている 

「空への  憧れ」を  呼び覚まし、 「飛ぶ  とは？」を  学び、 体験できる  

展示や  行事も  計画しています。 ぜひ、 遊びに  来てください。

問合先
といあわせさき

名古屋空港ビルディング株式会社  TEL.0568-39-0283
なごや くうこう びるでぃんぐ かぶしきがいしゃ

あいち航空ミュージアム 11月30日 オープン！！

「笑顔で さきがけ あいさつ運動」を 行います

こまきしやくしょ

 ほりのうち でんわ

まどぐちかくたんとうくわ

かくにんへんしゅう

はっこう

ちいき そうしゅつがかりし て ぃ ぷ ろ も ー し ょ ん かえいぎょうぶかっせいか

あいちけん こまきし さんちょうめ いちばんち

こうようこまきやま

まどぐちそうだんがいこくじん

おこなうんどうえがお

い る み ね ー しょ ん

おーぷんにちがつみゅーじあむこうくう

かれんだーけんしんぼし

しけんしんせいじん

もぶくろものか

もくにちがつ

きげんしはらぜいきんつぎ

たいかいぼうりんぐこうりゅうかいすぽーつ

こもうかにゅうくらぶじどうねんど

あいぶんさいかいだい

い る み ね ー し ょ ん

おこなう ん ど うえ が お

お ー ぷ んに ちが つみ ゅ ー じ あ むこう くう

月～金

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

どうろひろばちかこまきえき

にちにちがつねん

きんにちがつねん

たのみきかがや

い る み ね ー しょ んろ け っ とひこうきほしどうろひろばこまき

おこない る み ね ー しょ んてーまひかりちじょうかがやそらことし

もくにちがつ

さんかうんどうひときんじょだ ときごみ

ことうこうちゅうかぞくあさうんどうおうえん

そだすこみなちいきき もちいきかてい

きあそけいかくぎょうじてんじ

たいけんまなとさよあこがそら

もだれてんじたのさわみ

ひこうきにほんとはじくうこうなごや

みゅーじあむてーまこうくうきくうこうなごやけんえい

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

せんたーしょうねんじむきょくかいぎしみんいくせいけんぜんせいしょうねんこまきし
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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11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11

外国人の人口：8,412人 / 小牧の人口：153,289人（2017年 10月 1日現在）
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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  手紙を  送りますので、 詳しい  受付時間は  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
●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歳前後の 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

11月  7日（火）
11月14日（火）
11月21日（火）
11月28日（火）

2017年  7月  1日～  6日生まれ
2017年  7月  7日～14日生まれ
2017年  7月15日～22日生まれ
2017年  7月23日～31日生まれ

11月10日（金）
11月17日（金）
12月  1日（金）

2016年  5月  1日～  9日生まれ

2016年  5月10日～20日生まれ

2016年  5月21日～31日生まれ

11月  9日（木）
11月16日（木）

2015年  8月  1日～15日生まれ

2015年  8月16日～31日生まれ
11月  1日（水）
11月  8日（水）
11月22日（水）

2014年11月  1日～13日生まれ

2014年11月14日～21日生まれ

2014年11月22日～30日生まれ

11月  6日（月）
11月20日（月）
11月29日（水）

11月24日（金）

11月  8日（水）

11月  7日（火）

11月28日（火）
11月27日（月）
11月21日（火）

 11月14日（火）

11月17日（金）

11月10日（金）

11月24日（金）

11月10日（金）

小牧児童館

北里児童館

篠岡児童館

北里児童館

●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 

日　時 にちじ 場　所 ばしょ

「住みよい  こまき ～食 ・ 緑 ・ くらし ・ 安全安心～」を  テーマに  「いきいきこまき2017」を  開催します。

楽しみながら、  食 ・ 環境 ・ 消費生活 ・ 防災について  学ぶことが  できます。

共同イベント

農業祭

消防フェア

環境フェア

みんなの
生活展

小牧市市民会館・公民館11月18日(土)・19日(日) 10:00～15:00

●簡単！！ リサイクル工作

●スタンプラリー (全ての  フェアを  まわると  プレゼントが  あります)

小牧市で  作られた  野菜や  果物を  売っています。

防火教室、 各種体験に  参加して  防火 ・ 防災を  学習しよう！

環境に  やさしい生活を  考えます。

暮らしに  役立つ  情報を  おしらせします。

●パネル展示　　●おもちゃの  修理

（壊れた  おもちゃを  持ってきてください。 部品代が  必要な  場合も  あります。）

●授産所製品や  小牧ワイナリーオリジナルワインの  販売

●デコパージュ展示 ・ 講習　　●クイズ(プレゼントが  あります)

●体験コーナー（木の実を  使った  工作や、 マイバッグ作りなどの  体験が  できます）

●にこにこニコラの  店（ぜんざい、 芋スティックの  販売）

●エコカー展示など　　●バス ・ タクシーの  乗り方教室

各種体験 ◆地震体験　◆消火器体験　◆救急体験　◆濃煙体験

◆放水体験　◆ちびっ子レスキュー（こどもだけ）

※スタンプラリー方式で  体験・学習した人には、  粗品を  わたします！

●消防車 ・ 救急車の  展示…写真撮影できます　　●住宅防災機器の  展示　　　　

●防災ボランティアによる  防災啓発コーナー

●使わなくなった  消火器の  回収（18日土曜日のみ・有料）

※ 防火…火事を  防ぐこと　　※ 防災…地震などの  自然に  おきる  事故を  防ぐこと

●物産展コーナー…いろいろな  地域の食べ物を  売っています。

●生産者直売コーナー…野菜、 もち米、 柿、 じねんじょ、 

 エビ芋などを  売っています。

●米消費拡大推進コーナー…五平餅、 みたらし団子などを  売っています。

●緑化推進コーナー…チャリティーで  苗木を  配ります。

2017 いきいきこまき

農政課　TEL.0568-76-1131農政課　TEL.0568-76-1131問合先
といあわせさき のうせいのうせい かか

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
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東部
市民センター 

東部
市民センター 

東部
市民センター 

  11月  9日（木）
13:30

〜
14:30

胸部X線検診

骨粗しょう症検診
（超音波）

肺がん検診

（喀痰検査）

12月21日（木）

 1月25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）

9:30
〜

11:00

9:00
〜

11:00

9:00
〜

11:00

9:30
〜

11:00

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／30歳以上で  小牧市に  住民登録の  ある人

●定員／75人/回　●料金／830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 

「1日に  たばこを 吸う  本数」×「たばこを  吸った  年数」が 600以上の  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

11月17日（金）
12月22日（金）

12月12日（火）

保健センター 

保健センター 

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。

12月13日（水）

12月21日（木）

乳がん検診
（マンモグラフィ）

12月25日（月）

11月27日（月） 9:00
〜

14:30

9:00
〜

10:30

9:00
〜

11:00

●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

愛知文教大学構内（〒485-0802 愛知県小牧市大草5969-3）

11月 4日（土）11:00～17:00　※雨天決行

❶JR「高蔵寺駅」と 名鉄「小牧駅」から スクールバスを 運行します。 

　バスダイヤ詳細は 愛知文教大学ホームページを 見てください。

❷小牧巡回バスの 「18. 北部東部右まわりコース」および「19.北部東部左まわりコース」の「文教大学前」で 降りてください。

❸車でくる 場合は、 東名高速道路「春日井I.C」より 国道19号線を 北へ 約8分、「宮ノ上」の 信号交差点を 西へ 約2分です。

アクセス

※企画の内容などは  変更される  場合が  ございます。 ご了承ください。

ここで  紹介した  企画以外にも  たくさんの 「わくわく」を  用意しています。 

晴れあがった  秋の  一日を、 ぜひ  愛知文教大学で  お過ごしください。

愛知文教大学の  教育は、 日本文化の  学びと  実践的な  語学教育で  可能性を  拡げる 「逆転力教育」です。

語学力とともに、 今の  時代に  必要な  国際感覚を  養うため、 海外留学を  推奨しています。

国際交流を  積極的に  推進しており、 中国や  ベトナム、 

ネパールといった  アジア圏からの  留学生を  多く  受け入れている  

国際色豊かな  大学でもあります。 また、 愛知文教大学は、 小牧市と    

提携する  文化事業による 「信長研究」や「小牧学サテライト講座」の開講、 

地域イベントへの  学生参加など  「地域に  根ざした  大学」として

さまざまな  活動を  しています。 

つきましては、 11月 4日（土）に  実施します  大学祭「第18回愛文祭」に、

小牧市の  皆様にも  きていただきたく、 ご案内を  します。

今年度は 「Shake Hands」という  テーマを  掲げ、 学生、 教職員、 地域の  皆様と  手を  取り合い、

国際理解や  地域交流が  できる  大学祭を  創りたいと  考えています。

その一環として、 日本の  伝統芸能を  多くの  皆様に  知っていただくため、 

数々の  全国大会にて  優勝 ・ 受賞歴のある  愛知県出身の  三味線奏者  山口  晃司さんに、

迫力  溢れる  ステージを  披露していただきます。

また  本学  ベトナム人  留学生による  ダンスや  

タイ人留学生による  タイ舞踊も  あります。

国際色  豊かな  愛知文教大学だから  できる  模擬店も  

開催します。 定番の 「ホットドッグ」 や 「綿菓子」などの  

ほか、「水餃子」 や「ベトナム料理」の  出店が  あります。

また、 愛知文教大学教員による  フリーマーケット出店  及び

古書市も  開催します。思いがけない  掘り出し物との  出会いを  お楽しみください。

第18回 愛文祭 国際色あふれる  愛知文教大学の  
大学祭「愛文祭」に  ぜひ  きてください！

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

問合先
といあわせさき

愛知文教大学  TEL.0568-78-2211  ホームページ.http://www.abu.ac.jp/
あいち ぶんきょうだいがく ほーむぺーじ
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※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 ▶ 11月12日（日）、11月26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 11月 30日（木）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6期） ●介護保険料（第5期）

●後期高齢者医療保険料（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…

いろいろな  国の  人との  交流が  好きな  小学生より  上の人

中学生より  上の  大人（日本人 50人、 外国人 50人）

小学生  24人（日本の  こども 12人、 外国のこども12人）

小学生：会員300円、その他800円 / 中学生以上：会員500円、その他1,000円

小牧国際ボウル11月26日（日） 9：30～12:30（予定）

スポーツ交流会（ボウリング大会）
世界の  友だちと  一緒に、 
ボウリングで  交流を  楽しみませんか！

11月1日（水）～18日（土） 9時～17時の間にお金をもって、

小牧市国際交流協会（小牧市公民館4階）へ来てください。

※12：00～13：00、日曜日・月曜日・祝日はお休み

※当日、 市民会館からバスが出ます。予約をしてください。

問合先
といあわせさき

小牧市国際交流協会（KIA)  TEL.0568-76-0905 E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp小牧市国際交流協会（KIA)  TEL.0568-76-0905 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

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

市では  省資源 ・ 廃棄物  削減による  循環型社会の  形成、 

地球温暖化  防止に  向けた  環境配慮  行動を  促進し、次世代の  子どもたちに、 

よりよい  地球環境を  引き継ぐことを  目指し、レジ袋 削減を  推進しています。

そこで、レジ袋  辞退率 「100％」 達成に  向け、 小牧市  レジ袋 削減 協議会では　

レジ袋の  配布枚数の  削減 ・ 有料化により  マイバッグなどの  持参を  促す  取組みを  行っています。

平成28年度の  協議会の  調査では、 マイバッグを  持参した人の  割合は 「91．0％」で、  平成20年  2月に　

調査した時の 「27．2％」に  比べ  マイバッグを  持参する人は  とても  多くなっています。「マイバッグを  持っています。

レジ袋は  必要ありません。」という  皆さんの  行動で  レジ袋 辞退率 「100％」を  めざしましょう。

レジ袋 無料の 場合

レジ袋 販売枚数 CO2排出量（※2）レジ袋 辞退率調査対象

レジ袋ないない君

（※1）レジ袋 有料化前（平成 20年 2月）に 行なった レジ袋 辞退率 調査による。

（※2）レジ袋  1枚 あたりの CO2 排出量 ＝ 約61g（出展: 省エネルギーセンター ホームページ） 

※持参…持ってくること

レジ袋を 有料化した 場合 63,395㎏

398,328㎏

1,039,262枚

6,529,970枚

91．0％

27．2％

レジ袋 有料化 店舗（市内 11事業者 13店舗）

レジ袋 有料化前の レジ袋 辞退率（27.2%（※1））を

現時点に 当てはめた もの

環境対策課　TEL.0568-76-1181
かんきょう たいさくか

桃ヶ丘
一色
米野
北里
本庄
光ヶ丘
篠岡
小牧
味岡
小牧原
小木
村中
小牧南
三ッ渕
陶　
大城

桃ヶ丘二丁目3（桃ヶ丘小学校内）
大字久保一色3500（一色小学校内）
中央五丁目339（米野小学校敷地内）
下小針中島二丁目50（北里小学校内）
大字本庄2597-18（本庄小学校東側）
光ヶ丘三丁目50（光ヶ丘小学校内）
篠岡二丁目25（篠岡小学校内）
小牧三丁目17（小牧小学校敷地内）
大字小松寺585-1（味岡小学校敷地内）
大字小牧原新田1125（小牧原小学校内）
小木西二丁目1（小木小学校内）
大字村中1045（村中小学校敷地内）
若草町82（小牧南小学校敷地内）
大字三ッ渕480（三ッ渕小学校敷地内）
大字上末3450-282（陶小学校敷地内）
城山三丁目2-4（大城児童館2階）

住所クラブ名

市内の　小学校に　通う　1～6年生で、

昼間に　保護者が　家に　いないなど、

一定の　条件に　あてはまる　子どもたち。

（年度ごとに　申し込みが　必要です。）
申し込み

期間

及び場所

申し込み用紙の

設置場所

平日:授業終了後～18:30
長期休業期間:7:30～18:30（土曜日を除く）

土曜日:8:30～18:00
学校代休日・卒業式:7:30～18:30

（1）2017年11月13日（月）～11月24日（金）
　   平  日:13:30～18:00　土曜日:8:30～17:00

料金

月額5,000円（おやつ代は別）

※おやつ代は月額500円～1,000円

※口座振替でお願いします。

※日曜日、 祝日、 年末年始を　除く

※必ず　時間内に　送り迎えを　してください。

※祝日、日曜日を　除く

申し込み場所:加入したい　児童クラブ

（2）2017年11月27日（月）以降
　   平日:8:30～17:15

最終申し込み締切:2018年1月15日（月）

※土・日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）を除く

申し込み場所:こども政策課

こども政策課、 各児童クラブ、

各市民センター、 都市センター

※2017年 10月 16日から 配ります。

対象

開所時間

79-2110
77-3275
77-3357
71-2584
78-5711
78-2110
79-8041
77-5122
77-8666
73-7339
72-8655
76-2655
76-8851
76-8100
78-1101
78-1102

電 話

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

くばにちがつねん

せんたーとしせんたーしみんかく

くらぶじどうかくかせいさく

きんにちがつげつにちがつねん

かいしょ

ね ん ど じ ど う こも うか に ゅ うく ら ぶ

参考: レジ袋 有料化による 辞退率の 変化

問合先
といあわせさき

買い物袋を 持っていきましょう!! 買い物に  行くときは  買い物袋を

持参しましょう。レジで 「マイバッグを  

持っています。レジ袋は  必要ありません」と  

伝えましょう。

つ ぎ ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ に ち も く

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

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

ほーむぺーじせんたーえねるぎーしょうしゅってんやくはいしゅつりょうまいぶくろれじ

ちょうさ

じさん も

じたいりつぶくろれじおこがつねんへいせいゆうりょうかまえぶくろれじ

てんぽじぎょうしゃしないてんぽゆうりょうかぶくろれじ

あ

まい

まい

げんじてん

じたいりつぶくろれじまえゆうりょうかぶくろれじ

はいしゅつりょうはんばい まいすうぶくろれじじたいりつぶくろれじたいしょうちょうさ

ばあいゆうりょうかぶくろれじ

ばあいむりょうぶくろれじ

へんかじたいりつゆうりょうかぶくろれじ

じたいりつぶくろれじこうどうみなひつようぶくろれじ

もまいばっぐおおひとじさんくらちょうさ とき

がつねんへいせいわりあいひとじさんまいばっぐちょうさきょうぎかいねんどへいせい

おこなとりくうながじさんまいばっぐゆうりょうかさくげんまいすうはいふぶくろれじ

きょうぎかいさくげんぶくろれじこまきしむたっせいじたいりつぶくろれじ

すいしんさくげんぶくろれじめざつひかんきょうちきゅう

こじせだいそくしんこうどうはいりょかんきょうむぼうしおんだんかちきゅう

けいせいしゃかいじゅんかんがたさくげんはいきぶつしげんしょうし

ぜいきん はら

ねんまつ ねんし やす

きげんか

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

きだい

ひつようこもうねんど

こじょうけんいってい

いえほごしゃひるま

ねんせいかよしょうがっこうしない

おく むかじかんないかなら

のぞねんしねんまつしゅくじつにちようび

だいきゅうび そつぎょうしきがっこう

どようび

のぞどようびきかんきゅうぎょうちょうき

しゅうりょうごじゅぎょうへいじつ

たいしょう

ばしょせっち

ようしもう こ

ばしょおよ

きかん

もう こ

りょうきん

じかん

げつにちがつねんしめきりさいしゅうもう こ

かせいさくばしょもう こ

のぞにちがつにちがつねんしねんまつしゅくじつにちど

へいじつ

いこうげつにちがつねん

くらぶじどうかにゅうばしょもう こ

のぞにちようびしゅくじつ

どようびへいじつ

ももがおか

いしき

こめの

きたさと

ほんじょう

ひかりがおか

しのおか

こまき

あじおか

こまきはら

こき

むらなか

こまきみなみ

みつぶち

すえ

おおしろ

じゅうしょ

ももがおか 2ちょうめ 3 ももがおかしょうがっこうない

おおあざ くぼいしき 3500 いしきしょうがっこうない

ちゅうおう 5ちょうめ 339 こめのしょうがっこうしきちない

しもおばり なかしま 2ちょうめ50 きたさとしょうがっこうない

おおあざ ほんじょう 2597-18 ほんじょうしょうがっこうひがしがわ

ひかりがおか 3ちょうめ 50 ひかりがおかしょうがっこうない

しのおか 2ちょうめ 25 しのおかしょうがっこうない

こまき 3ちょうめ 17 こまきしょうがっこうしきちない

おおあざ こまつじ 585-1 あじおかしょうがっこうしきちない

おおあざ こまきはら しんでん 1125 こまきはらしょうがっこうない

こきにし 2ちょうめ 1 こきしょうがっこうない

おおあざ むらなか 1045 むらなかしょうがっこうしきちない

わかくさちょう 82 こまきみなみしょうがっこうしきちない

おおあざ みつぶち 480 みつぶちしょうがっこうしきちない

おおあざ かみずえ 3450-282 すえしょうがっこうしきちない

しろやま 3ちょうめ 2-4 おおしろじどうかん2かい

くらぶめい でんわ

たのこうりゅうぼうりんぐ

いっしょともせかいすぽーつ
り ん ぐ たいかいぼ う

こうりゅうかい

やすしゅくじつげつようびにちようび

ききょうかいこうりゅうこくさいこまきし こまきし こうみんかん かい

かねじ じ あいだどにちすいにちがつ

にちにちがつ

よやくでばすかいかんしみんとうじつ

えんたえんかいいんいじょうちゅうがくせいえんたえんかいいんしょうがくせい

にんがいこくにんにほんにんしょうがくせい

にんがいこくじんにんにほんじんおとなうえちゅうがくせい

ひとうえしょうがくせいすこうりゅうひとくに

ぼうるこくさいこまきよてい

ふりかえこうざ ねが

だい げつがく えん えん

べつだいえんげつがく

ほけんぜい だい きけんこうこくみん

ぶくろれじ くん

つた

ひつようぶくろれじも

まいばっぐじさん れじ

ぶくろものかいものか

もぶ く ろも のか
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※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 ▶ 11月12日（日）、11月26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 11月 30日（木）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6期） ●介護保険料（第5期）

●後期高齢者医療保険料（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…

いろいろな  国の  人との  交流が  好きな  小学生より  上の人

中学生より  上の  大人（日本人 50人、 外国人 50人）

小学生  24人（日本の  こども 12人、 外国のこども12人）

小学生：会員300円、その他800円 / 中学生以上：会員500円、その他1,000円

小牧国際ボウル11月26日（日） 9：30～12:30（予定）

スポーツ交流会（ボウリング大会）
世界の  友だちと  一緒に、 
ボウリングで  交流を  楽しみませんか！

11月1日（水）～18日（土） 9時～17時の間にお金をもって、

小牧市国際交流協会（小牧市公民館4階）へ来てください。

※12：00～13：00、日曜日・月曜日・祝日はお休み

※当日、 市民会館からバスが出ます。予約をしてください。

問合先
といあわせさき

小牧市国際交流協会（KIA)  TEL.0568-76-0905 E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp小牧市国際交流協会（KIA)  TEL.0568-76-0905 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

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

市では  省資源 ・ 廃棄物  削減による  循環型社会の  形成、 

地球温暖化  防止に  向けた  環境配慮  行動を  促進し、次世代の  子どもたちに、 

よりよい  地球環境を  引き継ぐことを  目指し、レジ袋 削減を  推進しています。

そこで、レジ袋  辞退率 「100％」 達成に  向け、 小牧市  レジ袋 削減 協議会では　

レジ袋の  配布枚数の  削減 ・ 有料化により  マイバッグなどの  持参を  促す  取組みを  行っています。

平成28年度の  協議会の  調査では、 マイバッグを  持参した人の  割合は 「91．0％」で、  平成20年  2月に　

調査した時の 「27．2％」に  比べ  マイバッグを  持参する人は  とても  多くなっています。「マイバッグを  持っています。

レジ袋は  必要ありません。」という  皆さんの  行動で  レジ袋 辞退率 「100％」を  めざしましょう。

レジ袋 無料の 場合

レジ袋 販売枚数 CO2排出量（※2）レジ袋 辞退率調査対象

レジ袋ないない君

（※1）レジ袋 有料化前（平成 20年 2月）に 行なった レジ袋 辞退率 調査による。

（※2）レジ袋  1枚 あたりの CO2 排出量 ＝ 約61g（出展: 省エネルギーセンター ホームページ） 

※持参…持ってくること

レジ袋を 有料化した 場合 63,395㎏

398,328㎏

1,039,262枚

6,529,970枚

91．0％

27．2％

レジ袋 有料化 店舗（市内 11事業者 13店舗）

レジ袋 有料化前の レジ袋 辞退率（27.2%（※1））を

現時点に 当てはめた もの

環境対策課　TEL.0568-76-1181
かんきょう たいさくか

桃ヶ丘
一色
米野
北里
本庄
光ヶ丘
篠岡
小牧
味岡
小牧原
小木
村中
小牧南
三ッ渕
陶　
大城

桃ヶ丘二丁目3（桃ヶ丘小学校内）
大字久保一色3500（一色小学校内）
中央五丁目339（米野小学校敷地内）
下小針中島二丁目50（北里小学校内）
大字本庄2597-18（本庄小学校東側）
光ヶ丘三丁目50（光ヶ丘小学校内）
篠岡二丁目25（篠岡小学校内）
小牧三丁目17（小牧小学校敷地内）
大字小松寺585-1（味岡小学校敷地内）
大字小牧原新田1125（小牧原小学校内）
小木西二丁目1（小木小学校内）
大字村中1045（村中小学校敷地内）
若草町82（小牧南小学校敷地内）
大字三ッ渕480（三ッ渕小学校敷地内）
大字上末3450-282（陶小学校敷地内）
城山三丁目2-4（大城児童館2階）

住所クラブ名

市内の　小学校に　通う　1～6年生で、

昼間に　保護者が　家に　いないなど、

一定の　条件に　あてはまる　子どもたち。

（年度ごとに　申し込みが　必要です。）
申し込み

期間

及び場所

申し込み用紙の

設置場所

平日:授業終了後～18:30
長期休業期間:7:30～18:30（土曜日を除く）

土曜日:8:30～18:00
学校代休日・卒業式:7:30～18:30

（1）2017年11月13日（月）～11月24日（金）
　   平  日:13:30～18:00　土曜日:8:30～17:00

料金

月額5,000円（おやつ代は別）

※おやつ代は月額500円～1,000円

※口座振替でお願いします。

※日曜日、 祝日、 年末年始を　除く

※必ず　時間内に　送り迎えを　してください。

※祝日、日曜日を　除く

申し込み場所:加入したい　児童クラブ

（2）2017年11月27日（月）以降
　   平日:8:30～17:15

最終申し込み締切:2018年1月15日（月）

※土・日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）を除く

申し込み場所:こども政策課

こども政策課、 各児童クラブ、

各市民センター、 都市センター

※2017年 10月 16日から 配ります。

対象

開所時間

79-2110
77-3275
77-3357
71-2584
78-5711
78-2110
79-8041
77-5122
77-8666
73-7339
72-8655
76-2655
76-8851
76-8100
78-1101
78-1102

電 話

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

くばにちがつねん

せんたーとしせんたーしみんかく

くらぶじどうかくかせいさく

きんにちがつげつにちがつねん

かいしょ

ね ん ど じ ど う こも うか に ゅ うく ら ぶ

参考: レジ袋 有料化による 辞退率の 変化

問合先
といあわせさき

買い物袋を 持っていきましょう!! 買い物に  行くときは  買い物袋を

持参しましょう。レジで 「マイバッグを  

持っています。レジ袋は  必要ありません」と  

伝えましょう。

つ ぎ ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ に ち も く

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

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

ほーむぺーじせんたーえねるぎーしょうしゅってんやくはいしゅつりょうまいぶくろれじ

ちょうさ

じさん も

じたいりつぶくろれじおこがつねんへいせいゆうりょうかまえぶくろれじ

てんぽじぎょうしゃしないてんぽゆうりょうかぶくろれじ

あ

まい

まい

げんじてん

じたいりつぶくろれじまえゆうりょうかぶくろれじ

はいしゅつりょうはんばい まいすうぶくろれじじたいりつぶくろれじたいしょうちょうさ

ばあいゆうりょうかぶくろれじ

ばあいむりょうぶくろれじ

へんかじたいりつゆうりょうかぶくろれじ

じたいりつぶくろれじこうどうみなひつようぶくろれじ

もまいばっぐおおひとじさんくらちょうさ とき

がつねんへいせいわりあいひとじさんまいばっぐちょうさきょうぎかいねんどへいせい

おこなとりくうながじさんまいばっぐゆうりょうかさくげんまいすうはいふぶくろれじ

きょうぎかいさくげんぶくろれじこまきしむたっせいじたいりつぶくろれじ

すいしんさくげんぶくろれじめざつひかんきょうちきゅう

こじせだいそくしんこうどうはいりょかんきょうむぼうしおんだんかちきゅう

けいせいしゃかいじゅんかんがたさくげんはいきぶつしげんしょうし

ぜいきん はら

ねんまつ ねんし やす

きげんか

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

きだい

ひつようこもうねんど

こじょうけんいってい

いえほごしゃひるま

ねんせいかよしょうがっこうしない

おく むかじかんないかなら

のぞねんしねんまつしゅくじつにちようび

だいきゅうび そつぎょうしきがっこう

どようび

のぞどようびきかんきゅうぎょうちょうき

しゅうりょうごじゅぎょうへいじつ

たいしょう

ばしょせっち

ようしもう こ

ばしょおよ

きかん

もう こ

りょうきん

じかん

げつにちがつねんしめきりさいしゅうもう こ

かせいさくばしょもう こ

のぞにちがつにちがつねんしねんまつしゅくじつにちど

へいじつ

いこうげつにちがつねん

くらぶじどうかにゅうばしょもう こ

のぞにちようびしゅくじつ

どようびへいじつ

ももがおか

いしき

こめの

きたさと

ほんじょう

ひかりがおか

しのおか

こまき

あじおか

こまきはら

こき

むらなか

こまきみなみ

みつぶち

すえ

おおしろ

じゅうしょ

ももがおか 2ちょうめ 3 ももがおかしょうがっこうない

おおあざ くぼいしき 3500 いしきしょうがっこうない

ちゅうおう 5ちょうめ 339 こめのしょうがっこうしきちない

しもおばり なかしま 2ちょうめ50 きたさとしょうがっこうない

おおあざ ほんじょう 2597-18 ほんじょうしょうがっこうひがしがわ

ひかりがおか 3ちょうめ 50 ひかりがおかしょうがっこうない

しのおか 2ちょうめ 25 しのおかしょうがっこうない

こまき 3ちょうめ 17 こまきしょうがっこうしきちない

おおあざ こまつじ 585-1 あじおかしょうがっこうしきちない

おおあざ こまきはら しんでん 1125 こまきはらしょうがっこうない

こきにし 2ちょうめ 1 こきしょうがっこうない

おおあざ むらなか 1045 むらなかしょうがっこうしきちない

わかくさちょう 82 こまきみなみしょうがっこうしきちない

おおあざ みつぶち 480 みつぶちしょうがっこうしきちない

おおあざ かみずえ 3450-282 すえしょうがっこうしきちない

しろやま 3ちょうめ 2-4 おおしろじどうかん2かい

くらぶめい でんわ

たのこうりゅうぼうりんぐ

いっしょともせかいすぽーつ
り ん ぐ たいかいぼ う

こうりゅうかい

やすしゅくじつげつようびにちようび

ききょうかいこうりゅうこくさいこまきし こまきし こうみんかん かい

かねじ じ あいだどにちすいにちがつ

にちにちがつ

よやくでばすかいかんしみんとうじつ

えんたえんかいいんいじょうちゅうがくせいえんたえんかいいんしょうがくせい

にんがいこくにんにほんにんしょうがくせい

にんがいこくじんにんにほんじんおとなうえちゅうがくせい

ひとうえしょうがくせいすこうりゅうひとくに

ぼうるこくさいこまきよてい

ふりかえこうざ ねが

だい げつがく えん えん

べつだいえんげつがく

ほけんぜい だい きけんこうこくみん

ぶくろれじ くん

つた

ひつようぶくろれじも

まいばっぐじさん れじ

ぶくろものかいものか

もぶ く ろも のか
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東部
市民センター 

東部
市民センター 

東部
市民センター 

  11月  9日（木）
13:30

〜
14:30

胸部X線検診

骨粗しょう症検診
（超音波）

肺がん検診

（喀痰検査）

12月21日（木）

 1月25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）

9:30
〜

11:00

9:00
〜

11:00

9:00
〜

11:00

9:30
〜

11:00

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／30歳以上で  小牧市に  住民登録の  ある人

●定員／75人/回　●料金／830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 

「1日に  たばこを 吸う  本数」×「たばこを  吸った  年数」が 600以上の  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

11月17日（金）
12月22日（金）

12月12日（火）

保健センター 

保健センター 

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。

12月13日（水）

12月21日（木）

乳がん検診
（マンモグラフィ）

12月25日（月）

11月27日（月） 9:00
〜

14:30

9:00
〜

10:30

9:00
〜

11:00

●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

愛知文教大学構内（〒485-0802 愛知県小牧市大草5969-3）

11月 4日（土）11:00～17:00　※雨天決行

❶JR「高蔵寺駅」と 名鉄「小牧駅」から スクールバスを 運行します。 

　バスダイヤ詳細は 愛知文教大学ホームページを 見てください。

❷小牧巡回バスの 「18. 北部東部右まわりコース」および「19.北部東部左まわりコース」の「文教大学前」で 降りてください。

❸車でくる 場合は、 東名高速道路「春日井I.C」より 国道19号線を 北へ 約8分、「宮ノ上」の 信号交差点を 西へ 約2分です。

アクセス

※企画の内容などは  変更される  場合が  ございます。 ご了承ください。

ここで  紹介した  企画以外にも  たくさんの 「わくわく」を  用意しています。 

晴れあがった  秋の  一日を、 ぜひ  愛知文教大学で  お過ごしください。

愛知文教大学の  教育は、 日本文化の  学びと  実践的な  語学教育で  可能性を  拡げる 「逆転力教育」です。

語学力とともに、 今の  時代に  必要な  国際感覚を  養うため、 海外留学を  推奨しています。

国際交流を  積極的に  推進しており、 中国や  ベトナム、 

ネパールといった  アジア圏からの  留学生を  多く  受け入れている  

国際色豊かな  大学でもあります。 また、 愛知文教大学は、 小牧市と    

提携する  文化事業による 「信長研究」や「小牧学サテライト講座」の開講、 

地域イベントへの  学生参加など  「地域に  根ざした  大学」として

さまざまな  活動を  しています。 

つきましては、 11月 4日（土）に  実施します  大学祭「第18回愛文祭」に、

小牧市の  皆様にも  きていただきたく、 ご案内を  します。

今年度は 「Shake Hands」という  テーマを  掲げ、 学生、 教職員、 地域の  皆様と  手を  取り合い、

国際理解や  地域交流が  できる  大学祭を  創りたいと  考えています。

その一環として、 日本の  伝統芸能を  多くの  皆様に  知っていただくため、 

数々の  全国大会にて  優勝 ・ 受賞歴のある  愛知県出身の  三味線奏者  山口  晃司さんに、

迫力  溢れる  ステージを  披露していただきます。

また  本学  ベトナム人  留学生による  ダンスや  

タイ人留学生による  タイ舞踊も  あります。

国際色  豊かな  愛知文教大学だから  できる  模擬店も  

開催します。 定番の 「ホットドッグ」 や 「綿菓子」などの  

ほか、「水餃子」 や「ベトナム料理」の  出店が  あります。

また、 愛知文教大学教員による  フリーマーケット出店  及び

古書市も  開催します。思いがけない  掘り出し物との  出会いを  お楽しみください。

第18回 愛文祭 国際色あふれる  愛知文教大学の  
大学祭「愛文祭」に  ぜひ  きてください！

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

問合先
といあわせさき

愛知文教大学  TEL.0568-78-2211  ホームページ.http://www.abu.ac.jp/
あいち ぶんきょうだいがく ほーむぺーじ

種類

）（

けんしん せいじん けんしん

け
ん
し
ん

こ
べ
つ

け
ん
し
ん

し
ゅ
う
だ
ん

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

けんしんこべつ

まんもぐらふぃ

にゅう

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

ちょうおんぱ

しょうけんしんこつそ

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

けんしんだいちょう

さつえいかんせつせん

けんしんい

しゅるい こもうないようたいしょうばしょじかんひ

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

ほけん

とうぶ

しみん

せんたー
きん

か

にちがつ

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

もく

げつ

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

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 す いじょうほんすう ねんすうにち

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

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さいさいたいしょう

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

ひととうろくじゅうみんこまきしさい いじょうたいしょう

えんりょうきんていいん

ひととうろくじゅうみんこまきしさい いじょうたいしょう

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

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 くーぽん

ひとひょうした

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

れでぃーす くりにっくひとこもう

さい いじょう えんえんりょうきん

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

ひとじゅしんねんどひといがい

ひととどけんくーぽんむりょう

ひとひょうした

さんふじんか

れでぃーす

くりにっく

しない

どにちがつ

ねん

きかんじゅしん

かにち

ねん

がつ

きかんじゅしん

すい

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

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

べん

いぶ ぎゃくてんりょくきょういくひろかのうせいきょういくごがくじっせんてきまなぶんかにほんきょういくだいがくぶんきょうあいち

すいしょうかいがいりゅうがくやしなこくさい かんかくひつようじだいいまごがくりょく

べとなむちゅうごくすいしんせっきょくてきこうりゅう

いうおおりゅうがくせいけんあじあねぱーる

ていけい

こまきしあいち ぶんきょう だいがくだいがくゆたこくさいしょく

かいこうこうざさてらいとこまきがくけんきゅうのぶながじぎょうぶんか

かつどう

あいぶんさいあいぶんさいかいだいだいがくさいじっしどにちがつ

あんないみなさまこまきし

かんがつくだいがくさいこうりゅうちいきりかいこくさい

あとてみなさまちいききょうしょくいんがくせいかかてーまこんねんど

こうじ

すだいがくぶんきょうあいちいちにちあきは

よういいがいきかくしょうかい

たのであものだほおもかいさいこしょいち

およしゅってんふりーまーけっときょういんあいち ぶんきょうだいがく

しゅってんりょうりべとなむすいぎょうざ

わたがしほっとどっぐていばんかいさい

も ぎ てんだいがくぶんきょうあいちゆたこくさいしょく

たい たい ぶようじんりゅうがくせい

だんすりゅうがくせいじんべとなむほんがく

ひろうすてーじあふはくりょく

やまぐちそうしゃしゃみせんしゅっしんあいちけんじゅしょうれきゆうしょうたいかいぜんこくかずかず

いっかん にほん でんとう げいのう おお みなさま し

ね だいがくちいきさんかがくせいいべんとちいき

こくさい

あいぶんさいだいがくさい

あいち だいがくぶんきょうこくさいしょく

あ い ぶ ん さ いかいだい

あくせす

ふんやくにしこうさてんしんごうみやのうえふんやくきたごうせんこくどうかすがいどうろこうそくとうめいばあいくるま

おまえだいがくぶんきょうこーすひだりとうぶほくぶこーすみぎとうぶほくぶばすじゅんかいこまき

みぶんきょうだいがく ほーむぺーじあいちしょうさいだいやばす

うんこうばすすくーるこまきえきめいてつえきこうぞうじ

おおくさこまきしあいちけんこうないだいがくぶんきょうあいち

けっこううてんどにちがつ

りょうしょうばあいへんこうないようきかく



2 7

生活情報誌こまき生活情報誌こまき 生活情報誌こまき

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  手紙を  送りますので、 詳しい  受付時間は  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
●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歳前後の 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

11月  7日（火）
11月14日（火）
11月21日（火）
11月28日（火）

2017年  7月  1日～  6日生まれ
2017年  7月  7日～14日生まれ
2017年  7月15日～22日生まれ
2017年  7月23日～31日生まれ

11月10日（金）
11月17日（金）
12月  1日（金）

2016年  5月  1日～  9日生まれ

2016年  5月10日～20日生まれ

2016年  5月21日～31日生まれ

11月  9日（木）
11月16日（木）

2015年  8月  1日～15日生まれ

2015年  8月16日～31日生まれ
11月  1日（水）
11月  8日（水）
11月22日（水）

2014年11月  1日～13日生まれ

2014年11月14日～21日生まれ

2014年11月22日～30日生まれ

11月  6日（月）
11月20日（月）
11月29日（水）

11月24日（金）

11月  8日（水）

11月  7日（火）

11月28日（火）
11月27日（月）
11月21日（火）

 11月14日（火）

11月17日（金）

11月10日（金）

11月24日（金）

11月10日（金）

小牧児童館

北里児童館

篠岡児童館

北里児童館

●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 

日　時 にちじ 場　所 ばしょ

「住みよい  こまき ～食 ・ 緑 ・ くらし ・ 安全安心～」を  テーマに  「いきいきこまき2017」を  開催します。

楽しみながら、  食 ・ 環境 ・ 消費生活 ・ 防災について  学ぶことが  できます。

共同イベント

農業祭

消防フェア

環境フェア

みんなの
生活展

小牧市市民会館・公民館11月18日(土)・19日(日) 10:00～15:00

●簡単！！ リサイクル工作

●スタンプラリー (全ての  フェアを  まわると  プレゼントが  あります)

小牧市で  作られた  野菜や  果物を  売っています。

防火教室、 各種体験に  参加して  防火 ・ 防災を  学習しよう！

環境に  やさしい生活を  考えます。

暮らしに  役立つ  情報を  おしらせします。

●パネル展示　　●おもちゃの  修理

（壊れた  おもちゃを  持ってきてください。 部品代が  必要な  場合も  あります。）

●授産所製品や  小牧ワイナリーオリジナルワインの  販売

●デコパージュ展示 ・ 講習　　●クイズ(プレゼントが  あります)

●体験コーナー（木の実を  使った  工作や、 マイバッグ作りなどの  体験が  できます）

●にこにこニコラの  店（ぜんざい、 芋スティックの  販売）

●エコカー展示など　　●バス ・ タクシーの  乗り方教室

各種体験 ◆地震体験　◆消火器体験　◆救急体験　◆濃煙体験

◆放水体験　◆ちびっ子レスキュー（こどもだけ）

※スタンプラリー方式で  体験・学習した人には、  粗品を  わたします！

●消防車 ・ 救急車の  展示…写真撮影できます　　●住宅防災機器の  展示　　　　

●防災ボランティアによる  防災啓発コーナー

●使わなくなった  消火器の  回収（18日土曜日のみ・有料）

※ 防火…火事を  防ぐこと　　※ 防災…地震などの  自然に  おきる  事故を  防ぐこと

●物産展コーナー…いろいろな  地域の食べ物を  売っています。

●生産者直売コーナー…野菜、 もち米、 柿、 じねんじょ、 

 エビ芋などを  売っています。

●米消費拡大推進コーナー…五平餅、 みたらし団子などを  売っています。

●緑化推進コーナー…チャリティーで  苗木を  配ります。

2017 いきいきこまき

農政課　TEL.0568-76-1131農政課　TEL.0568-76-1131問合先
といあわせさき のうせいのうせい かか

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
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シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173問合先
といあわせさき してぃしてぃ ぷろもーしょんぷろもーしょん かか

小牧駅 近くの 広場や 道路

昨年の様子

11月30日（木） 7:30～8:30

日　時 にちじ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

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

小牧山の紅葉小牧山の紅葉
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P3

P4

P5

P7

●2017  いきいきこまき
●第18回  愛文祭

●2018年度  児童クラブ  加入  申し込み　
●KIA スポーツ 交流会 （ボウリング 大会）

●次の  税金の  支払い期限は  
　11月30日（木）です
●買い物袋を  持っていきましょう！！

P6 ●成人検診の  お知らせ

●母子健診などの  カレンダー

●あいち航空  ミュージアム  11月30日 オープン！！
●イルミネーション
●「笑顔で  さきがけ  あいさつ運動」を  行います
●外国人のための  相談窓口の  おしらせ

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

小牧市青少年健全育成市民会議（事務局 少年センター）TEL.71-1325  E-mail: syounen@komaki-city.jp問合先
といあわせさき

ポルトガル語・スペイン語・英語

イルミネーション

2017年11月10日（金）～ 
2018年1月14日（日）17:00～22:00

今年は 「宙の  輝き、 地上の  光」を  テーマとして  イルミネーションを  行います。

小牧の  広場や  道路が  星や  飛行機や  ロケットの  イルミネーションで  きれいに

輝きます。 来て  見て  楽しんで  ください。  

家庭や  地域で、 気持ちのいい  あいさつを  かわし、 地域の  皆さんで、 こどもが  健やかに  育つよう  

応援する  運動です。 朝、 家族に  あいさつを  する、 登校中の  子どもに  あいさつを  する、

ゴミ出しの  時に  近所の  人に  あいさつを  する  など、 できるところで、 運動に  参加してください。

県営名古屋空港に、 航空機を  テーマとした  ミュージアムが  できます。 

名古屋空港で  初めて  飛んだ  日本の  飛行機である  YS-11など、 

見て  触って  楽しめる  展示が  たくさん  あります。 誰もが  持っている 

「空への  憧れ」を  呼び覚まし、 「飛ぶ  とは？」を  学び、 体験できる  

展示や  行事も  計画しています。 ぜひ、 遊びに  来てください。

問合先
といあわせさき

名古屋空港ビルディング株式会社  TEL.0568-39-0283
なごや くうこう びるでぃんぐ かぶしきがいしゃ

あいち航空ミュージアム 11月30日 オープン！！

「笑顔で さきがけ あいさつ運動」を 行います

こまきしやくしょ
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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11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11

外国人の人口：8,412人 / 小牧の人口：153,289人（2017年 10月 1日現在）


