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　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
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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 （9:30～16:30）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

シティプロモーション課　TEL.０５６８-７６-１１７３問合先

ポルトガル語・スペイン語・英語

小牧市ホームページを 外国語で 見ることができます
小牧市ホームページを、 ポルトガル語、 スペイン語、 英語、 中国語、 韓国語、 ベトナム語で  見ることが  できます。

生活に  必要な  情報を  調べる時に、 使ってください。
※必ず、 パソコンを  使ってください。 

　携帯電話や スマートフォンでは  

　見ることが  できません。

この  生活情報誌こまきは、 小牧市ホームページでも  見ることが  できます。 この  ページの  右下にある  

ＱＲコードを  スマートフォンなどで  読み取るか、 下にある  ＵＲＬに  アクセスして  ください。 ポルトガル語、 

スペイン語、 英語、 中国語、 やさしい  日本語で  見ることが  できます。 毎月１回、 生活に  役立つ  情報を  

知ることが  できます。 知り合いや  友達に  教えて  ください。

外国語で  見る  方法

❶ クリック
❷ クリックして選択

「小牧駅周辺  イルミネーション」昨年の  様子「小牧駅周辺  イルミネーション」昨年の  様子

●外国人のための  相談窓口の  おしらせ
●小牧市  ホームページを  外国語で
　見ることが  できます。

●2018年  小牧市  成人祝賀式
●ふれあい  音楽広場
●小牧民謡連盟  第40回  小牧民謡まつり

●次の  税金の  支払い期限は  12月25日（月）です
●こまき  文化財団  設立記念  駒来落語会  立川志の輔  独演会

●母子健診などの  カレンダー

●成人検診の  おしらせ

●中部  フィルハーモニー  交響楽団  特別演奏会

●こんな  方法で  クリスマスパーティーが？

下の図の  とおり、 クリック  してください。

ＵＲＬ  http://www.city.komaki.aichi.jp
小牧市ホームページに  パソコンから  アクセス  してください。❶

❷
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外国人の人口：8,484人 / 小牧の人口：153,256人（2017年 11月 1日現在）
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小牧市成人祝賀式2018年
日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

パークアリーナ小牧

2018年 1月 7日（日）
13:30～（開場13:00～）

1997年 4月 2日 ～ 1998年 4月 1日に  生まれ、 

小牧市に  住民登録が  ある人

当日は、  直接会場に  来てください。

こども政策課　TEL.0568-76-1179問合先
といあわせさき せいさく か

こまき市民文化財団　TEL.0568-71-9700問合先
といあわせさき

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

場　所 ばしょ

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

対　象 たいしょう

日　時 にちじ

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

持ち物 もちもの

内　容 ないよう

料　金 りょうきん

ふれあい音楽広場

「アメイジンググレイス」

「おめでとう  クリスマス」

「サンタが  街に  やって来る」 ほか

いりません

0円

80人

味岡市民センター  ロビー

12月 3日（日） 12:15～12:50

フェリーチェ:

伊藤倫子（ソプラノ）

伊藤早苗（フルート）

飯沼享子（ピアノ）

曲目

出演

2日間でひとつの

プログラムです。小牧市青年の家12月25日（月）10:00～16:00

小牧市公民館12月17日（日）10:00～16:00

（一財）こまき市民文化財団  電話71－9700  ※9:00～17:00まで、 月曜日は  お休み

※保護者の  見学、 協力は  大歓迎です。

11月18日（土）から、 電話で 受け付けます。（早く申し込んだ人順） 

フェリーチェが  贈る  クリスマスコンサート
～キラキラハッピークリスマス～

お昼の  ひとときを  ポルタメント小牧の  演奏で

お楽しみ  ください。

第40回 第40回 小牧民謡まつり

終了後  
抽選会が  あります

無料

小牧市市民会館ホール

12月3日（日） 

小牧民謡連盟　TEL.0568-72－7328　　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れんめいみんようこまき

こんな方法でクリスマスパーティーが？
（一財）こまき市民文化財団がこどもたちに贈る

キリストの  生誕を  祝う クリスマス。 いまでは  多くの  国で  家族の  イベントと  なっています。
今回は、 ふだん  やったことのない  方法で、 たのしい  クリスマス  パーティーを  行います。

※こんな  材料を  予定しています （小麦、 卵、 乳製品等の  食物アレルギーが  ある人は  参加  できません）

　・ホットケーキミックス・小麦粉・卵・バター・生クリーム・牛乳・ジャム・バニラエッセンス・砂糖・塩・イースト・チョコレート

※日程により  会場が  違いますので  注意して  ください。

プ
ロ
グ
ラ
ム

小牧民謡連盟

パーティーの  道具づくり ・空き缶を  使った  ケーキや  パン等 ・楽しい  パーティー

エプロン・タオル・水筒・軍手・筆記用具　※その他、 当日に  お金（1,000円を  支払います）

  1,000円

30人市内の  小学3～4年生

●申し込みの時に  聞かれる  こと

  ・氏名、 性別、 生年月日、 住所、 電話番号、 保護者氏名、 アレルギーの有無

  ・食物アレルギー  等により、 お断りする  場合が  あります。

●申し込み後の  流れ

　・参加が  決まった人には、 後日、 詳しい  案内を  送ります。

　・わからないことが  あれば （一財）こまき市民文化財団 : 後藤・野中まで  連絡して  ください。

・参加費は  無料ですが、 食材費として  1,000円（2日間で）が  必要です。

・まとめて  食材を  買うので、 欠席を  しても  返金  しません。

・料理は  自分たちで  作ります。　※食材：料理で  使う  食べもの

◆オリエンテーション

◆仲間づくりの  レクリエーション

◆クリスマスに  使うアイテム（道具）づくり

◆昼ごはん  づくり

小牧市公民館 （市民会館）10:00～16:0012月17日（日）
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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 ▶ 12月10日（日）、12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 12月 25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

問合先
といあわせさき ざいだんぶんかしみん

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！ 

●固定資産税（第3期） ●国民健康保険税（第7期）
●介護保険料（第6期） ●後期高齢者医療保険料（第5期）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

つ ぎ ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ に ち げ つ
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こまき市民文化財団設立記念

2018年2月4日（日）14:00開演（13:30開場）

こまき市民文化財団　TEL.0568-71-9700

中部フィルハーモニー交響楽団特別演奏会中部フィルハーモニー交響楽団特別演奏会

※施設により  休館日  及び  販売時間が  異なりますので  注意してください。

●一般 : 3,000円  ●学生 : 1,000円（小学生～大学生） ●未就学児 : 500円全て  指定席です

小牧市市民会館ホール

12月16日（土）開演 15:00（開場14:15）日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

日　時 にちじ 出演者 しゅつえんしゃ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

●中部フィルハーモニー交響楽団事務局（小牧市市民会館内）  電話:0568-43-4333

●小牧市内各市民センター  

●まなび創造館

●チケットぴあ （Pコード:343-515） 他

チケット
販売場所

○指揮・お話 : 青島 広志　○テノール : 小野 勉

“ジングルベル” “赤鼻の トナカイ” “クリスマスの 讃美歌” “神の 御子は” “荒野の はてに”

“もろ人 こぞりて” “きよし この夜”

◆歌って  祝おう  クリスマス （皆さんと  ご一緒に）

◆青島広志 : 「泰西名画集」より“楽園追放”“小椅子の聖母”“降誕”

◆ヘンデル : オラトリオ「救世主」より“ハレルヤ”

◆チャイコフスキー : バレエ音楽「くるみ割り人形」より“行進曲”“トレパック”“金平糖の踊り”“花のワルツ”

▷バッハ（グノー編曲）: アヴェ・マリア　▷シューベルト : アヴェ・マリア

▷マスカーニ : 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より“アヴェ・マリア”

◆“アヴェ・マリアを  聴いてみよう”

◆ヘンデル : オラトリオ「ソロモン」より “シバの  女王の  入城”

プログラム

●一般:3,500円 ●アートフレンド会員  一般:3,000円

●U25:1,000円 ●アートフレンド会員  U25:800円

●市民会館  ●東部・味岡・北里の  各市民センター  ●まなび創造館

●チケットぴあ（Pコード：483－031）  ※施設により  開館時間、休業日が  異なります。

※U25チケットは  公演当日に  25歳以下の人が  対象です。

※U25チケットで  入場する人は、 公演当日に  年齢を  確認できる  証明書（学生証・運転免許証など）を  持ってきてください。

※未就学児は  入場できません。

チケット
販売場所

●12月8日（金）9:30開始チケット販売

●12月8日（金）13:00～17:00  ●12月9日（土）以降  9:00～17:00

こまき市民文化財団　電話:0568-71-9700（月曜日休館）
※電話予約では、 最適な席を  案内します。

※予約後、2週間以内に  チケット販売場所で  引き換え、 または  現金書留で  チケット代を

　こまき市民文化財団へ  送ってください。 当日会場で  入場券を  渡します。

電話予約

立川志の輔 独演会駒来落語会

立川志の輔

小牧市青年の家 （小牧山の中）

◆オリエンテーション

◆クリスマスパーティー  料理づくり
　寒さに  耐えながら  遊びながら  料理をつくる

◆手づくりの  クリスマスパーティー
　食べて  遊んで  みんなで  たのしく

10:00～16:0012月25日（月）

問合先
といあわせさき

（一財）こまき市民文化財団  TEL.0568-71-9700  
ざいだんぶんかしみんいちざい

※9:00～17:00まで、 月曜日は  お休み
やすげつようび

全席指定

小牧市市民会館  大ホール

テレビでも  大活躍の  噺家、 立川志の輔の  独演会、 小牧市市民会館にて  開催！

ゴロゴロ
転がすだけで

アイスクリームが…

問合先
といあわせさき ちゅうぶ ふぃ る は ー も にー こうきょう がくだん じ む きょく

中部フィルハーモニー交響楽団事務局  TEL.0568-43-4333
やすげつようび

※月曜日は  お休み
といあわせさき

きだいこうき こうれいしゃ いりょうほけんりょうきだいかいご ほけんりょう

きだいこくみん けんこうほけんぜいきだいこてい しさんぜい

しみん ぶんか ざいだん せつりつ きねん
ど く え ん か いし す けた て か わら く ご か いこ ま き

わたにゅうじょうけんとうじつかいじょうおくざいだんぶんかしみん

ちけっと だいげんきんかきとめかひはんばいばしょちけっとにしゅうかんいないよやくご

あんないせきさいてきでんわ よやく

きゅうかんげつようびでんわざいだんぶんかしみん

いこうどにちがつきんにちがつ

きん かいしにちがつ

でんわ よやく

こときゅうぎょうびかいかん じかんしせつちけっと こーど

そうぞうかんせんたーかく しみんきたさとあじおかとうぶしみん かいかん

はんばいばしょ

ちけっと

はんばいちけっと

にゅうじょうみしゅうがくじ

もうんてんめんきょしょうがくせいしょうしょうめいしょかくにんねんれいこうえんとうじつひとにゅうじょうちけっと

たいしょうひとさい いかこうえんとうじつちけっと

えんえん かいいんあーとふれんど

えんいっぱんかいいんあーとふれんど

たてかわ し すけ

えんいっぱんしていぜんせき

だいかいかんしみんこまきし

かいじょうかいえんにちにちがつねん

かいさいかいかんしみんこまきしどくえんかいし すけたてかわはなしかだいかつやくて れ び

え ん そ う か いと く べ つが く だ んこ う き ょ うふ ぃ る は ー も に ーち ゅ う ぶ

ちゅういことはんばい じかんきゅうかんび およしせつ

ほかこーどちけっと

そうぞうかん

かくしみん せんたーこまきしない

でんわかいかんないしみんこまきしじむきょくふぃる は ー も に ー こうきょう がくだんちゅうぶ

はんばい ばしょ

ちけっと

びと よる

こうやみこかみさんびかくりすますとなかいあかはなじんぐるべる

いっしょみなくりすますいわうた

こうたんせいぼこいすらくえんついほうたいせい めいがしゅうひろしあおしま

はれるやきゅうせいしゅおらとりおへんでる

わるつはなおどこんぺいとうとれぱっくこうしんきょくにんぎょうわばれえ おんがくちゃいこふすきー

まりああゔぇるすてぃかーなかゔぁれりあかげきますかーに

まりああゔぇしゅーべるとまりああゔぇぐのー へんきょくばっは

きまりああゔぇ

にゅうじょうじょおうしばそろもんおらとりおへんでる

つとむおのてのーるひろしあおしまはなししき

ぷろぐらむ

えんみしゅうがくじだいがくせいしょうがくせいえんがくせいえんいっぱんしていせきすべ

ほーるかいかんしみんこまきし

かいじょうかいえんどにちがつ

なかこ ま き や まいえせいねんこ ま きしげつにちがつ

あそた

ぱーてぃーくりすますて

りょうり

くりーむ
あいす

ころ

ごろごろ

あそたさむ

りょうりぱーてぃーくりすます

おりえんてーしょん

といあわせさき
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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 

東部市民センター 

東部市民センター 

 1月30日（火）14:00
〜

15:00

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）

 1月25日（木）

2018年
2月20日（火）まで

受診期間

※今年度最後の
　検診です

※今年度最後の
　検診です

※今年度最後の
　検診です

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

9:30
〜

11:00

9:30
〜

11:00

9:00
〜

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 痰をとって  送って  ください　●対象／50歳以上の 小牧市に 住民登録の 

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

12月12日（火）

12月22日（金）
1月31日（水）

保健センター 

保健センター 

保健センター 

保健センター 

※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）

子宮がん検診
（頚部のみ）

12月25日（月）

 1月24日（水）

9:00
〜

14:30

9:30
〜

14:15

9:00
〜

10:30

9:00
〜

10:30
9:30
〜

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

●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

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

  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

みわ

レディース

クリニック

市内

産婦人科

種類

）（

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

12月5日（火）
12月12日（火）
12月19日（火）

1月9日（火）

2017年  8月  1日～  8日生まれ
2017年  8月  9日～16日生まれ
2017年  8月17日～23日生まれ
2017年  8月24日～31日生まれ

12月8日（金）
12月15日（金）
12月22日（金）

2016年  6月  1日～12日生まれ

2016年  6月13日～20日生まれ

2016年  6月21日～30日生まれ

12月7日（木）
12月14日（木）

2015年  9月  1日～15日生まれ

2015年  9月16日～30日生まれ
12月6日（水）

12月13日（水）
12月20日（水）

2014年12月  1日～11日生まれ

2014年12月12日～22日生まれ

2014年12月23日～31日生まれ

12月4日（月）
12月11日（月）
12月18日（月）

12月15日（金）

12月  6日（水）

12月5日（火）

12月19日（火）

12月18日（月）

 12月12日（火）

12月15日（金）

12月  8日（金）

12月15日（金）

小牧南児童館

小牧南児童館

西部児童館

●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 

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

集
団
検
診

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

しきゅう けんしん

けいぶ

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

いじょうさいえん 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

せんたー

か

きん

すい

げつ

もく

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

こんねんど さいご

けんしん

こんねんど さいご

けんしん

こんねんど さいご

けんしん

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

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

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

きぼう ひと とうじつ かいじょう ちょくせつ きよやくも こ

ひと

ていいん りょうきん えん

とうろくじゅうみんこまきしさい いじょうたいしょう

せんたーほけんすいにちがつこもえんりょうきんていいん

ひといじょうねんすうすほんすうすひと にち

とうろくじゅうみんこまきしいじょうさいたいしょうおくたんみっかぶんようき

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

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

ぼ 　 し け ん し ん か れ ん だ ー

ひ ばしょ じかんうけつけ たいしょう ないよう もう こ

おやこ

しゅるい

ぼし も きけんこうてちょう わす

げつじ　けんしん

ははおや　し　か　けんしん

ほけん せんたー

ねん がつ にちがつ にち か

にち

にち  う

けんしん

う げつ さい

ひょうじゅんてき せっしゅ きかん う げつげつ みまん

みまん

げつじ　けんしん

さい げつじ し　か　けんしん

さいじ　けんしん

せっしゅ

さい

きん

もく

すい

げつ

せんたー

たいしょう ひと てがみじぜん おく くわ うけつけじかん かくにんてがみ

そうだんほけんわる ばあいつごううかならけんしん

あか ほうもん

よぼう　そうだん

りにゅうしょく きょうしつ

しょき きょうしつ

りにゅうしょく きょうしつ

こうき きょうしつ

ぼにゅう そうだん

そうだんけんこうさんぷ

にんぷそうだんいくじ

ぱ ぱ 　  ま ま   きょうしつ

ば

ていたいじゅうじとどけ

りょうきん ほけん

いこうげつ  じ ほごしゃ めい さんかあか

りょうきん えん

えん

もう こ

もう こ

ほけん

 げつ じ　いこう おやこ くみ

よやくひつよう

よやくひつよう

せんたー

せんたー

よやくひつよう
せんたーほけんこもうすーぷてちょうけんこうぼしおやこものも

くみさんかにんぷおっとにんぷすしないたいしょう

たいけん あじ しにんぷたいけんにんぎょうあかけんこうくちままぱぱ

しょくじにんしんちゅうやくわりとうないよう あか

もう こ

りょうきん えん

ほけん

よやくひつよう

せんたー

きぼうしゃけんさにょうそくていけつあつけいそくしんたい

そうだんしんぱいふあんいくじないよう
せいぶ じどうかん

こまきみなみ じどうかん

こまきみなみ じどうかん とくにゅうようじたいしょう さい ぜんご こ

りょうきん えん

もう こ

はけんこうてちょうおやこ ぼしものも

そうだんしんぱいふあんは はないよう

ほけんれんらくいん ほけんれんらくいん

も ほうもん でんわ つごうまえ

う げつごろ あか いえ いわしゅっさん ひん

とどけでさき ほけん せんたー

みまんたいじゅうしゅっせい あか う とどけでしょ だていたいじゅうじ

ほけん ねんきんか
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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 

東部市民センター 

東部市民センター 

 1月30日（火）14:00
〜

15:00

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）

 1月25日（木）

2018年
2月20日（火）まで

受診期間

※今年度最後の
　検診です

※今年度最後の
　検診です

※今年度最後の
　検診です

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

9:30
〜

11:00

9:30
〜

11:00

9:00
〜

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 痰をとって  送って  ください　●対象／50歳以上の 小牧市に 住民登録の 

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

12月12日（火）

12月22日（金）
1月31日（水）

保健センター 

保健センター 

保健センター 

保健センター 

※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）

子宮がん検診
（頚部のみ）

12月25日（月）

 1月24日（水）

9:00
〜

14:30

9:30
〜

14:15

9:00
〜

10:30

9:00
〜

10:30
9:30
〜

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

●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

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

  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

みわ

レディース

クリニック

市内

産婦人科

種類

）（

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

12月5日（火）
12月12日（火）
12月19日（火）

1月9日（火）

2017年  8月  1日～  8日生まれ
2017年  8月  9日～16日生まれ
2017年  8月17日～23日生まれ
2017年  8月24日～31日生まれ

12月8日（金）
12月15日（金）
12月22日（金）

2016年  6月  1日～12日生まれ

2016年  6月13日～20日生まれ

2016年  6月21日～30日生まれ

12月7日（木）
12月14日（木）

2015年  9月  1日～15日生まれ

2015年  9月16日～30日生まれ
12月6日（水）

12月13日（水）
12月20日（水）

2014年12月  1日～11日生まれ

2014年12月12日～22日生まれ

2014年12月23日～31日生まれ

12月4日（月）
12月11日（月）
12月18日（月）

12月15日（金）

12月  6日（水）

12月5日（火）

12月19日（火）

12月18日（月）

 12月12日（火）

12月15日（金）

12月  8日（金）

12月15日（金）

小牧南児童館

小牧南児童館

西部児童館

●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 

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

集
団
検
診

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

しきゅう けんしん

けいぶ

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

いじょうさいえん 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

せんたー

か

きん

すい

げつ

もく

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

こんねんど さいご

けんしん

こんねんど さいご

けんしん

こんねんど さいご

けんしん

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

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

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

きぼう ひと とうじつ かいじょう ちょくせつ きよやくも こ

ひと

ていいん りょうきん えん

とうろくじゅうみんこまきしさい いじょうたいしょう

せんたーほけんすいにちがつこもえんりょうきんていいん

ひといじょうねんすうすほんすうすひと にち

とうろくじゅうみんこまきしいじょうさいたいしょうおくたんみっかぶんようき

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

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

ぼ 　 し け ん し ん か れ ん だ ー

ひ ばしょ じかんうけつけ たいしょう ないよう もう こ

おやこ

しゅるい

ぼし も きけんこうてちょう わす

げつじ　けんしん

ははおや　し　か　けんしん

ほけん せんたー

ねん がつ にちがつ にち か

にち

にち  う

けんしん

う げつ さい

ひょうじゅんてき せっしゅ きかん う げつげつ みまん

みまん

げつじ　けんしん

さい げつじ し　か　けんしん

さいじ　けんしん

せっしゅ

さい

きん

もく

すい

げつ

せんたー

たいしょう ひと てがみじぜん おく くわ うけつけじかん かくにんてがみ

そうだんほけんわる ばあいつごううかならけんしん

あか ほうもん

よぼう　そうだん

りにゅうしょく きょうしつ

しょき きょうしつ

りにゅうしょく きょうしつ

こうき きょうしつ

ぼにゅう そうだん

そうだんけんこうさんぷ

にんぷそうだんいくじ

ぱ ぱ 　  ま ま   きょうしつ

ば

ていたいじゅうじとどけ

りょうきん ほけん

いこうげつ  じ ほごしゃ めい さんかあか

りょうきん えん

えん

もう こ

もう こ

ほけん

 げつ じ　いこう おやこ くみ

よやくひつよう

よやくひつよう

せんたー

せんたー

よやくひつよう
せんたーほけんこもうすーぷてちょうけんこうぼしおやこものも

くみさんかにんぷおっとにんぷすしないたいしょう

たいけん あじ しにんぷたいけんにんぎょうあかけんこうくちままぱぱ

しょくじにんしんちゅうやくわりとうないよう あか

もう こ

りょうきん えん

ほけん

よやくひつよう

せんたー

きぼうしゃけんさにょうそくていけつあつけいそくしんたい

そうだんしんぱいふあんいくじないよう
せいぶ じどうかん

こまきみなみ じどうかん

こまきみなみ じどうかん とくにゅうようじたいしょう さい ぜんご こ

りょうきん えん

もう こ

はけんこうてちょうおやこ ぼしものも

そうだんしんぱいふあんは はないよう

ほけんれんらくいん ほけんれんらくいん

も ほうもん でんわ つごうまえ

う げつごろ あか いえ いわしゅっさん ひん

とどけでさき ほけん せんたー

みまんたいじゅうしゅっせい あか う とどけでしょ だていたいじゅうじ

ほけん ねんきんか
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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 ▶ 12月10日（日）、12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 12月 25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

問合先
といあわせさき ざいだんぶんかしみん

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！ 

●固定資産税（第3期） ●国民健康保険税（第7期）
●介護保険料（第6期） ●後期高齢者医療保険料（第5期）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

つ ぎ ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ に ち げ つ

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 りようぜいきん はら

ねんまつ ねんし やす

きげんか

こまき市民文化財団設立記念

2018年2月4日（日）14:00開演（13:30開場）

こまき市民文化財団　TEL.0568-71-9700

中部フィルハーモニー交響楽団特別演奏会中部フィルハーモニー交響楽団特別演奏会

※施設により  休館日  及び  販売時間が  異なりますので  注意してください。

●一般 : 3,000円  ●学生 : 1,000円（小学生～大学生） ●未就学児 : 500円全て  指定席です

小牧市市民会館ホール

12月16日（土）開演 15:00（開場14:15）日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

日　時 にちじ 出演者 しゅつえんしゃ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

●中部フィルハーモニー交響楽団事務局（小牧市市民会館内）  電話:0568-43-4333

●小牧市内各市民センター  

●まなび創造館

●チケットぴあ （Pコード:343-515） 他

チケット
販売場所

○指揮・お話 : 青島 広志　○テノール : 小野 勉

“ジングルベル” “赤鼻の トナカイ” “クリスマスの 讃美歌” “神の 御子は” “荒野の はてに”

“もろ人 こぞりて” “きよし この夜”

◆歌って  祝おう  クリスマス （皆さんと  ご一緒に）

◆青島広志 : 「泰西名画集」より“楽園追放”“小椅子の聖母”“降誕”

◆ヘンデル : オラトリオ「救世主」より“ハレルヤ”

◆チャイコフスキー : バレエ音楽「くるみ割り人形」より“行進曲”“トレパック”“金平糖の踊り”“花のワルツ”

▷バッハ（グノー編曲）: アヴェ・マリア　▷シューベルト : アヴェ・マリア

▷マスカーニ : 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より“アヴェ・マリア”

◆“アヴェ・マリアを  聴いてみよう”

◆ヘンデル : オラトリオ「ソロモン」より “シバの  女王の  入城”

プログラム

●一般:3,500円 ●アートフレンド会員  一般:3,000円

●U25:1,000円 ●アートフレンド会員  U25:800円

●市民会館  ●東部・味岡・北里の  各市民センター  ●まなび創造館

●チケットぴあ（Pコード：483－031）  ※施設により  開館時間、休業日が  異なります。

※U25チケットは  公演当日に  25歳以下の人が  対象です。

※U25チケットで  入場する人は、 公演当日に  年齢を  確認できる  証明書（学生証・運転免許証など）を  持ってきてください。

※未就学児は  入場できません。

チケット
販売場所

●12月8日（金）9:30開始チケット販売

●12月8日（金）13:00～17:00  ●12月9日（土）以降  9:00～17:00

こまき市民文化財団　電話:0568-71-9700（月曜日休館）
※電話予約では、 最適な席を  案内します。

※予約後、2週間以内に  チケット販売場所で  引き換え、 または  現金書留で  チケット代を

　こまき市民文化財団へ  送ってください。 当日会場で  入場券を  渡します。

電話予約

立川志の輔 独演会駒来落語会

立川志の輔

小牧市青年の家 （小牧山の中）

◆オリエンテーション

◆クリスマスパーティー  料理づくり
　寒さに  耐えながら  遊びながら  料理をつくる

◆手づくりの  クリスマスパーティー
　食べて  遊んで  みんなで  たのしく

10:00～16:0012月25日（月）

問合先
といあわせさき

（一財）こまき市民文化財団  TEL.0568-71-9700  
ざいだんぶんかしみんいちざい

※9:00～17:00まで、 月曜日は  お休み
やすげつようび

全席指定

小牧市市民会館  大ホール

テレビでも  大活躍の  噺家、 立川志の輔の  独演会、 小牧市市民会館にて  開催！

ゴロゴロ
転がすだけで

アイスクリームが…

問合先
といあわせさき ちゅうぶ ふぃ る は ー も にー こうきょう がくだん じ む きょく

中部フィルハーモニー交響楽団事務局  TEL.0568-43-4333
やすげつようび

※月曜日は  お休み
といあわせさき

きだいこうき こうれいしゃ いりょうほけんりょうきだいかいご ほけんりょう

きだいこくみん けんこうほけんぜいきだいこてい しさんぜい

しみん ぶんか ざいだん せつりつ きねん
ど く え ん か いし す けた て か わら く ご か いこ ま き

わたにゅうじょうけんとうじつかいじょうおくざいだんぶんかしみん

ちけっと だいげんきんかきとめかひはんばいばしょちけっとにしゅうかんいないよやくご

あんないせきさいてきでんわ よやく

きゅうかんげつようびでんわざいだんぶんかしみん

いこうどにちがつきんにちがつ

きん かいしにちがつ

でんわ よやく

こときゅうぎょうびかいかん じかんしせつちけっと こーど

そうぞうかんせんたーかく しみんきたさとあじおかとうぶしみん かいかん

はんばいばしょ

ちけっと

はんばいちけっと

にゅうじょうみしゅうがくじ

もうんてんめんきょしょうがくせいしょうしょうめいしょかくにんねんれいこうえんとうじつひとにゅうじょうちけっと

たいしょうひとさい いかこうえんとうじつちけっと

えんえん かいいんあーとふれんど

えんいっぱんかいいんあーとふれんど

たてかわ し すけ

えんいっぱんしていぜんせき

だいかいかんしみんこまきし

かいじょうかいえんにちにちがつねん

かいさいかいかんしみんこまきしどくえんかいし すけたてかわはなしかだいかつやくて れ び

え ん そ う か いと く べ つが く だ んこ う き ょ うふ ぃ る は ー も に ーち ゅ う ぶ

ちゅういことはんばい じかんきゅうかんび およしせつ

ほかこーどちけっと

そうぞうかん

かくしみん せんたーこまきしない

でんわかいかんないしみんこまきしじむきょくふぃる は ー も に ー こうきょう がくだんちゅうぶ

はんばい ばしょ

ちけっと

びと よる

こうやみこかみさんびかくりすますとなかいあかはなじんぐるべる

いっしょみなくりすますいわうた

こうたんせいぼこいすらくえんついほうたいせい めいがしゅうひろしあおしま

はれるやきゅうせいしゅおらとりおへんでる

わるつはなおどこんぺいとうとれぱっくこうしんきょくにんぎょうわばれえ おんがくちゃいこふすきー

まりああゔぇるすてぃかーなかゔぁれりあかげきますかーに

まりああゔぇしゅーべるとまりああゔぇぐのー へんきょくばっは

きまりああゔぇ

にゅうじょうじょおうしばそろもんおらとりおへんでる

つとむおのてのーるひろしあおしまはなししき

ぷろぐらむ

えんみしゅうがくじだいがくせいしょうがくせいえんがくせいえんいっぱんしていせきすべ

ほーるかいかんしみんこまきし

かいじょうかいえんどにちがつ

なかこ ま き や まいえせいねんこ ま きしげつにちがつ

あそた

ぱーてぃーくりすますて

りょうり

くりーむ
あいす

ころ

ごろごろ

あそたさむ

りょうりぱーてぃーくりすます

おりえんてーしょん

といあわせさき
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小牧市成人祝賀式2018年
日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

パークアリーナ小牧

2018年 1月 7日（日）
13:30～（開場13:00～）

1997年 4月 2日 ～ 1998年 4月 1日に  生まれ、 

小牧市に  住民登録が  ある人

当日は、  直接会場に  来てください。

こども政策課　TEL.0568-76-1179問合先
といあわせさき せいさく か

こまき市民文化財団　TEL.0568-71-9700問合先
といあわせさき

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

場　所 ばしょ

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

対　象 たいしょう

日　時 にちじ

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

持ち物 もちもの

内　容 ないよう

料　金 りょうきん

ふれあい音楽広場

「アメイジンググレイス」

「おめでとう  クリスマス」

「サンタが  街に  やって来る」 ほか

いりません

0円

80人

味岡市民センター  ロビー

12月 3日（日） 12:15～12:50

フェリーチェ:

伊藤倫子（ソプラノ）

伊藤早苗（フルート）

飯沼享子（ピアノ）

曲目

出演

2日間でひとつの

プログラムです。小牧市青年の家12月25日（月）10:00～16:00

小牧市公民館12月17日（日）10:00～16:00

（一財）こまき市民文化財団  電話71－9700  ※9:00～17:00まで、 月曜日は  お休み

※保護者の  見学、 協力は  大歓迎です。

11月18日（土）から、 電話で 受け付けます。（早く申し込んだ人順） 

フェリーチェが  贈る  クリスマスコンサート
～キラキラハッピークリスマス～

お昼の  ひとときを  ポルタメント小牧の  演奏で

お楽しみ  ください。

第40回 第40回 小牧民謡まつり

終了後  
抽選会が  あります

無料

小牧市市民会館ホール

12月3日（日） 

小牧民謡連盟　TEL.0568-72－7328　　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れんめいみんようこまき

こんな方法でクリスマスパーティーが？
（一財）こまき市民文化財団がこどもたちに贈る

キリストの  生誕を  祝う クリスマス。 いまでは  多くの  国で  家族の  イベントと  なっています。
今回は、 ふだん  やったことのない  方法で、 たのしい  クリスマス  パーティーを  行います。

※こんな  材料を  予定しています （小麦、 卵、 乳製品等の  食物アレルギーが  ある人は  参加  できません）

　・ホットケーキミックス・小麦粉・卵・バター・生クリーム・牛乳・ジャム・バニラエッセンス・砂糖・塩・イースト・チョコレート

※日程により  会場が  違いますので  注意して  ください。

プ
ロ
グ
ラ
ム

小牧民謡連盟

パーティーの  道具づくり ・空き缶を  使った  ケーキや  パン等 ・楽しい  パーティー

エプロン・タオル・水筒・軍手・筆記用具　※その他、 当日に  お金（1,000円を  支払います）

  1,000円

30人市内の  小学3～4年生

●申し込みの時に  聞かれる  こと

  ・氏名、 性別、 生年月日、 住所、 電話番号、 保護者氏名、 アレルギーの有無

  ・食物アレルギー  等により、 お断りする  場合が  あります。

●申し込み後の  流れ

　・参加が  決まった人には、 後日、 詳しい  案内を  送ります。

　・わからないことが  あれば （一財）こまき市民文化財団 : 後藤・野中まで  連絡して  ください。

・参加費は  無料ですが、 食材費として  1,000円（2日間で）が  必要です。

・まとめて  食材を  買うので、 欠席を  しても  返金  しません。

・料理は  自分たちで  作ります。　※食材：料理で  使う  食べもの

◆オリエンテーション

◆仲間づくりの  レクリエーション

◆クリスマスに  使うアイテム（道具）づくり

◆昼ごはん  づくり

小牧市公民館 （市民会館）10:00～16:0012月17日（日）

あきカンから
ポップコーンが

うまくふくらめば

カンケーキも

こげないように

火であぶった

ねじりパン

●開演10:30（開場10:00）

ちゅうせんかい

しゅうりょうご

むりょう

ほーるかいかんしみんこまきし

かいじょうかいえん

にちにちがつ

こ ま き み ん よ う
だ い か い

こまき みんよう れんめい

ほ う ほ う く り す ま す ぱ ー て ぃ ー

しみんいちざい

ぱーてぃーくりす ま すほうほう おこなこんかい

い べ んとかぞくくにおおくりす ま すいわせいたんきりすと

ぶんか ざいだん おく

えん

しはら

さんかひとしょくもつ

ぱん

ひ

だいかんげいきょうりょくけんがくほごしゃ

かん けーき

ぽっぷこーん

かん

ひる

どうぐあ いてむつかくりす ま す

れくりえーしょんなかま

おりえ んてーしょん

しみん かいかんこうみんかんこ ま きしにちにちがつ

ちゅういちがかいじょうにってい

ぷ
ろ
ぐ
ら
む

ちょこれーといーすとしおさとうえっせんすばにらじゃむぎゅうにゅうくりーむなまばたーたまごこむぎこほっとけーき みっくす

あれるぎーにゅうせいひんなどたまごこむぎよていざいりょう

れんらくのなかごとうざいだんぶんかしみんいちざい

おくあんないくわごじつひとさんか き

ながごもう こ

ばあいことわなどしょくもつ あ れるぎー

うむあ れるぎーほごしゃ しめいばんごうでんわじゅうしょせいねんがっぴせいべつしめい

とき きもう こ

やすげ つようびでんわざいだんぶんかしみんいちざい

ひとじゅんこもうはやつうでんわどにちがつ

ぱーてぃーたのぱん などけーきつかかんあどうぐぱーてぃー

えんかねとうじつほかひっき ようぐぐんてすいとうたおるえぷろん

つく しょくざい りょうり つか たべじぶんりょうり

へんきんけっせきかしょくざい

ひつようかんふつかえんしょくざいひむりょうさんか ひ

にんねんせいしょうがくしない

いえせいねんこまきしげつにちがつ

こうみんかんこまきしにちにちがつ かんふつか

ぷ ろ ぐら む

きかいじょうちょくせつとうじつ

ひととうろくじゅうみんこまきし

うにちがつねんにちがつねん

こまきぱーくありーな

かいじょう

にちにちがつねん

ひる

きょうこ ぴあのいいぬま

さなえ ふるーといとう

ともこ そぷらのいとう

ふぇりーちぇしゅつえん

くまちさんた

くり す ま す

あめいじんぐぐれいすきょくもく

えん

にん

ろびーせんたーしみんあじおか

にちにちがつ

くりす ま すはっぴ ーきらきら

こ んさーとくりす ま すおくふぇりーちぇ

たの

えんそうこまきぽるためんと

しみん ぶんか ざいだん

しゅく が し きせ い じ んこ ま きし

お ん が く ひろ ば

ね ん

といあわせさき



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
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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 （9:30～16:30）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

シティプロモーション課　TEL.０５６８-７６-１１７３問合先

ポルトガル語・スペイン語・英語

小牧市ホームページを 外国語で 見ることができます
小牧市ホームページを、 ポルトガル語、 スペイン語、 英語、 中国語、 韓国語、 ベトナム語で  見ることが  できます。

生活に  必要な  情報を  調べる時に、 使ってください。
※必ず、 パソコンを  使ってください。 

　携帯電話や スマートフォンでは  

　見ることが  できません。

この  生活情報誌こまきは、 小牧市ホームページでも  見ることが  できます。 この  ページの  右下にある  

ＱＲコードを  スマートフォンなどで  読み取るか、 下にある  ＵＲＬに  アクセスして  ください。 ポルトガル語、 

スペイン語、 英語、 中国語、 やさしい  日本語で  見ることが  できます。 毎月１回、 生活に  役立つ  情報を  

知ることが  できます。 知り合いや  友達に  教えて  ください。

外国語で  見る  方法

❶ クリック
❷ クリックして選択

「小牧駅周辺  イルミネーション」昨年の  様子「小牧駅周辺  イルミネーション」昨年の  様子

●外国人のための  相談窓口の  おしらせ
●小牧市  ホームページを  外国語で
　見ることが  できます。

●2018年  小牧市  成人祝賀式
●ふれあい  音楽広場
●小牧民謡連盟  第40回  小牧民謡まつり

●次の  税金の  支払い期限は  12月25日（月）です
●こまき  文化財団  設立記念  駒来落語会  立川志の輔  独演会

●母子健診などの  カレンダー

●成人検診の  おしらせ

●中部  フィルハーモニー  交響楽団  特別演奏会

●こんな  方法で  クリスマスパーティーが？

下の図の  とおり、 クリック  してください。

ＵＲＬ  http://www.city.komaki.aichi.jp
小牧市ホームページに  パソコンから  アクセス  してください。❶

❷

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

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 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

みが い こくごほ ー む ぺ ー じこ ま き し

つかときしらじょうほうひつようせいかつ

みべとなむ ごかんこくごちゅうごくごえいごすぺいん ごぽるとがる ごほーむぺーじこまきし

ほ う ほ うみが い こくご

み

す ま ー と ふ ぉ んけいたいでんわ

つかぱそこんかなら

おしともだちあしし

じょうほうやくだせいかつかいまいつきみにほんごちゅうごくご

ごぽるとがるあくせすしたとよす ま ー と ふ ぉ んこーど

みぎしたぺーじみほ ー む ぺー じこ ま き しせいかつじょうほうし

くりっくずした

くりっく

くりっく せんたく

といあわせさき し て ぃ ぷ ろ も ー し ょ ん か

どくえんかいし すけたてかわらくごかいこまきせつりつ きねんざいだんぶんか

げつにちがつきげんしはらぜいきんつぎ

けんしん か れ ん だ ーぼし

けんしんせいじん

えんそうかいとくべつこうきょう がくだんふぃる はー も にーちゅうぶ

ぱ ー て ぃ ーく り す ま すほうほう

み

がいこくごほ ー む ぺ ー じこまきし

まどぐちそうだんがいこくじん

みんようこまきかいだいれんめいみんようこまき

おんがく ひろば

しゅくがしきせいじんねん こまきし

ようすさくねんい る み ね ー し ょ んしゅうへんこまきえき

あくせすぱそこんほーむぺーじこまきし

えいごごすぺいん
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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12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12

外国人の人口：8,484人 / 小牧の人口：153,256人（2017年 11月 1日現在）


