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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

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。

7月2日（月）から、小牧市民病院南側の  有料駐車場が  一部  使えなくなります。 

また、 その準備の  ため、 6月30日（土）から  7月1日（日）まで、 小牧市民病院南側の  

有料駐車場が  全部  使えなくなります。 この期間に  小牧市民病院に  来る場合は、

近くにある  別の  小牧市民病院 駐車場に  駐車してください。

市民安全課　TEL.0568-76-1675（相談直通）問合先

ポルトガル語・

スペイン語・英語

月～金

問合先
といあわせさき 小牧平成夏まつり実行委員会事務局（小牧市役所シティプロモーション課内）　

TEL.0568-76-1173   FAX.0568-75-8283   E-mail : citypromotion@city.komaki.lg.jp

こまき  へいせい  なつ じっこう   いいんかい   じむきょく こまき   しやくしょ してぃぷろもーしょん か ない

行灯山車の  パレードが  メインの  まつりです。 伝統的な  武者絵から、 
アニメの  キャラクターまで、色とりどりの  山車が  練り歩きます。 
山車行列と  一緒に  行われる  各団体の  パフォーマンスも  楽しんで  ください。

小牧平成 夏まつりとは？

17:20 オープニングパフォーマンス
18:00 表彰式
19:00 山車行列スタート▶メロディーパーク（小牧駅東） ➡ 小牧市市民会館
20:50 表彰式（上位3賞）・フィナーレ
 手筒花火・アメリカ花火・和太鼓・レーザーの コラボレーション

17:20 オープニングパフォーマンス
18:00 和太鼓演奏
18:45 ハネト総踊り
19:00 山車行列スタート▶小牧市市民会館 ➡ メロディーパーク（小牧駅東）

小牧平成夏まつり第30回

山車行列の 当日参加の 受け付け山車行列の 当日参加の 受け付け

受付時間

山車行列に  当日でも  参加できます。 必ず  山車行列が  始まる  前に  まつり本部に  来てください。

1日目（7月28日（土））…18:30まで ／ 2日目（7月29日（日））…18:00まで

7/28
土

日
7/29
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※天気が  とても  悪かったら  中止します。 少し  雨が  降っている  時は  行います。 ※予定は  変わることが  あります。

小牧市市民会館

小牧市市民会館

メロディーパーク

7月28日（土）
17：20 ～ 21:00

7月29日（日）
17:20 ～ 21:30

次の 税金の 支払い期限は 7月 31日（火）です

収税課　TEL.0568-76-1117収税課　TEL.0568-76-1117問合先

口座振替にすると  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2期）●固定資産税（第2期） ●国民健康保険税（第2期）●国民健康保険税（第2期） ●介護保険料（第1期）●介護保険料（第1期）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

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。

　 ※ただし、 納付書に  書いてある  期限までです。

❶ 小牧市役所  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。

とき  7月 8日（日）、7月 22日（日） 　8:30～17:15

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。

　  8:30～17:15　※ただし、 年末年始は　休みです。
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●第39回  小牧市民まつり  参加者募集！

●母子健診などの  カレンダー

●成人検診の  おしらせ

●風水害・土砂災害への  備え

●第30回  小牧平成夏まつり

●外国人の  ための  相談窓口の  おしらせ

●小牧市民病院南側の  有料駐車場が  一部  使えなくなります

●母子・父子家庭  医療費受給者証の  更新の  おしらせ

●次の  税金の  支払い期限は  7月31日（火）です

病院総務課　TEL.0568-76-4131問合先
といあわせさき びょういん そうむか

保険年金課　TEL.0568-76-1128問合先
といあわせさき ほけん ねんきんか

小牧市民病院南側の 有料駐車場が 一部 使えなくなります

母子・父子家庭 医療費受給者証の  更新の  おしらせ
今  使っている  受給者証は  7月31日（火）までしか  使えません。 手紙と  ❶❷❸を  市役所から  6月下旬に  

送りますので、 ❶❷❸❹を  封筒に  入れて  市役所に  送ってください。

❶更新申請書　❷養育費の 申告書　❸申立書（16歳以上 19歳未満の 控除対象扶養親族が いる 世帯の 人）

❹受給者 全員分の 健康保険証の 写し

▶手続きを  した後、 新しい  受給者証は  7月下旬に  送ります。
※所得が  多すぎるなどで  受給者証が  もらえない人には、 手紙で  知らせます。  ※2018年1月2日より  あとに  小牧市に  

引っ越してきた人、2017年中の  所得を  申告していない人は、 所得を  確認するための  手続きも  してください。
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外国人の人口：8,768人 / 小牧の人口：153,018人（2018年 6月 1日現在）
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パレード

コンテスト

信長（さむらい）行列参加者
槍隊、 鉄砲隊、 腰元などの  行列参加者を  募集します。

第39回 小牧市民まつり 参加者募集！
みんなで

小牧市民まつりを

盛り上げよう
も あ

今年も  小牧最大の  イベント 「小牧市民まつり」が、 10月20日（土）、21日（日）に  
開催されます。 小牧市民まつりに  参加して  みませんか。

問合先
といあわせさき 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） 〒485-8650  住所不要

TEL.0568-76-1173  FAX.0568-75-8283  E-mail : citypromotion@city.komaki.lg.jp

じゅうしょふようこまき  しみん じっこう  いいんかい じむきょく してぃぷろもーしょん か  ない

10月20日（土）

10月21日（日）

ラピオ会場 市民歌謡祭・カラオケ大会参加者
あさひホールに  あなたの  美声を  響かせませんか？

●応募資格： 小牧市内に  住んでいる  人 ･ 働いている  人 ・ 小牧市の  学校に  通っている  人

10月20日（土）・21日（日）

市民歌謡祭

カラオケ大会

●申し込み： 申し込み期限▶7月10日（火）必着　 申し込み方法▶申し込み用紙を  市民まつり  実行委員会まで。

 申し込み用紙は  市民まつり専用ホームページ、 シティプロモーション課、 東部・味岡・北里の各市民センター、 

 都市センター、 まなび創造館、 パークアリーナ小牧に  用意。 ※郵送、 FAX、 持込、 メール可

まなび創造館あさひホール

メロディーパーク小牧駅前会場 Dance Mix 2018 in Komaki出演グループ
●応募資格： 5人以上の  チームで  表彰式に  参加できる  チーム　

●内容：ダンス種目は、 自由　●審査時間：5分以内（出入り  含む）

●賞：グランプリ賞など  上位チームを  表彰のほか  参加者全員に  記念品あり 

※グランプリチームは  翌年の  参加費が  0円に  なります

●募集チーム数：25組程度（申し込みが  多いときは  抽選）

フリー
10月21日（日）

●応募資格： 5人以上の  チーム　●内容：ダンス種目は、 自由　●演技時間：5分程度

●募集チーム数：25組程度（申し込みが  多いときは  抽選）

※参加費：1人 500円（参加者全員に  記念品あり）

※コンテストと  フリーの  両方  出ることが  できます（両方  出たい  場合も  500円です）

台風は、 天気予報で  来ることが  予測できますが、

集中豪雨は  予測が  難しく、 短い時間で  狭い  領域に  

集中して  大雨が  降ることが  あります。

風水害・土砂災害への 備え

共　通 土砂災害

避難する時の  注意事項
まっ黒い  積乱雲の  発生に  注意

集中豪雨の  イメージ

避難情報などが  発表されていない

場合でも、 危険や  

不安を  感じた時は、 

避難  しましょう。

雨の  ピークや  夜など  

避難に  不安を  感じたら、  

自分の  家や  頑丈な  

建物の  2階以上に  

避難するなど、 命を  守る  

行動を  とりましょう。

土砂の  流れる  方向から  

離れる  方向に、 高い  場所へ  

逃げましょう。

これらは  土砂災害の  前ぶれかもしれません。

これらの  現象を  見つけたら、 その場を  離れてください。

頑丈な  建物の  高い  階（斜面の  反対）

などに、 避難しましょう。

※避難…安全な  場所に  逃げること

気象庁は、 大雨や  強風などに  よって  災害が  起こる  おそれの  あるときは 「注意報」を、 

重大な  災害が  起こる  おそれの  あるときは 「警報」を、 さらに、 重大な  災害が  起こる  おそれが  

とても  大きいときは 「特別警報」を  発表して  注意や  警戒を  呼びかけます。 
これらの情報は、 市や  マスコミ、 インターネットなどを  通じて  市民の  皆さんへ  伝えられます。

◆注意報・警報などの  発表と、 とるべき  行動

土 砂 災 害 警 戒 情 報 :

記録的短時間大雨情報:

注意報・警報などを  チェック! 早めの  避難を  心がけましょう!

大雨警報(土砂災害)発表後も  雨が  降り続き、 土砂災害発生の  危険度が  

さらに  高まったときに、 名古屋地方気象台と  愛知県が  共同で  発表する  防災情報です。

大雨の  状況

大雨の  可能性が  高くなる
■気象情報 ・ 空の  変化に  注意して、 

　必要に  応じて  避難を  検討しましょう。

■最新の  情報に  注意して、 災害に  備えた  

　早めの  準備を  しましょう。

■雨 ・ 風の  影響を  受けやすい  地区、 高齢者 ・

　障がい者の  方などは、 早めの  行動を  心がけましょう。

■市が  発表する  避難に  関する  情報に  留意し、 

　必要に  応じ  すぐに  避難しましょう。

■すぐに  市の  避難情報に  従うなど  

　命を  守る  行動を  とりましょう。

■避難所へ  避難するか、 外に出ることが  危険な  場合は、 

　家の  中でも  2階などの  安全な  場所に  避難しましょう。

記録的  短時間

大雨情報

土砂災害  警戒情報

大雨

注意報

大雨警報

大雨

特別警報

強さが  増す

大雨が  一層  激しくなる

大雨が  降り始める

広い  範囲で

数十年に  一度の  大雨

注意報・警報など とるべき行動

大雨警報発表時に、 現在の  降雨が  その  地域にとって  災害の  発生に  つながるような、 

稀にしか  観測しない  雨量で  あるときに  発表されます。

●応募資格： 中学生以上で  小牧市内に  住んでいる  人 ･ 働いている  人 ・ 小牧市の  学校に  通っている  人

●募集人員：10人  程度

●申し込み： 申し込み期限▶7月10日（火）必着　申し込み方法▶申し込み用紙に  書いて  市民まつり実行委員会まで。 

申し込み用紙は  市民まつり専用ホームページ、 シティプロモーション課、 東部・味岡・北里の各市民センター、 

都市センター、 まなび創造館、 パークアリーナ小牧に  用意。 ※郵送、 FAX、 持込、 メール可

●申し込み： 申し込み期間▶6月15日（金）～9月28日（金）※定員に  なり次第  締め切ります 
申し込み方法▶往復はがきに  住所、 氏名、 年齢、 曲目（オリジナル歌手名）、 

電話番号、「歌謡祭」 又は 「カラオケ大会」を  書いて、 (両方参加の  場合は  

２枚別々で  申し込んで  ください。）市民まつり実行委員会まで。

●日時：10月21日（日） ●区分：ゴールドの  部（73歳以上）　一般シニアの  部（72歳まで）

●定員：各50人（早く  申し込んだ  人）　●料金：1，000円（2コーラス）

●日時：10月20日（土）  ●募集人員：100人（早く  申し込んだ  人）　●料金：500円（2コーラス）

「小石が  パラパラ  落ちる」 「がけから  水が  湧き出す」

「山鳴りが  する」 「川が  濁り  流木が  混ざる」

こまき しみん

こまき   　しみんいべんとこまき    さいだいことし

ほーるそうぞうかん

めろでぃー ぱーく

さんかしゃかようさい からおけ たいかいしみん

さんかしみんこまきかいさい

し み ん ぼ し ゅ うさ ん か し ゃこ ま き

だ い か い

ぱれーど

ぼしゅうぎょうれつ   さんかしゃこしもとてっぽうたいやりたい

さんかしゃぎょうれつのぶなが

ひと ひとはたらしない す ひとこまきちゅうがくせい いじょう こまきし がっこう

じっこう いいんかい

いいんかい

かめーるもちこみゆうそうよういこまきありーなぱーくそうぞうかんせんたーとし

せんたーしみんかくとうぶ あじおか きたさとかぷろもーしょんしてぃほーむぺーじせんようしみんようしもう こ

いいんかいじっこうしみんようしこもうほうほうこもうひっちゃくかにちがつきげんこもう こもう

えん

えん

ばあいででりょうほう りょうほうふりーこんてすと

きねんひんぜんいんさんかしゃえんひとりさんかひ

ちゅうせんおおこもうていどくみすうちーむぼしゅう

ていどふんじかんえんぎじゆうしゅもくだんすないようちーむいじょうにんしかくおうぼ

ちゅうせんおおこもうていどくみすうちーむぼしゅう

さんかひよくねんちーむぐらんぷり

きねんひんぜんいんさんかしゃひょうしょうちーむじょういぐらんぷりしょう しょう

ふくで　いいないふんじかんしんさじゆうしゅもくだんすないよう

ちーむさんかひょうしょうしきちーむいじょうにんしかくおうぼ

しゅつえん ぐるーぷ

じっこうしみん

でんわ ばんごう

かしゅめいおりじなるきょくもくねんれいしめいじゅうしょおうふくほうほうこもう

し き

こもうべつべつまい

ばあいさんかりょうほうかたいかいからおけまたかようさい

こーらすえんりょうきんひとこもうはやにんかくてい いん

さいぶしにあいっぱんいじょうさいぶごーるどくぶんにちにちがつにちじ

どにちがつにちじ

たいかいからおけ

かようさいしみん

しだいていいんきんにちがつきんにちがつきかんこもうこもう

こーらすえんりょうきんひとこもうはやにんじんいんぼしゅう

ひとかよがっこうこまきしひとはたらひとすしないこまきしかくおうぼ

ひびびせいほーる

かいじょうらぴお

かめーるもちこみゆうそうよういこまきありーなぱーくそうぞうかんせんたーとし

せんたーきたさとあじおかとうぶ しみんかくぷろもーしょん　　　　　かしてぃほーむぺーじせんようしみんようし

にちにちがつ

ど

かいじょうこまき えきまえ

にち にち にちがつ

にちにちどにちがつ

しみんもう ようしか ひっちゃくにちがつ ほうほうこ こ かもう

こもう

きげんもう こもう こ

かよしかくおうぼ

ていどにんじんいんぼしゅう

どにちがつ

こんてすと

にちにちがつ

ふりー

そ など し ゃ さ い が いふ う す い が い

おおあめ ふ

こうどう

まもいのちひなん

いじょうかいたてもの

がんじょうじぶん いえ

かんふあんひなん

よるぴーくあめ

ひなん

ときかんふあん

きけんばあい

はっぴょうじょうほうひなん

きょうつう

じこうちゅういひなん とき

さいがいどしゃ

ひなん

ひなん

はんたいしゃめんかいたかたてものがんじょう

に

ばしょたか

にばしょあんぜん

ほうこうはな

ほうこう

はなばみげんしょう

まえさいがいどしゃ

まりゅうぼくにごかわなやま

だわみずおぱらぱらこいし

ながどしゃ

しゅうちゅう

りょういきせまみじか じかんむずかよそくごううしゅうちゅう

よそくくよほうてんきたいふう

いめーじごううしゅうちゅう

ちゅういはっせいせきらんうんくろ

けいほうとくべつ

おおあめ

けいほうおおあめ

ちゅういほう

おおあめ

おおあめいちどすうじゅうねん

はんいひろ

はげいっそうおおあめ

まつよ

はじふおおあめ

たかかのうせいおおあめ

こうどうけいほうちゅういほうじょうきょうおおあめ

こうどうはっぴょうけいほうちゅういほう

つたみなしみんつういんたーねっとますこみしじょうほう

よけいかいちゅういはっぴょうけいほうとくべつおお

おさいがいじゅうだいけいほうおさいがいじゅうだい

ちゅういほうおさいがいきょうふうおおあめきしょうちょう

こころひなんはやちぇっくけいほうちゅういほう

ひなんばしょあんぜんかいなかいえ

ばあいきけんでそとひなんひなんじょ

こうどうまもいのち

したがじょうほうひなんし

ひなんおうひつよう

りゅういじょうほうかんひなんはっぴょうし

こころこうどうはやかたしゃしょう

こうれいしゃちくうえいきょうかぜあめ

じゅんびはや

そなさいがいちゅういじょうほうさいしん

けんとうひなんおうひつよう

ちゅういへんかそらじょうほうきしょう

じょうほうけいかいさいがいどしゃ

じょうほうおおあめ

たんじかんきろくてき

はっぴょううりょうかんそくまれ

はっせいさいがいちいきこううげんざいはっぴょうじけいほうおおあめじょうほうおおあめたんじかんきろくてき

じょうほうぼうさいはっぴょうきょうどうあいちけんきしょうだいちほうなごやたか

きけんどはっせいさいがいどしゃつづふあめはっぴょうごさいがいどしゃけいほうおおあめじょうほうけいかいさいがいどしゃ
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避難場所

200m

ばしょひなん

保健センター 9月  2日（日）
9:00
〜

14:30

9:00
〜

11:10

胸部X線検診 7月18日（水）

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

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）

保健センター 

対象・料金・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 

●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／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／希望する  人は、 当日  会場に  直接  来て  ください。

2019年
3月31日（日）
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  下の表に  あてはまる人

●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／下の  表の  ①～③の人：小牧市内の  産婦人科

  下の  表の  ④の人：前もって  保健センターに  聞いて  ください。

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

7月24日（火）

保健センター 

保健センター 

保健センター 

※検体容器を  保健センターで  回収します。 回収する

日の  予定は、 検体容器を  送る  時に  知らせます。

乳がん検診
（マンモグラフィ）

乳がん検診
（超音波）

子宮がん検診
（頚部のみ）

9月  2日（日）
8月  9日（木）
7月26日（木） 9:00

〜
14:30

9月  2日（日）

7月17日（火）
9:30
〜

10:45
9:30
〜

14:30

9:00
〜

11:00

●対象／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  下の  表に  あてはまる人

●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／30歳から  39歳の  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／20歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  下の  表に  あてはまる人

●定員／100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  下の表に  あてはまる人

●料金／1,500円（70歳以上は500円）

●申し込み／下の  表の  ①～③の人：みわレディースクリニック

  下の  表の  ④の人：前もって  保健センターに  聞いて  ください。

【乳がん検診・子宮がん検診】について

 ※乳がん（マンモグラフィ）、 子宮がん検診は、 厚生労働省の  「がん検診の  指針」に   基づき、 2年に  １回の  受診  としています。

個
別
検
診 みわ

レディース

クリニック

市内

産婦人科

種類

子宮がん
個別検診

内診、視診、

細胞診 ）（

集
団
検
診

対象者
④ ①～③以外で  2017年度に  受診していない  人

② 誕生日が  1989年  1月  7日  以前で  奇数年に  生まれた  人

③ 誕生日が  1989年  1月  8日  以降で  偶数年に  生まれた  人

① 無料クーポンが  届いた  人

水害・土砂災害から  身を  守る  4つの  ポイント!
❶自分の  家の  周りの  危険な  場所を  マップで  確認する。

❷普段から  天気予報や  防災情報を  チェックする  習慣を  つける。

❸雨が  降り出したら、 避難情報や  注意報 ・ 警報などに  気を  配り、 

　危険な  場所に  いる  場合には  早めに  避難する。

❹危険や  不安を  感じたり、 高齢者 ・ 障がい者の  人などが  一緒の  場合には、 早めに  避難する。

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

肺がん検診

（喀痰検査）

●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／2018年7月2日（月）から  2019年2月14日（木）までに  保健センター

けんしん

けんさかくたん

はい
※痰をとる  検査です。

検体容器を  回収する

日の  予定は、 検体容器を  

送る時に  知らせます。

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

けんしんにゅう

ちょうおんぱ

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 こもうりょうきん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 せんたーか

もく

にちがつ

とき しおくようきけんたいよていひ

せんたー かいしゅう かいしゅうほけんようきけんたい

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 した ひょう 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 した ひょう ひとじゅうみんとうろく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

こ きちょくせつかいじょうとうじつひときぼうもう

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

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

ひと した ひょう 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

きせんたーほけんまえひとひょうした

くりにっくれでぃーすひとひょうしたこもう

えんいじょうさいえんりょうきん

ひとひょうした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

きせんたーほけんまえひとひょうした

さんふじんかしないこまきひとひょうしたこもう

うひとみとひつよういしけんしんたいぶ

えんいじょうさい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

さんふじんか

れでぃーす

くりにっく

しない

きかん

ねん

じゅしん

ひとじゅしんねんどいがいひとうぐうすうねんいこうにちがつねんたんじょうび

ひとうきすうねんいぜんにちがつねんたんじょうびひととどくーぽんむりょう

たいしょうしゃ

じゅしんかいねんもとししんけんしんこうせいろうどうしょうけんしんしきゅうまんもぐらふぃにゅう

けんしんしきゅうけんしんにゅう

べん

いぶ

いっしょ ばあい はや ひなんひとしゃしょうこうれいしゃかんふあんきけん

ひなんはやばあいばしょきけん

くばきけいほうちゅういほうじょうほうひなんだふあめ

しゅうかんちぇっくじょうほうぼうさいよほうてんきふだん

かくにんまっぷばしょきけんまわじぶん いえ

ぽいんとまもみさいがいどしゃすいがい

せんたーほけんげつにちがつねん もくにちがつねんこもう

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

しときおく

ようきけんたいよていひ

かいしゅうようきけんたい

けんさたん
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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  方には  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  相談して下さい。

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

13：05～13：35

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

（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

7月  8日（日）

保健センター

保健センター

保健センター

大城児童館

味岡児童館

味岡児童館

離乳食教室
（初期ごっくん教室）

離乳食教室
（後期かみかみ教室）

にこにこむし歯予防相談

10:00～11:00

10:00～11:00

10:00～11:15

保健センター 10:00～12:00

●対象／４か月児以降の保護者（27人）

　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

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　

●対象／乳幼児（特に 1歳ぐらいの お子さんに おすすめです）

●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

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

生まれてから ２～３か月ぐらいの 赤ちゃんの いる 家に 保健連絡員と 保健連絡員OBが 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）

●持ち物／親子（母子）健康手帳　●料金／0円　●申し込み／保健センター

7月10日（火）
7月17日（火）
7月24日（火）
7月31日（火）

2018年  3月  1日～  8日生まれ
2018年  3月  9日～16日生まれ
2018年  3月17日～23日生まれ
2018年  3月24日～31日生まれ

7月  6日（金）

7月13日（金）

7月20日（金）

2017年  1月  1日～10日生まれ

2017年  1月11日～20日生まれ

2017年  1月21日～３１日生まれ

7月  5日（木）
7月12日（木）

2016年  4月  1日～15日生まれ

2016年  4月16日～３０日生まれ

7月  4日（水）

7月11日（水）

7月25日（水）

2015年  7月  1日～10日生まれ

2015年  7月11日～20日生まれ

2015年  7月21日～３１日生まれ

7月  5日（木）

7月18日（水）

7月30日（月）

7月20日（金）

7月  4日（水）

7月  3日（火）

7月24日（火）
7月30日（月）
7月31日（火）

7月  6日（金）

7月13日（金）

7月17日（火）
7月10日（火）

7月13日（金）

●内容／赤ちゃんとの  くらしに  ついて、 お父さんの  役割に ついて、 妊娠中の  食事に  ついて、 

　パパ・ママの  お口の  健康に  ついて、 赤ちゃん人形  だっこ体験、 妊婦体験

 

●対象／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

●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

●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）

●料金／0円

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

10:00～12:00

13:00～16:00
10:00～12:00

10:00～11:15

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
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せっしゅ

さい

きん

もく
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にち

あか ほうもん

よぼう　そうだん
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しょき きょうしつ
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といあわせさき ほけん せんたー



生活情報誌こまき生活情報誌こまき

3

避難場所

200m

ばしょひなん

保健センター 9月  2日（日）
9:00
〜

14:30

9:00
〜

11:10

胸部X線検診 7月18日（水）

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

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）

保健センター 

対象・料金・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 

●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／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／希望する  人は、 当日  会場に  直接  来て  ください。

2019年
3月31日（日）
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  下の表に  あてはまる人

●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／下の  表の  ①～③の人：小牧市内の  産婦人科

  下の  表の  ④の人：前もって  保健センターに  聞いて  ください。

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

7月24日（火）

保健センター 

保健センター 

保健センター 

※検体容器を  保健センターで  回収します。 回収する

日の  予定は、 検体容器を  送る  時に  知らせます。

乳がん検診
（マンモグラフィ）

乳がん検診
（超音波）

子宮がん検診
（頚部のみ）

9月  2日（日）
8月  9日（木）
7月26日（木） 9:00

〜
14:30

9月  2日（日）

7月17日（火）
9:30
〜

10:45
9:30
〜

14:30

9:00
〜

11:00

●対象／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  下の  表に  あてはまる人

●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／30歳から  39歳の  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／20歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  下の  表に  あてはまる人

●定員／100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  下の表に  あてはまる人

●料金／1,500円（70歳以上は500円）

●申し込み／下の  表の  ①～③の人：みわレディースクリニック

  下の  表の  ④の人：前もって  保健センターに  聞いて  ください。

【乳がん検診・子宮がん検診】について

 ※乳がん（マンモグラフィ）、 子宮がん検診は、 厚生労働省の  「がん検診の  指針」に   基づき、 2年に  １回の  受診  としています。

個
別
検
診 みわ

レディース

クリニック

市内

産婦人科

種類

子宮がん
個別検診

内診、視診、

細胞診 ）（

集
団
検
診

対象者
④ ①～③以外で  2017年度に  受診していない  人

② 誕生日が  1989年  1月  7日  以前で  奇数年に  生まれた  人

③ 誕生日が  1989年  1月  8日  以降で  偶数年に  生まれた  人

① 無料クーポンが  届いた  人

水害・土砂災害から  身を  守る  4つの  ポイント!
❶自分の  家の  周りの  危険な  場所を  マップで  確認する。

❷普段から  天気予報や  防災情報を  チェックする  習慣を  つける。

❸雨が  降り出したら、 避難情報や  注意報 ・ 警報などに  気を  配り、 

　危険な  場所に  いる  場合には  早めに  避難する。

❹危険や  不安を  感じたり、 高齢者 ・ 障がい者の  人などが  一緒の  場合には、 早めに  避難する。

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

肺がん検診

（喀痰検査）

●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／2018年7月2日（月）から  2019年2月14日（木）までに  保健センター

けんしん

けんさかくたん

はい
※痰をとる  検査です。

検体容器を  回収する

日の  予定は、 検体容器を  

送る時に  知らせます。
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ん
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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  方には  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  相談して下さい。

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

13：05～13：35

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

（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

7月  8日（日）

保健センター

保健センター

保健センター

大城児童館

味岡児童館

味岡児童館

離乳食教室
（初期ごっくん教室）

離乳食教室
（後期かみかみ教室）

にこにこむし歯予防相談

10:00～11:00

10:00～11:00

10:00～11:15

保健センター 10:00～12:00

●対象／４か月児以降の保護者（27人）

　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

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　

●対象／乳幼児（特に 1歳ぐらいの お子さんに おすすめです）

●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

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

生まれてから ２～３か月ぐらいの 赤ちゃんの いる 家に 保健連絡員と 保健連絡員OBが 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）

●持ち物／親子（母子）健康手帳　●料金／0円　●申し込み／保健センター

7月10日（火）
7月17日（火）
7月24日（火）
7月31日（火）

2018年  3月  1日～  8日生まれ
2018年  3月  9日～16日生まれ
2018年  3月17日～23日生まれ
2018年  3月24日～31日生まれ

7月  6日（金）

7月13日（金）

7月20日（金）

2017年  1月  1日～10日生まれ

2017年  1月11日～20日生まれ

2017年  1月21日～３１日生まれ

7月  5日（木）
7月12日（木）

2016年  4月  1日～15日生まれ

2016年  4月16日～３０日生まれ

7月  4日（水）

7月11日（水）

7月25日（水）

2015年  7月  1日～10日生まれ

2015年  7月11日～20日生まれ

2015年  7月21日～３１日生まれ

7月  5日（木）

7月18日（水）

7月30日（月）

7月20日（金）

7月  4日（水）

7月  3日（火）

7月24日（火）
7月30日（月）
7月31日（火）

7月  6日（金）

7月13日（金）

7月17日（火）
7月10日（火）

7月13日（金）

●内容／赤ちゃんとの  くらしに  ついて、 お父さんの  役割に ついて、 妊娠中の  食事に  ついて、 

　パパ・ママの  お口の  健康に  ついて、 赤ちゃん人形  だっこ体験、 妊婦体験

 

●対象／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

●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

●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）

●料金／0円

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

10:00～12:00

13:00～16:00
10:00～12:00

10:00～11:15
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パレード

コンテスト

信長（さむらい）行列参加者
槍隊、 鉄砲隊、 腰元などの  行列参加者を  募集します。

第39回 小牧市民まつり 参加者募集！
みんなで

小牧市民まつりを

盛り上げよう
も あ

今年も  小牧最大の  イベント 「小牧市民まつり」が、 10月20日（土）、21日（日）に  
開催されます。 小牧市民まつりに  参加して  みませんか。

問合先
といあわせさき 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） 〒485-8650  住所不要

TEL.0568-76-1173  FAX.0568-75-8283  E-mail : citypromotion@city.komaki.lg.jp

じゅうしょふようこまき  しみん じっこう  いいんかい じむきょく してぃぷろもーしょん か  ない

10月20日（土）

10月21日（日）

ラピオ会場 市民歌謡祭・カラオケ大会参加者
あさひホールに  あなたの  美声を  響かせませんか？

●応募資格： 小牧市内に  住んでいる  人 ･ 働いている  人 ・ 小牧市の  学校に  通っている  人

10月20日（土）・21日（日）

市民歌謡祭

カラオケ大会

●申し込み： 申し込み期限▶7月10日（火）必着　 申し込み方法▶申し込み用紙を  市民まつり  実行委員会まで。

 申し込み用紙は  市民まつり専用ホームページ、 シティプロモーション課、 東部・味岡・北里の各市民センター、 

 都市センター、 まなび創造館、 パークアリーナ小牧に  用意。 ※郵送、 FAX、 持込、 メール可

まなび創造館あさひホール

メロディーパーク小牧駅前会場 Dance Mix 2018 in Komaki出演グループ
●応募資格： 5人以上の  チームで  表彰式に  参加できる  チーム　

●内容：ダンス種目は、 自由　●審査時間：5分以内（出入り  含む）

●賞：グランプリ賞など  上位チームを  表彰のほか  参加者全員に  記念品あり 

※グランプリチームは  翌年の  参加費が  0円に  なります

●募集チーム数：25組程度（申し込みが  多いときは  抽選）

フリー
10月21日（日）

●応募資格： 5人以上の  チーム　●内容：ダンス種目は、 自由　●演技時間：5分程度

●募集チーム数：25組程度（申し込みが  多いときは  抽選）

※参加費：1人 500円（参加者全員に  記念品あり）

※コンテストと  フリーの  両方  出ることが  できます（両方  出たい  場合も  500円です）

台風は、 天気予報で  来ることが  予測できますが、

集中豪雨は  予測が  難しく、 短い時間で  狭い  領域に  

集中して  大雨が  降ることが  あります。

風水害・土砂災害への 備え

共　通 土砂災害

避難する時の  注意事項
まっ黒い  積乱雲の  発生に  注意

集中豪雨の  イメージ

避難情報などが  発表されていない

場合でも、 危険や  

不安を  感じた時は、 

避難  しましょう。

雨の  ピークや  夜など  

避難に  不安を  感じたら、  

自分の  家や  頑丈な  

建物の  2階以上に  

避難するなど、 命を  守る  

行動を  とりましょう。

土砂の  流れる  方向から  

離れる  方向に、 高い  場所へ  

逃げましょう。

これらは  土砂災害の  前ぶれかもしれません。

これらの  現象を  見つけたら、 その場を  離れてください。

頑丈な  建物の  高い  階（斜面の  反対）

などに、 避難しましょう。

※避難…安全な  場所に  逃げること

気象庁は、 大雨や  強風などに  よって  災害が  起こる  おそれの  あるときは 「注意報」を、 

重大な  災害が  起こる  おそれの  あるときは 「警報」を、 さらに、 重大な  災害が  起こる  おそれが  

とても  大きいときは 「特別警報」を  発表して  注意や  警戒を  呼びかけます。 
これらの情報は、 市や  マスコミ、 インターネットなどを  通じて  市民の  皆さんへ  伝えられます。

◆注意報・警報などの  発表と、 とるべき  行動

土 砂 災 害 警 戒 情 報 :

記録的短時間大雨情報:

注意報・警報などを  チェック! 早めの  避難を  心がけましょう!

大雨警報(土砂災害)発表後も  雨が  降り続き、 土砂災害発生の  危険度が  

さらに  高まったときに、 名古屋地方気象台と  愛知県が  共同で  発表する  防災情報です。

大雨の  状況

大雨の  可能性が  高くなる
■気象情報 ・ 空の  変化に  注意して、 

　必要に  応じて  避難を  検討しましょう。

■最新の  情報に  注意して、 災害に  備えた  

　早めの  準備を  しましょう。

■雨 ・ 風の  影響を  受けやすい  地区、 高齢者 ・

　障がい者の  方などは、 早めの  行動を  心がけましょう。

■市が  発表する  避難に  関する  情報に  留意し、 

　必要に  応じ  すぐに  避難しましょう。

■すぐに  市の  避難情報に  従うなど  

　命を  守る  行動を  とりましょう。

■避難所へ  避難するか、 外に出ることが  危険な  場合は、 

　家の  中でも  2階などの  安全な  場所に  避難しましょう。

記録的  短時間

大雨情報

土砂災害  警戒情報

大雨

注意報

大雨警報

大雨

特別警報

強さが  増す

大雨が  一層  激しくなる

大雨が  降り始める

広い  範囲で

数十年に  一度の  大雨

注意報・警報など とるべき行動

大雨警報発表時に、 現在の  降雨が  その  地域にとって  災害の  発生に  つながるような、 

稀にしか  観測しない  雨量で  あるときに  発表されます。

●応募資格： 中学生以上で  小牧市内に  住んでいる  人 ･ 働いている  人 ・ 小牧市の  学校に  通っている  人

●募集人員：10人  程度

●申し込み： 申し込み期限▶7月10日（火）必着　申し込み方法▶申し込み用紙に  書いて  市民まつり実行委員会まで。 

申し込み用紙は  市民まつり専用ホームページ、 シティプロモーション課、 東部・味岡・北里の各市民センター、 

都市センター、 まなび創造館、 パークアリーナ小牧に  用意。 ※郵送、 FAX、 持込、 メール可

●申し込み： 申し込み期間▶6月15日（金）～9月28日（金）※定員に  なり次第  締め切ります 
申し込み方法▶往復はがきに  住所、 氏名、 年齢、 曲目（オリジナル歌手名）、 

電話番号、「歌謡祭」 又は 「カラオケ大会」を  書いて、 (両方参加の  場合は  

２枚別々で  申し込んで  ください。）市民まつり実行委員会まで。

●日時：10月21日（日） ●区分：ゴールドの  部（73歳以上）　一般シニアの  部（72歳まで）

●定員：各50人（早く  申し込んだ  人）　●料金：1，000円（2コーラス）

●日時：10月20日（土）  ●募集人員：100人（早く  申し込んだ  人）　●料金：500円（2コーラス）

「小石が  パラパラ  落ちる」 「がけから  水が  湧き出す」

「山鳴りが  する」 「川が  濁り  流木が  混ざる」

こまき しみん

こまき   　しみんいべんとこまき    さいだいことし

ほーるそうぞうかん

めろでぃー ぱーく

さんかしゃかようさい からおけ たいかいしみん

さんかしみんこまきかいさい

し み ん ぼ し ゅ うさ ん か し ゃこ ま き

だ い か い

ぱれーど

ぼしゅうぎょうれつ   さんかしゃこしもとてっぽうたいやりたい

さんかしゃぎょうれつのぶなが

ひと ひとはたらしない す ひとこまきちゅうがくせい いじょう こまきし がっこう

じっこう いいんかい

いいんかい

かめーるもちこみゆうそうよういこまきありーなぱーくそうぞうかんせんたーとし

せんたーしみんかくとうぶ あじおか きたさとかぷろもーしょんしてぃほーむぺーじせんようしみんようしもう こ

いいんかいじっこうしみんようしこもうほうほうこもうひっちゃくかにちがつきげんこもう こもう

えん

えん

ばあいででりょうほう りょうほうふりーこんてすと

きねんひんぜんいんさんかしゃえんひとりさんかひ

ちゅうせんおおこもうていどくみすうちーむぼしゅう

ていどふんじかんえんぎじゆうしゅもくだんすないようちーむいじょうにんしかくおうぼ

ちゅうせんおおこもうていどくみすうちーむぼしゅう

さんかひよくねんちーむぐらんぷり

きねんひんぜんいんさんかしゃひょうしょうちーむじょういぐらんぷりしょう しょう

ふくで　いいないふんじかんしんさじゆうしゅもくだんすないよう

ちーむさんかひょうしょうしきちーむいじょうにんしかくおうぼ

しゅつえん ぐるーぷ

じっこうしみん

でんわ ばんごう

かしゅめいおりじなるきょくもくねんれいしめいじゅうしょおうふくほうほうこもう

し き

こもうべつべつまい

ばあいさんかりょうほうかたいかいからおけまたかようさい

こーらすえんりょうきんひとこもうはやにんかくてい いん

さいぶしにあいっぱんいじょうさいぶごーるどくぶんにちにちがつにちじ

どにちがつにちじ

たいかいからおけ

かようさいしみん

しだいていいんきんにちがつきんにちがつきかんこもうこもう

こーらすえんりょうきんひとこもうはやにんじんいんぼしゅう

ひとかよがっこうこまきしひとはたらひとすしないこまきしかくおうぼ

ひびびせいほーる

かいじょうらぴお

かめーるもちこみゆうそうよういこまきありーなぱーくそうぞうかんせんたーとし

せんたーきたさとあじおかとうぶ しみんかくぷろもーしょん　　　　　かしてぃほーむぺーじせんようしみんようし

にちにちがつ

ど

かいじょうこまき えきまえ

にち にち にちがつ

にちにちどにちがつ

しみんもう ようしか ひっちゃくにちがつ ほうほうこ こ かもう

こもう

きげんもう こもう こ

かよしかくおうぼ

ていどにんじんいんぼしゅう

どにちがつ

こんてすと

にちにちがつ

ふりー

そ など し ゃ さ い が いふ う す い が い

おおあめ ふ

こうどう

まもいのちひなん

いじょうかいたてもの

がんじょうじぶん いえ

かんふあんひなん

よるぴーくあめ

ひなん

ときかんふあん

きけんばあい

はっぴょうじょうほうひなん

きょうつう

じこうちゅういひなん とき

さいがいどしゃ

ひなん

ひなん

はんたいしゃめんかいたかたてものがんじょう

に

ばしょたか

にばしょあんぜん

ほうこうはな

ほうこう

はなばみげんしょう

まえさいがいどしゃ

まりゅうぼくにごかわなやま

だわみずおぱらぱらこいし

ながどしゃ

しゅうちゅう

りょういきせまみじか じかんむずかよそくごううしゅうちゅう

よそくくよほうてんきたいふう

いめーじごううしゅうちゅう

ちゅういはっせいせきらんうんくろ

けいほうとくべつ

おおあめ

けいほうおおあめ

ちゅういほう

おおあめ

おおあめいちどすうじゅうねん

はんいひろ

はげいっそうおおあめ

まつよ

はじふおおあめ

たかかのうせいおおあめ

こうどうけいほうちゅういほうじょうきょうおおあめ

こうどうはっぴょうけいほうちゅういほう

つたみなしみんつういんたーねっとますこみしじょうほう

よけいかいちゅういはっぴょうけいほうとくべつおお

おさいがいじゅうだいけいほうおさいがいじゅうだい

ちゅういほうおさいがいきょうふうおおあめきしょうちょう

こころひなんはやちぇっくけいほうちゅういほう

ひなんばしょあんぜんかいなかいえ

ばあいきけんでそとひなんひなんじょ

こうどうまもいのち

したがじょうほうひなんし

ひなんおうひつよう

りゅういじょうほうかんひなんはっぴょうし

こころこうどうはやかたしゃしょう

こうれいしゃちくうえいきょうかぜあめ

じゅんびはや

そなさいがいちゅういじょうほうさいしん

けんとうひなんおうひつよう

ちゅういへんかそらじょうほうきしょう

じょうほうけいかいさいがいどしゃ

じょうほうおおあめ

たんじかんきろくてき

はっぴょううりょうかんそくまれ

はっせいさいがいちいきこううげんざいはっぴょうじけいほうおおあめじょうほうおおあめたんじかんきろくてき

じょうほうぼうさいはっぴょうきょうどうあいちけんきしょうだいちほうなごやたか

きけんどはっせいさいがいどしゃつづふあめはっぴょうごさいがいどしゃけいほうおおあめじょうほうけいかいさいがいどしゃ



小牧市民病院

入
口

出
口

閉鎖区画

N

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

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。

7月2日（月）から、小牧市民病院南側の  有料駐車場が  一部  使えなくなります。 

また、 その準備の  ため、 6月30日（土）から  7月1日（日）まで、 小牧市民病院南側の  

有料駐車場が  全部  使えなくなります。 この期間に  小牧市民病院に  来る場合は、

近くにある  別の  小牧市民病院 駐車場に  駐車してください。

市民安全課　TEL.0568-76-1675（相談直通）問合先

ポルトガル語・

スペイン語・英語

月～金

問合先
といあわせさき 小牧平成夏まつり実行委員会事務局（小牧市役所シティプロモーション課内）　

TEL.0568-76-1173   FAX.0568-75-8283   E-mail : citypromotion@city.komaki.lg.jp

こまき  へいせい  なつ じっこう   いいんかい   じむきょく こまき   しやくしょ してぃぷろもーしょん か ない

行灯山車の  パレードが  メインの  まつりです。 伝統的な  武者絵から、 
アニメの  キャラクターまで、色とりどりの  山車が  練り歩きます。 
山車行列と  一緒に  行われる  各団体の  パフォーマンスも  楽しんで  ください。

小牧平成 夏まつりとは？

17:20 オープニングパフォーマンス
18:00 表彰式
19:00 山車行列スタート▶メロディーパーク（小牧駅東） ➡ 小牧市市民会館
20:50 表彰式（上位3賞）・フィナーレ
 手筒花火・アメリカ花火・和太鼓・レーザーの コラボレーション

17:20 オープニングパフォーマンス
18:00 和太鼓演奏
18:45 ハネト総踊り
19:00 山車行列スタート▶小牧市市民会館 ➡ メロディーパーク（小牧駅東）

小牧平成夏まつり第30回

山車行列の 当日参加の 受け付け山車行列の 当日参加の 受け付け

受付時間

山車行列に  当日でも  参加できます。 必ず  山車行列が  始まる  前に  まつり本部に  来てください。

1日目（7月28日（土））…18:30まで ／ 2日目（7月29日（日））…18:00まで

7/28
土

日
7/29

タ
イ
ム
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※天気が  とても  悪かったら  中止します。 少し  雨が  降っている  時は  行います。 ※予定は  変わることが  あります。

小牧市市民会館

小牧市市民会館

メロディーパーク

7月28日（土）
17：20 ～ 21:00

7月29日（日）
17:20 ～ 21:30

次の 税金の 支払い期限は 7月 31日（火）です

収税課　TEL.0568-76-1117収税課　TEL.0568-76-1117問合先

口座振替にすると  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2期）●固定資産税（第2期） ●国民健康保険税（第2期）●国民健康保険税（第2期） ●介護保険料（第1期）●介護保険料（第1期）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

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。

　 ※ただし、 納付書に  書いてある  期限までです。

❶ 小牧市役所  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。

とき  7月 8日（日）、7月 22日（日） 　8:30～17:15

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。

　  8:30～17:15　※ただし、 年末年始は　休みです。
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P1

P3

P4

P5

P6

●第39回  小牧市民まつり  参加者募集！

●母子健診などの  カレンダー

●成人検診の  おしらせ

●風水害・土砂災害への  備え

●第30回  小牧平成夏まつり

●外国人の  ための  相談窓口の  おしらせ

●小牧市民病院南側の  有料駐車場が  一部  使えなくなります

●母子・父子家庭  医療費受給者証の  更新の  おしらせ

●次の  税金の  支払い期限は  7月31日（火）です

病院総務課　TEL.0568-76-4131問合先
といあわせさき びょういん そうむか

保険年金課　TEL.0568-76-1128問合先
といあわせさき ほけん ねんきんか

小牧市民病院南側の 有料駐車場が 一部 使えなくなります

母子・父子家庭 医療費受給者証の  更新の  おしらせ
今  使っている  受給者証は  7月31日（火）までしか  使えません。 手紙と  ❶❷❸を  市役所から  6月下旬に  

送りますので、 ❶❷❸❹を  封筒に  入れて  市役所に  送ってください。

❶更新申請書　❷養育費の 申告書　❸申立書（16歳以上 19歳未満の 控除対象扶養親族が いる 世帯の 人）

❹受給者 全員分の 健康保険証の 写し

▶手続きを  した後、 新しい  受給者証は  7月下旬に  送ります。
※所得が  多すぎるなどで  受給者証が  もらえない人には、 手紙で  知らせます。  ※2018年1月2日より  あとに  小牧市に  

引っ越してきた人、2017年中の  所得を  申告していない人は、 所得を  確認するための  手続きも  してください。
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外国人の人口：8,768人 / 小牧の人口：153,018人（2018年 6月 1日現在）


