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●KIA  第23回スポーツ交流会 「ランニング教室」
●KIA  バスハイク
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●第59回  小牧市民美術展  作品募集
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2018年  住宅・土地統計調査を  行います
総務省統計局・愛知県・小牧市は、 「2018年住宅・土地統計調査」を  行います。

この調査は、 住まいや  生活に  関わる  一番  基本的で  重要な  調査です。 2018年10月1日に  全国に  住んでいる  

家族（世帯）が  対象で、 大きな  調査です。 調査の  結果は、 地震や  災害に  備えるための  街の  計画を  作ったり、 

空き家の  対策の  ための  条例（市のきまり）を  作るなど、 色々な  ことに  使います。

調査を  お願いする  家族（世帯）には、 9月頃に  調査員が  家に  来て、 調査の  紙を  配ります。 調査は、 配られた  

紙に  書くか、 インターネットを  使って  答えて  ください。 日本語が  わからない人は、 「調査票対訳集」が  

ありますので、 調査員に  聞いて  ください。 なお、 調査に  答えた  内容は、 「統計法」で  厳しく  守られています。 

調査員や  調査を  行う人は、 答えた  内容を  秘密にします。 安心して、 ありのままを  答えて  ください。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん 申し込み もうしこみ0円

演　目 えんもく 観世流・能「巻絹」　和泉流・狂言「鏡男」　観世流・能「鉄輪」

小牧山薪能
小牧山で  日本の  伝統芸能 「能」を  見る  イベントです。 
ぜひ  来てください。

9月15日（土）

小牧山史跡公園

観覧席開場：16:00　オープニングセレモニー：17:00

火入れ式：17:45　始まり：18:00　終わり：20:30

（雨が  降ったときは、 小牧市市民会館で  やります）

いりません

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

第59回 小牧市民美術展  作品募集
出品資格 しゅっぴんしかく

募集部門 ぼしゅうぶもん

賞 しょう

作品規格 さくひんきかく

出品料 しゅっぴんりょう 展示会場 てんじかいじょう

申込み受付期間 もうしこみ
うけつけきかん

10月21日（日）の  時点で、 小牧市に  住んでいる人・小牧市で  仕事を  している人・小牧市の  学校で  

勉強を  している人、 または  小牧市の  文化団体などに  入っている人  ※中学生以下は  申し込み  できません

日本画、 洋画、 彫塑・工芸、 書道、 写真  

※1部門につき  1人1点、 他の  公募展・コンクールに  未発表の  作品だけ。

市長賞、 市議会議長賞、 市教育委員会賞、 こまき市民文化財団賞  ほか

部門ごとに  きまりが  あります。 作品募集要項（市内公共施設などに  用意）を  見て  ください。

0円 まなび創造館  5階アリーナ

事前に  申し込んで  ください。 作品募集要項の 【出品申込書】を  書いて、 

2018年10月14日（日）までに （一財）こまき市民文化財団）へ郵送、 Fax、 または  

直接  持って  きてください。（または、 作品搬入の  時に  申し込んで  ください。）

作品搬入 さくひんはんにゅう 10月22日（月） 15:00～20:00 作品募集要項に  ついている  用紙に  書いて、 作品と  ともに  

直接  まなび創造館  5階アリーナ会場へ  持ってきてください。

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

ポルトガル語・スペイン語・英語 月～金

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

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。

●国民健康保険税（第4期）●国民健康保険税（第4期） ●介護保険料（第3期）●介護保険料（第3期） ●後期高齢者医療保険料（第2期）●後期高齢者医療保険料（第2期）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

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  9月 9日（日）、 9月 23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。

情報システム課　TEL.0568-76-1106問合先
といあわせさき じょうほう しす てむ か

生涯学習課　TEL.0568-76-1166問合先
といあわせさき がくしゅう かしょうがい

次の 税金の 支払い期限は 10月 1日（月）です

支払いは
早めに！ 
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外国人の人口：8,853人 / 小牧の人口：153,026人（2018年 8月 1日現在）
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TRAIN
TOGETHER

&
RUN

TOGETHER

50人（予約が  いります。 先に  申し込んだ  人順）
講 師

アレックス　ピッチョーニ 先生

マンドリンで  コンサートを  

開いたり、 自分の国  イタリアを

紹介する  活動を  している。

小牧市公民館  4F  視聴覚室

9月29日（土）14:00 ～ 15:30

イタリア再発見、 都市と  

田舎は  こんな感じ！

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん定　員 ていいん

9月1日（土）～ 15日（土）の間に、 電話  または  ファックス/E-メールで、 

①名前、 ②市内在住・在勤・在学   ③会員か  会員でないか、 ④年齢／学年、 

⑤電話番号を  書いて  申し込んで  ください。

0円

中学生から  申し込みが  できます。 小牧市に  住んでいる人 （市内在住）、 

小牧市で  仕事を  している人（在勤）、 小牧市の  学校で  勉強を  

している人（在学）、 KIA会員が  優先です。

イタリア 理解講座

いろいろな  国の  人との  交流が  好きな  小学生より  上の  元気な人

小学生から  大人60人（日本人30人、 外国人30人） ※小学生は  親と  一緒に  参加して  ください

会員  500円、 一般 1,000円

※第29回  小牧シティマラソン大会（2km）参加費も  入っています。

小牧市公民館講堂

11月11日（日）10：00～12:30

第23回  スポーツ交流会 「ランニング教室」

ランニングで、 世界の  友だちと  交流しませんか!?  
みんなで、  「小牧シティマラソン大会（2km）」に  参加しよう！

9月1日（土）～ 29日（土）の  間に  お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA) へ  来て  ください。  

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

バ ス ハイク

日　時 にちじ

集合場所 しゅうごう
ばしょ 場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん 料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

9月30日（日） 9：00～16：00（予定）

小牧市市民会館 大滝鍾乳洞と  郡上八幡

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

KIA会員の人。 18才から  申し込みが  できます。

25人（早く  申し込んだ  人順） 会員  1,500円、 会員ではない人  2,500円

9月1日（土）～ 9月15日（土）の  間に  お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  来て  ください。

郡上を  散歩しませんか （鍾乳洞  ・流しそうめん ・ 城下町）

開いている時間　9：30～16：30
日曜日、 祝日、 第3火曜日、 年末年始は お休み）

（ただし、 土曜日、
母子手帳は、 これまでは  保健センターや  各支所で  渡していました。 

9月1日からは、 子育て世代包括支援センターで  渡します。

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

13：05～13：35

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

9月  9日（日）

保健センター

保健センター

子育て世代
包括支援
センター

北里児童館

小牧児童館

小牧児童館

篠岡児童館

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

●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 抱っこひもなど予約必要

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  子どもに  おすすめです）

●料金／0円　

●申し込み／子育て世代 包括支援センター
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：子育て世代 包括支援センター  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  聞きます）

9月11日（火）
9月18日（火）
9月25日（火）

10月  2日（火）

2018年  5月  1日～  8日生まれ
2018年  5月  9日～16日生まれ
2018年  5月17日～23日生まれ
2018年  5月24日～31日生まれ

9月  7日（金）
9月14日（金）
9月21日（金）

2017年  3月  1日～10日生まれ
2017年  3月11日～20日生まれ
2017年  3月21日～31日生まれ

9月  6日（木）
9月20日（木）

2016年  6月  1日～15日生まれ
2016年  6月16日～30日生まれ

9月  5日（水）
9月12日（水）
9月26日（水）

2015年  9月  1日～10日生まれ
2015年  9月11日～20日生まれ
2015年  9月21日～30日生まれ

9月27日（木）

9月19日（水）
9月10日（月）

9月21日（金）

9月  5日（水）

9月  4日（火）

9月25日（火）
9月10日（月）

9月14日（金）

9月21日（金）

9月19日（水）
9月11日（火）

9月14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　●持ち物／親子（母子）健康手帳、 

　塩分濃度を  測るための  汁物（30㏄ぐらい）、 飲み物　●料金／0円　●申し込み／保健センター 

●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　

●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル 、お手ふきなど

●対象／市内に  住んでいる  妊婦と  その夫

（妊婦だけでも  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（希望する人）

●料金／0円

保健センター  TEL.0568-75-6471  FAX.0568-75-8545
子育て世代 包括支援センター TEL.0568-71-8611  FAX.0568-71-8612

問合先

10:00～12:00

10:00～11:15

母子手帳を 渡す場所が 変わります

い た り あ

きょ うしつら ん に ん ぐ
こうりゅ う か いす ぽ ー つ

ば す は い く

か いだ い

り か い こう ざ

えん

こもうかばんごうでんわ

がくねんねんれいかいいんなまえ しない ざいじゅう

しない ざいじゅう

ざいきん

ざいきん

ざいがく

ざいがく

かいいん いたりあくにじぶんひら

しょうかい かつどう

こんさーとまんどりん

ぴっちょーに せんせいあ れっくす

めーるふぁっくすでんわあいだどにちどにちがつ

ひとじゅんこもうさきよやくにん

ゆうせんかいいんひと

がっこう べんきょうこまきしひとしごとこまきし

ひとすこまきしこもうちゅうがくせい

しちょうか くしつこう み ん か ん かいこ ま きし

どにちがつ

かんいなか

まちさいはっけんいたりあ

さんかたいかいまらそんしてぃこまき

こうりゅうともせかいら ん に ん ぐ

きこくさいこうりゅうきょうかいこまきしかねあいだどにちどにちがつ

はいさんかひたいかいまらそんしてぃこまきかいだい

えんいっぱんえんかいいん

ど かねあいだ こまきし こくさいこうりゅうきょうかい きにちがつどにちがつ

えんひとかいいんえんかいいんひとじゅんこもうはやにん

こもうさいひとかいいん

ひとべんきょうがっこうこまきしひとしごとこまきしひとすこまきし

はちまんぐじょうしょうにゅうどうおおたきかいかんしみんこまきし

よていにちにちがつ

じょうかまちながしょうにゅうどうさんぽぐじょう

さんかいっしょおやしょうがくせいにんがいこくじんにんにほんじんにんおとなしょうがくせい

ひとげんきうえしょうがくせいすこうりゅうひとくに

こうどうこうみんかんこ ま きし

にちにちがつ

こうし

じかん どようび

にちようび しゅくじつ ねんまつねんし やすかようびだい

あ

わたしえん せんたーほうかつせだいこそだにちがつ

わたかくししょほけん せんたーてちょうぼし

かばしょわたてちょうぼし

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  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

もく

げつ

せんたー

たいしょう かた 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

にち

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

いくじ そうだん

そうだんけんこうさんぷにんぷ

ぱ ぱ 　  ま ま   きょうしつ

ば

ていたいじゅうじとどけ

いこうげつ  じたいしょう

たいしょう

くみさんかにんぷ

おっとにんぷすしないたいしょう

ほごしゃ にん あか

さんか りょうきん えん もう こ ほけん

だばすたおるてちょうけんこうぼしおやこものも

てばすたおるてちょうけんこうぼしおやこものも

もののしるものはかのうどえんぶん

てちょうけんこうぼしおやこものも

 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

よやくひつよう

よやくひつよう

せんたー

りょうきん えん もう こ ほけん せんたー

せんたーほけんこもうりょうきん えん

たいけん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
こそだ

ほうかつ

せんたー

しえん

せだい

きたさと じどうかん

こまき じどうかん

こまき じどうかん

しのおか じどうかん
りょうきん えん

きぼう ひと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

えん

こそだ せだい ほうかつ しえん せんたー

とくにゅうようじたいしょう さい こ

りょうきん えん

もう こ

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 きまえ

う げつ あか いえ いわしゅっさん ひん

とどけでさき

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 ねんきんかこそだ せだい ほうかつ しえん

といあわせさき
ほけん

こそだ せだい ほうかつ しえん せんたー

せんたー



6 3

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

9月  2日（日）
9:00
〜

14:30

9:00
〜

14:30

胸部X線検診

肺がん検診
（喀痰検査）

骨粗しょう症検診
（超音波） ※今年度最後の  検診

10月17日（水）

9月12日（水）

9月  2日（日）

10月  1日（月）

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

9:00
〜

11:00

9:00
〜

11:10

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）

乳がん検診
（マンモグラフィ）

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／30歳から  39歳の  小牧市に  住民登録の  ある人

●定員／120人/回　●料金／1,000円　

●申し込み／保健センター

●対象／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  

 下の表の  どれかに  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歳以上で  小牧市に  住民登録の  ある人

●定員／75人/回　●料金／700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。

子宮がん
個別検診

内診、視診、

細胞診 2019年
 3月31日（日）
　　　　まで

●受診期間

2019年
 2月14日（木）
　　　　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  下の表の  どれかに  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。

●対象／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  下の表の  どれかに  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。

●対象／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で、 国民健康保険  または

　後期高齢者医療保険に  入っている人と、 協会けんぽの  被扶養者。

●料金／国民健康保険 ・ 後期高齢者医療保険に  入っている人   

　　　　4,900円（70歳以上1,900円）

　　　　協会けんぽの  被扶養者 6,780円（70歳以上3,780円）

　　　　※人間ドックを  受診する時は  それぞれの  保険から  送られた  受診券が  いります。

●申し込み／市内指定医療機関 （詳しくは、 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

10月12日（金）

9月27日（木）

保健センター 

保健センター 

東部

市民センター 

※検体容器は  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。

※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。

10月15日（月）

9月  2日（日）

子宮がん検診
（頸部のみ）

9:30
〜

14:30
9:30
〜

10:45

9:00
〜

10:30

●対象／20歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で

 下の表の  どれかに  あてはまる人

●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）

人間ドック

個
別
検
診

集
団
検
診

みわ

レディース

クリニック

市内の指定

医療機関

小牧

市内の

産婦人科

種類

）（

）（
【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。

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

第2期  日本語教室

KIA事務所に  直接  きてください

授業料：1,000円（A～Hクラス）、 500円（Iクラス・生活に 役立つ 日本語会話）

　　 （会員で　ない  人は、 KIA年会費  2,000円が  いります）

その他 テキスト代：Aクラス 1,500円、 B～Fクラス 1,000円、

　　　　　　　　  G～Hクラス 2,000円

小牧市公民館  4階  チェスルーム・ローズルーム

中級初中級 上級 生活に役立つ日本語会話

A B C D E F G H I

～15:00 ～17:00 ～17:00 ～15:00 ～12:30 ～10:30 ～12:30 ～10:30

クラス

先 生

時 間

曜日

～18:00

N2対応N3対応 N1対応

13:00 15:00 15:00 13:00 10:30 8:30 10:30 8:30 17:00

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

日曜日 （9月2日 ～ 12月9日の  12回） ※9月9日、10月21日、10月28日は  お休みです

外国人  ※生活に  役立つ  日本語会話の  受講には  条件が  あります

※自分の  レベルに  あわせて、 クラスが  えらべます。

（D～I）
初中級～上級

18：00～19:00

①9月2日　②9月16日　③9月23日　④9月30日　⑤10月7日　⑥10月14日

⑦11月4日　⑧11月11日　⑨11月18日　⑩11月25日　⑪12月2日　⑫12月9日

日曜日

小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。

会員  3,000円  会員でない人  6,000円 

※いつでも  会員に  なれます。（個人年会費  1口  2,000円）　

初級 ・ 中級  それぞれ  16人　　※初めての  人が  先に  入れます　※申し込みが  それぞれ  16人より  

多いときは  くじで  決めます。　※申し込みが  6人より  少ないときは  止めます。　

小牧市に  住んでいる人、 小牧市で  仕事を  している人、

小牧市の  学校で  勉強を  している人、 または  KIA会員で18歳  以上の  人

市公民館  初級：3-1学習室　中級：4階チェスルーム

※（どちらも  全部で  10回）

（水曜日  14:45～16:45）9月26日～11月28日中級  クラス：

※11月21日は  お休み

（水曜日  13:00～15:00）10月10日～12月19日初級  クラス：

英語に  もう一度  
チャレンジして  みませんか！

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

料　金 りょうきん

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

英語基礎講座のおしらせ

問合先
といあわせさき 小牧市国際交流協会（KIA)  TEL.0568-76-0905 FAX.0568-71-8396 E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp

きょうかいこうりゅうこくさいこまきし

やすしゅくじつげつようびにちようびかいこうみんかんこまきしこまきこまきし

小牧市小牧2-107 小牧市公民館 4階   9:00～17:00  ただし  12:00～13:00、日曜日、月曜日、祝日は お休み

♪
●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／2019年2月14日（木）までに  保健センター

身体計測・血圧・

尿検査・血液検査・

胃、大腸、

胸部X線の

がん検診

初級

9月1日（土）～9月15日（土）の  間に   お金を  持って、

松岡 松岡 松岡 松岡朝倉 朝倉 朝倉 朝倉 朝倉 朝倉

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

けいぶ

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

にんげん

けんしん

せんきょうぶ

だいちょうい

けんさけつえきけんさにょう

けつあつけいそくしんたい

どっく

しきゅう

けんしんせんきょうぶ

はい けんしん

かくたん けんさ

ま ん も ぐ ら ふぃ

ちょうおんぱ

しょうけんしんこつそ

こんねんど さいご けんしん

すい とうぶ

しみん せんたー

けんしんしきゅう

けんしんにゅう

けんしんにゅう

ちょうおんぱ

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

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 せんたー

もく

きん

にち

げつ

にちがつ

ほけん せんたー かいしゅうようきけんたい

しときおく

ようきけんたいよていひかいしゅう

ひとひょうした

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

えんさいえんりょうきんかいにんていいん

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

せんたーほけんこもう

えん さい いじょう 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

した ひょう ひと

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

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

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

ほけん きまえ せんたーひとひょうした

さんふじんかこまきしないひとした ひょうこもう

くりにっくれでぃーすひとした ひょうこもう

うひとみとひつよういしけんしんたいぶ

えんさい いじょうえんりょうきん

ひと ひとした ひょう

せんたー
しときおく

けんたいようきよてい

ひかいしゅうけんたいようき

けんさたん

ほけんもくにちがつねんこもうえんりょうきんていいん
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さいがい ＆ ひなん

Uchi ya gakkoo no chikaku wa daijoobu desu ka?
うちや  がっこうの  ちかくは  だいじょうぶですか。

Dono michi ga anzen desu ka?
どの  みちが  あんぜんですか。

jishin no hinanjo  ⇒  shoogakkoo / chuugakkoo

ooame / taifuu / dosyakuzure no hinanjo  ⇒  kaikan / shimin-sentaa

じしんの ひなんじょ⇒  しょうがっこう・ちゅうがっこう

おおあめ・たいふう・どしゃくずれの ひなんじょ⇒  かいかん・しみんセンター

Hai, wakarimashita.
はい、わかりました。

Shimin-sentaa ni
しみんセンターにDoko ni Nigemasu ka?

どこににげますか？

Mizu ya tabemono ga arimasu.

Hinanjo wa anzendesu.
みずや  たべものが  あります。

ひなんじょは  あんぜんです。

Hinanjo e ikimashoo!
ひなんじょへ いきましょう！

Jishin desu!

dosya-kuzure … tsuchi ya suna ga kuzuretari nagaretari surukoto.

じしんです！

※どしゃくずれ … つちや  すなが  くずれたり  ながれたり  すること。

taifuu
たいふう

dosya-
kuzure 

どしゃくずれ
kaji
かじ

ooame
おおあめ

jishin
じしん

A1 A2

A3 A5

A6

A7

A4

Saigaiwa nandesuka?
さいがいは  なんですか?

kutsu
くつTe o

てを
tebukuro
てぶくろ

hidari-te mo

Migi-te mo
ひだりても

みぎても

ryukku sakku
リュックサック

Atama o
あたまを

herumetto
ヘルメット 

Don’na fuku o kimasuka?
どんな  ふくを  きますか?

kusuri-techoo
くすり-てちょう

kizu-ban
きず バン

※この記事は、 愛知淑徳大学交流文化学部、 小牧市国際交流協会（KIA）、 小牧市が  協力して  作りました。

watashi no byooki no kusuri
わたしの  びょうきの  くすり  

kusuri
くすり

o-kashi
おかし  

insutanto-shokuhin
インスタント-しょくひん mizu

みず

kan-dume
かんづめ

retoruto-shokuhin
レトルト-しょくひん  

kan-pan
かんパン  

3 nichi bun3にちぶん 

nomi-mono
のみもの

tabe-mono
たべもの

Ryukkusakku no naka wa?
リュックサックの  なかは?

shoomeesho ： 
Unten-menkyo-shoo /  
kenkoo-hoken-shoo

❺しょうめいしょ : 
　うんてんめんきょしょう・
　けんこうほけんしょう

okake
❹おかね

ginkoo-tsuuchoo / hanko
❸ぎんこう-つうちょう  ・はんこ

［ gaikoku-jin tooroku kaado ］
zairyuu kaado

❷ざいりゅうカード
　（がいこくじん  とうろく  カード）

pasupooto
❶パスポート

Taisetsuna mono wa?
たいせつな  ものは?

biniiru shiito
❻ビニール  シート

tabe-mono no
rappu

❺たべものの  ラップ

sekken / taoru
❹せっけん・タオル

toire / 
toiretto peepaa

❸トイレ・
　トイレット ペーパー

kasetto konro / gasu
❷カセット  コンロ・ガス

mizu no pori-tanku
❶みずのポリタンク

Benrina mono wa?
べんりな  ものは?

kami-omutsu
❸かみ-おむつ

akachan no 
gohan

❷あかちゃんの  
　ごはん

miruku / honyuu-bin
❶ミルク・ほにゅうびん

Aka-chan wa?
あかちゃんは?

kuruma-isu
❸くるま-いす

kami-omutsu
❷かみ-おむつ

ire-ba
❶いれば

O-toshiyori wa?
おとしよりは?

Q1 Q2

Q3 Q5

Q6

Q7

Q4いきましょう。
ikimashoo.

じゆうです。
jiyuu desu.まもります。

mamorimasu.

mamorimasu.
まもります

1

2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

＆ ＡＱ
Saigai hinan

問合先
といあわせさき してぃ ぷろもーしょん ききかんり かか

シティプロモーション課 ： TEL.0568-76-1173　危機管理課 ： TEL.0568-76-1171
きじ つくきょうりょくこまきしこうりゅう きょうかいこくさいこまきしがくぶぶんかこうりゅうだいがくしゅくとくあいち
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保健センター

保健センター

9月  2日（日）
9:00
〜

14:30

9:00
〜

14:30

胸部X線検診

肺がん検診
（喀痰検査）

骨粗しょう症検診
（超音波） ※今年度最後の  検診

10月17日（水）

9月12日（水）

9月  2日（日）

10月  1日（月）

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

9:00
〜

11:00

9:00
〜

11:10

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）

乳がん検診
（マンモグラフィ）

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／30歳から  39歳の  小牧市に  住民登録の  ある人

●定員／120人/回　●料金／1,000円　

●申し込み／保健センター

●対象／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  

 下の表の  どれかに  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歳以上で  小牧市に  住民登録の  ある人

●定員／75人/回　●料金／700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。

子宮がん
個別検診

内診、視診、

細胞診 2019年
 3月31日（日）
　　　　まで

●受診期間

2019年
 2月14日（木）
　　　　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  下の表の  どれかに  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。

●対象／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で  下の表の  どれかに  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。

●対象／40歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で、 国民健康保険  または

　後期高齢者医療保険に  入っている人と、 協会けんぽの  被扶養者。

●料金／国民健康保険 ・ 後期高齢者医療保険に  入っている人   

　　　　4,900円（70歳以上1,900円）

　　　　協会けんぽの  被扶養者 6,780円（70歳以上3,780円）

　　　　※人間ドックを  受診する時は  それぞれの  保険から  送られた  受診券が  いります。

●申し込み／市内指定医療機関 （詳しくは、 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

10月12日（金）

9月27日（木）

保健センター 

保健センター 

東部

市民センター 

※検体容器は  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。

※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。

10月15日（月）

9月  2日（日）

子宮がん検診
（頸部のみ）

9:30
〜

14:30
9:30
〜

10:45

9:00
〜

10:30

●対象／20歳以上の  小牧市に  住民登録の  ある人で

 下の表の  どれかに  あてはまる人

●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）

人間ドック

個
別
検
診

集
団
検
診

みわ

レディース

クリニック

市内の指定

医療機関

小牧

市内の

産婦人科

種類

）（

）（
【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。

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

第2期  日本語教室

KIA事務所に  直接  きてください

授業料：1,000円（A～Hクラス）、 500円（Iクラス・生活に 役立つ 日本語会話）

　　 （会員で　ない  人は、 KIA年会費  2,000円が  いります）

その他 テキスト代：Aクラス 1,500円、 B～Fクラス 1,000円、

　　　　　　　　  G～Hクラス 2,000円

小牧市公民館  4階  チェスルーム・ローズルーム

中級初中級 上級 生活に役立つ日本語会話

A B C D E F G H I

～15:00 ～17:00 ～17:00 ～15:00 ～12:30 ～10:30 ～12:30 ～10:30

クラス

先 生

時 間

曜日

～18:00

N2対応N3対応 N1対応

13:00 15:00 15:00 13:00 10:30 8:30 10:30 8:30 17:00

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

日曜日 （9月2日 ～ 12月9日の  12回） ※9月9日、10月21日、10月28日は  お休みです

外国人  ※生活に  役立つ  日本語会話の  受講には  条件が  あります

※自分の  レベルに  あわせて、 クラスが  えらべます。

（D～I）
初中級～上級

18：00～19:00

①9月2日　②9月16日　③9月23日　④9月30日　⑤10月7日　⑥10月14日

⑦11月4日　⑧11月11日　⑨11月18日　⑩11月25日　⑪12月2日　⑫12月9日

日曜日

小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。

会員  3,000円  会員でない人  6,000円 

※いつでも  会員に  なれます。（個人年会費  1口  2,000円）　

初級 ・ 中級  それぞれ  16人　　※初めての  人が  先に  入れます　※申し込みが  それぞれ  16人より  

多いときは  くじで  決めます。　※申し込みが  6人より  少ないときは  止めます。　

小牧市に  住んでいる人、 小牧市で  仕事を  している人、

小牧市の  学校で  勉強を  している人、 または  KIA会員で18歳  以上の  人

市公民館  初級：3-1学習室　中級：4階チェスルーム

※（どちらも  全部で  10回）

（水曜日  14:45～16:45）9月26日～11月28日中級  クラス：

※11月21日は  お休み

（水曜日  13:00～15:00）10月10日～12月19日初級  クラス：

英語に  もう一度  
チャレンジして  みませんか！

場　所 ばしょ

日　時 にちじ

料　金 りょうきん

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

英語基礎講座のおしらせ

問合先
といあわせさき 小牧市国際交流協会（KIA)  TEL.0568-76-0905 FAX.0568-71-8396 E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp

きょうかいこうりゅうこくさいこまきし

やすしゅくじつげつようびにちようびかいこうみんかんこまきしこまきこまきし

小牧市小牧2-107 小牧市公民館 4階   9:00～17:00  ただし  12:00～13:00、日曜日、月曜日、祝日は お休み

♪
●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／2019年2月14日（木）までに  保健センター

身体計測・血圧・

尿検査・血液検査・

胃、大腸、

胸部X線の

がん検診

初級

9月1日（土）～9月15日（土）の  間に   お金を  持って、

松岡 松岡 松岡 松岡朝倉 朝倉 朝倉 朝倉 朝倉 朝倉

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

けいぶ

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

にんげん

けんしん

せんきょうぶ

だいちょうい

けんさけつえきけんさにょう

けつあつけいそくしんたい

どっく

しきゅう

けんしんせんきょうぶ

はい けんしん

かくたん けんさ

ま ん も ぐ ら ふぃ

ちょうおんぱ

しょうけんしんこつそ

こんねんど さいご けんしん

すい とうぶ

しみん せんたー

けんしんしきゅう

けんしんにゅう

けんしんにゅう

ちょうおんぱ

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

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 せんたー

もく

きん

にち

げつ

にちがつ

ほけん せんたー かいしゅうようきけんたい

しときおく

ようきけんたいよていひかいしゅう

ひとひょうした

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

えんさいえんりょうきんかいにんていいん

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

せんたーほけんこもう

えん さい いじょう 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

した ひょう ひと

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

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

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

ほけん きまえ せんたーひとひょうした

さんふじんかこまきしないひとした ひょうこもう

くりにっくれでぃーすひとした ひょうこもう

うひとみとひつよういしけんしんたいぶ

えんさい いじょうえんりょうきん

ひと ひとした ひょう

せんたー
しときおく

けんたいようきよてい

ひかいしゅうけんたいようき

けんさたん

ほけ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

とうろくじゅうみんこまきしいじょうさいたいしょう

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

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

きせんたーほけんまえひとひょうした

ひょうした

さんふじんか

れでぃーす

いりょうきかん

していしない

きせんたーほけんくわきかんいりょうしていしないこもう

じゅしんけんおくほけんときじゅしんどっくにんげん

えんいじょうえんふようしゃひきょうかい

えんいじょうさいえん

ひとはいこうき いりょう ほけんこうれいしゃほけんけんこうこくみんりょうきん

ふようしゃひきょうかいひとはいいりょうほけんこうれいしゃこうき

こくみんけんこうほけんひとじゅうみんとうろくこまきしいじょうたいしょう

くりにっく

しない

こまき

にち にちがつ

ねん

きかんじゅしん

にち もくがつ

ねん

きかんじゅしん

べん

い ぶ

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

しょきゅう しょちゅうきゅう

き
に ほ ん ご き ょ う し つ

だ い

ちゅうきゅう じょうきゅう

じょうきゅうたいおうたいおうたいおう しょちゅうきゅう

かいわにほんごやくだせいかつ

くらす

じかん

ようび にちようび

せんせい

じぶん れべる くらす

かいにちがつ にち やすがつ にちがつ にちがつにちがつ
にちようび

がつ

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

にち

がつ にち がつ にち がつ にちがつ にち がつ にち がつ にち

がつ にち がつ にち がつ にち がつ にち がつ にち

えん

えん えん

えん

くらす くらす

くらす

だいてきすとほか

ねんかいひひとかいいん

えん くらす くらす せいかつ やくだ にほんご かいわえんじゅぎょうりょう

がいこくじん

ちょくせつじ む しょ

じょうけんじゅこうかいわにほんごやくだせいかつ

る ー む る ー むちぇす ろ ーずかいこうみんかんこまきし

ちゃれんじ

えいご いちどこう ざき そえ い ご

きょうかいこうりゅうこくさいこまきしもかねあいだどにちがつどにちがつ

えんくちねんかいひこじんかいいん

えんひとかいいんえんかいいん

にんちゅうきゅうしょきゅう

さい いじょう

き

やすくにんこもうきおお

にんこもうはいさきひとはじ

ひとかいいんひとべんきょうがっこうこまきし

ひとしごとこまきしひとすこまきし

ちぇすしこうみんかん がくしゅうしつしょきゅう ちゅうきゅう かい

かいぜんぶ

すいようびにちがつにちがつくらすちゅうきゅう

やすにちがつ

すいようびにちがつにちがつくらすしょきゅう

いじょう

さい

さい

る ー む



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

TRAIN
TOGETHER

&
RUN

TOGETHER

50人（予約が  いります。 先に  申し込んだ  人順）
講 師

アレックス　ピッチョーニ 先生

マンドリンで  コンサートを  

開いたり、 自分の国  イタリアを

紹介する  活動を  している。

小牧市公民館  4F  視聴覚室

9月29日（土）14:00 ～ 15:30

イタリア再発見、 都市と  

田舎は  こんな感じ！

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん定　員 ていいん

9月1日（土）～ 15日（土）の間に、 電話  または  ファックス/E-メールで、 

①名前、 ②市内在住・在勤・在学   ③会員か  会員でないか、 ④年齢／学年、 

⑤電話番号を  書いて  申し込んで  ください。

0円

中学生から  申し込みが  できます。 小牧市に  住んでいる人 （市内在住）、 

小牧市で  仕事を  している人（在勤）、 小牧市の  学校で  勉強を  

している人（在学）、 KIA会員が  優先です。

イタリア 理解講座

いろいろな  国の  人との  交流が  好きな  小学生より  上の  元気な人

小学生から  大人60人（日本人30人、 外国人30人） ※小学生は  親と  一緒に  参加して  ください

会員  500円、 一般 1,000円

※第29回  小牧シティマラソン大会（2km）参加費も  入っています。

小牧市公民館講堂

11月11日（日）10：00～12:30

第23回  スポーツ交流会 「ランニング教室」

ランニングで、 世界の  友だちと  交流しませんか!?  
みんなで、  「小牧シティマラソン大会（2km）」に  参加しよう！

9月1日（土）～ 29日（土）の  間に  お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA) へ  来て  ください。  

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

バ ス ハイク

日　時 にちじ

集合場所 しゅうごう
ばしょ 場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん 料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

9月30日（日） 9：00～16：00（予定）

小牧市市民会館 大滝鍾乳洞と  郡上八幡

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

KIA会員の人。 18才から  申し込みが  できます。

25人（早く  申し込んだ  人順） 会員  1,500円、 会員ではない人  2,500円

9月1日（土）～ 9月15日（土）の  間に  お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  来て  ください。

郡上を  散歩しませんか （鍾乳洞  ・流しそうめん ・ 城下町）

開いている時間　9：30～16：30
日曜日、 祝日、 第3火曜日、 年末年始は お休み）

（ただし、 土曜日、
母子手帳は、 これまでは  保健センターや  各支所で  渡していました。 

9月1日からは、 子育て世代包括支援センターで  渡します。

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

13：05～13：35

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

9月  9日（日）

保健センター

保健センター

子育て世代
包括支援
センター

北里児童館

小牧児童館

小牧児童館

篠岡児童館

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

●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 抱っこひもなど予約必要

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  子どもに  おすすめです）

●料金／0円　

●申し込み／子育て世代 包括支援センター
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：子育て世代 包括支援センター  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  聞きます）

9月11日（火）
9月18日（火）
9月25日（火）

10月  2日（火）

2018年  5月  1日～  8日生まれ
2018年  5月  9日～16日生まれ
2018年  5月17日～23日生まれ
2018年  5月24日～31日生まれ

9月  7日（金）
9月14日（金）
9月21日（金）

2017年  3月  1日～10日生まれ
2017年  3月11日～20日生まれ
2017年  3月21日～31日生まれ

9月  6日（木）
9月20日（木）

2016年  6月  1日～15日生まれ
2016年  6月16日～30日生まれ

9月  5日（水）
9月12日（水）
9月26日（水）

2015年  9月  1日～10日生まれ
2015年  9月11日～20日生まれ
2015年  9月21日～30日生まれ

9月27日（木）

9月19日（水）
9月10日（月）

9月21日（金）

9月  5日（水）

9月  4日（火）

9月25日（火）
9月10日（月）

9月14日（金）

9月21日（金）

9月19日（水）
9月11日（火）

9月14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　●持ち物／親子（母子）健康手帳、 

　塩分濃度を  測るための  汁物（30㏄ぐらい）、 飲み物　●料金／0円　●申し込み／保健センター 

●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　

●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル 、お手ふきなど

●対象／市内に  住んでいる  妊婦と  その夫

（妊婦だけでも  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（希望する人）

●料金／0円

保健センター  TEL.0568-75-6471  FAX.0568-75-8545
子育て世代 包括支援センター TEL.0568-71-8611  FAX.0568-71-8612

問合先

10:00～12:00

10:00～11:15

母子手帳を 渡す場所が 変わります
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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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●2018年  住宅・土地  統計調査を  行います
●次の  税金の  支払い  期限は  10月1日（月）です
●外国人の  ための  相談窓口の  おしらせ

●母子健診などの  カレンダー
●母子手帳を  渡す  場所が  変わります

●成人検診の  おしらせ

●さいがい ＆ ひなん  Q＆A

●KIA  第2期  日本語教室
●KIA  英語基礎講座の  おしらせ

●KIA  イタリア  理解講座
●KIA  第23回スポーツ交流会 「ランニング教室」
●KIA  バスハイク

●小牧山薪能
●第59回  小牧市民美術展  作品募集
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2018年  住宅・土地統計調査を  行います
総務省統計局・愛知県・小牧市は、 「2018年住宅・土地統計調査」を  行います。

この調査は、 住まいや  生活に  関わる  一番  基本的で  重要な  調査です。 2018年10月1日に  全国に  住んでいる  

家族（世帯）が  対象で、 大きな  調査です。 調査の  結果は、 地震や  災害に  備えるための  街の  計画を  作ったり、 

空き家の  対策の  ための  条例（市のきまり）を  作るなど、 色々な  ことに  使います。

調査を  お願いする  家族（世帯）には、 9月頃に  調査員が  家に  来て、 調査の  紙を  配ります。 調査は、 配られた  

紙に  書くか、 インターネットを  使って  答えて  ください。 日本語が  わからない人は、 「調査票対訳集」が  

ありますので、 調査員に  聞いて  ください。 なお、 調査に  答えた  内容は、 「統計法」で  厳しく  守られています。 

調査員や  調査を  行う人は、 答えた  内容を  秘密にします。 安心して、 ありのままを  答えて  ください。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん 申し込み もうしこみ0円

演　目 えんもく 観世流・能「巻絹」　和泉流・狂言「鏡男」　観世流・能「鉄輪」

小牧山薪能
小牧山で  日本の  伝統芸能 「能」を  見る  イベントです。 
ぜひ  来てください。

9月15日（土）

小牧山史跡公園

観覧席開場：16:00　オープニングセレモニー：17:00

火入れ式：17:45　始まり：18:00　終わり：20:30

（雨が  降ったときは、 小牧市市民会館で  やります）

いりません

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

第59回 小牧市民美術展  作品募集
出品資格 しゅっぴんしかく

募集部門 ぼしゅうぶもん

賞 しょう

作品規格 さくひんきかく

出品料 しゅっぴんりょう 展示会場 てんじかいじょう

申込み受付期間 もうしこみ
うけつけきかん

10月21日（日）の  時点で、 小牧市に  住んでいる人・小牧市で  仕事を  している人・小牧市の  学校で  

勉強を  している人、 または  小牧市の  文化団体などに  入っている人  ※中学生以下は  申し込み  できません

日本画、 洋画、 彫塑・工芸、 書道、 写真  

※1部門につき  1人1点、 他の  公募展・コンクールに  未発表の  作品だけ。

市長賞、 市議会議長賞、 市教育委員会賞、 こまき市民文化財団賞  ほか

部門ごとに  きまりが  あります。 作品募集要項（市内公共施設などに  用意）を  見て  ください。

0円 まなび創造館  5階アリーナ

事前に  申し込んで  ください。 作品募集要項の 【出品申込書】を  書いて、 

2018年10月14日（日）までに （一財）こまき市民文化財団）へ郵送、 Fax、 または  

直接  持って  きてください。（または、 作品搬入の  時に  申し込んで  ください。）

作品搬入 さくひんはんにゅう 10月22日（月） 15:00～20:00 作品募集要項に  ついている  用紙に  書いて、 作品と  ともに  

直接  まなび創造館  5階アリーナ会場へ  持ってきてください。

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

ポルトガル語・スペイン語・英語 月～金

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

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。

●国民健康保険税（第4期）●国民健康保険税（第4期） ●介護保険料（第3期）●介護保険料（第3期） ●後期高齢者医療保険料（第2期）●後期高齢者医療保険料（第2期）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

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  9月 9日（日）、 9月 23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。

情報システム課　TEL.0568-76-1106問合先
といあわせさき じょうほう しす てむ か

生涯学習課　TEL.0568-76-1166問合先
といあわせさき がくしゅう かしょうがい

次の 税金の 支払い期限は 10月 1日（月）です

支払いは
早めに！ 
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外国人の人口：8,853人 / 小牧の人口：153,026人（2018年 8月 1日現在）


