
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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●小牧夏まつり  パフォーマンスエリア  

　イベント  参加者募集

●福祉医療費受給者証に  ついて

●次の  税金の  支払い期限は  

　5月31日（金）です

●成人検診の  おしらせ

●母子健診などの  カレンダー

●2019年度  当初予算の  内容

●小牧市国際交流協会（KIA）交流パーティー  参加者募集

●KIA  ボランティア説明会  参加者募集　●KIA  第1期日本語教室

●KIA  ポルトガル語講座（入門） 受講生募集

●KIA  中国語講座（入門） 受講生募集　●KIA  第68回  国際理解講座

●外国人の  ための  相談窓口の  おしらせ

●市営鷹之橋住宅  空き家  入居者募集

●「笑顔で  さきがけ  あいさつ運動」を  行います

●土曜の  夜の  プラネタリウム　●わくわく  天文講座「小牧隕石」

今年から  はじまる  小牧夏まつりでは、 ラピオ南側  パフォーマンスエリアで、 イベントがあります。 

この  イベントの  参加者を  募集します。

小牧市公式  Youtubeに  踊り方の  動画を  載せました。

こちらの  QRコードからも  見ることが  できます。見て  覚えたら、 8月24日（土）の  

夏まつり  総踊りで、 みんなで  一緒に  踊りましょう。

小牧夏まつり  総踊りの  踊り方が  見られます。

とき▶6月29日（土）14：00～15：30　ところ▶まなび創造館  スポーツセンター  アリーナ（ラピオ5階）　講師▶ラッキィ池田さん

対象▶総踊りの  踊り方を  覚えられる人。 総踊りを  広めて  もらえる人。

定員▶約200人（早く  申し込んだ  人順）　

申し込み▶6月14日（金）（必着）までに、 市の  ホームページ、 シティプロモーション課、 各市民センターに  用意してある  紙に 

　　　　　書いて、 郵便、 FAX、 メールまたは、 シティプロモーション課窓口へ  申し込んで  ください。　

その他▶レッスンの  時は  室内用の  運動靴を  持ってきて  ください。  

　　　　総踊り本番は、 2019年8月24日（土） 18：50頃からです。

小牧夏まつりの  最後に  みんなで  総踊りを  踊ります。 総踊りの  レッスンの  参加者を  募集します。

とき▶8月24日（土）16：00～18：20の  間の  約20分間　ところ▶ラピオ南側の道路　

対象▶小牧夏まつり  パフォーマンス  参加募集要項と、  主催者（シティプロモーション課）の  話す  内容に  従って  もらえる人。 

定員▶約3団体（申し込みが  多いときは、  主催者が  選びます）　

申し込み▶5月31日（金）（必着）までに、 市ホームページ、 シティプロモーション課、 各市民センターに  用意してある  紙に 

　　　　　書いて、 郵便、 FAX、 メールまたは、  シティプロモーション課窓口へ  申し込んで  ください。

自分達の  パフォーマンスを  披露したい  参加者を  募集します。

小牧夏まつり パフォーマンスエリア  イベント  参加者募集

問合先
といあわせさき シティプロモーション課　〒485-8650  住所不要  

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

じゅうしょふようしてぃぷろもーしょん か

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

開催日 かいさいび

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

5月 7日（火）～5月 18日（土） お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。
12：00～13：00、 日曜日、 月曜日、 祝日は  お休み。

1,000円、 中学生より 下の  人 500円30人（予約を  してください）

いろいろな  国の  友だちが  ほしい人。 楽しいことが  好きな人。

小牧市公民館講堂（2階）

5月 19日（日） 12：30～13：50

小牧市国際交流協会（KIA）交流パーティー  参加者募集
いろいろな  国の  友だちを  つくりませんか。 
料理を  食べたり、 音楽を  きいたり、 楽しい  パーティーです。

0円  ※来る前に  電話を  してください。

市公民館4階  チェスルーム

5月25日（土） 13：30～15：00

いろいろな  国の  人と  一緒に  楽しむことが  好きな人。

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 （12:00～13:00、日曜日、月曜日、祝日は お休み）

KIA事務所に  直接  来てください

1,000円（A～Iクラス）（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1500円、 B～Fクラス1000円  G～Hクラス2000円  Iクラス1500円

小牧市公民館4階  チェスルーム・ローズルーム

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 （5月12日 ～ 8月4日の  12回  ※7月7日は  お休みです）

外国人

①5月12日　②5月19日　③5月26日　④6月2日　⑤6月9日　⑥6月16日  
⑦6月23日　⑧6月30日　⑨7月14日　⑩7月21日　⑪7月28日　⑫8月4日

中級初級 初中級 上級

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

朝倉 松岡 朝倉 松岡 松岡 松岡 朝倉 朝倉 朝倉

～19:00

N2対策N3対策 N1対策

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

公募パフォーマンス

総踊りレッスン

振付レッスン動画

振付師▶ラッキィ池田氏

ボランティア説明会  参加者募集 ボランティア活動を  はじめませんか。

※自分の  レベルに  あわせて、 クラスが  えらべます。
第１期  日本語教室

QRコード
こまきしやくしょ
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生活情報誌こまき やさしい日本語版 2019年5月号
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2019
月号5

外国人の人口：9,323人 / 小牧の人口：152,816人（2019年  4月 1日現在）
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検診の おしらせ 成人検診の おしらせ

●対象者の  表

④ ①～③以外で  2018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  偶数年に  生まれた  人

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

① 無料クーポンが  届いた  人

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

次の 税金の 支払い期限は 5月31日（金）です

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。

毎週日曜日に  市役所の  窓口で  支払いが  できます。 （年末年始除く）

支払いは  早めに！ 

○軽自動車税（全期）○軽自動車税（全期）

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 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 ▶  5月 12日（日）、 5月 26日（日）　8:30～17:15

とき ▶  5月 5日（日）、 12日（日）、 19日（日）、 26日（日）　8:30～17:15
❷ 市役所本庁舎１階で、 税金を  払うことが  できます。

収税課　TEL.0568-76-1117収税課　TEL.0568-76-1117問合先
といあわせさき しゅうぜいかしゅうぜいか

日にち 時間 場所

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

保健
センター 

保健センター 

保健センター 

対象・料金・申し込みなど

保健センター 

保健センター 

乳がん検診
（マンモグラフィ）

乳がん検診
（超音波）

6月24日（月）

6月17日（月）

7月17日（水）

9:00
〜
14:30

9:00
〜
11:10

6月26日（水）
9:00
〜
10:30

9:00
〜
11:00

●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

種類

集
団
検
診

胸部Ｘ線検診

●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／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

※検体容器は、 5月下旬頃から  送ります。 

　検体容器は  6月から  回収します。 回収する日の  

　予定は、  申し込んだ  後に  知らせます。

●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。

福祉医療費

受給者証に  ついて

5月1日を  過ぎても  今  使っている  受給者証が  使えます。 新しい  元号（令和）に  変えたい人は、 

5月以降、 受給者証・保険証・認印を  持って  保険年金課医療係へ  届け出て  ください。  

※子ども医療費受給者証は  

　6月中旬ごろ  送ります。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

5月7日（火）～5月25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。 12：00～13：00、 日曜日・月曜日、祝日は  お休み

会員  3，000円、 会員でない人  6，000円 （テキストのお金も入っています。）

16人（先に  申し込んだ  人） ※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

田原  カルロス  先生小牧市公民館4階　ローズルーム

全部で  10回6月1日～8月3日の土曜日  16：45～18：45

楽しく  学べる  ポルトガル語!

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

講師 こうし

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

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

5月7日（火）～5月25日（土） お金を  持って、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。
※12：00～13：00、 日曜日・月曜日・祝日は  お休み

会員  3，000円、 会員でない人  6，000円 （テキストの  お金  2700円）

16人（先に  申し込んだ  人）※申し込みが  6人より  少ないときは  止めます。

18歳以上の  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

馬  燕  先生小牧市公民館4階

全10回（ただし  7/13、 7/20、 8/10、 8/17は  お休み）6月1日～8月31日の土曜日  10:00～12:00  

中国語を  勉強して  新しい  友だちを  作ろう。

講師 こうし場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

6月8日（土） 14：00～15：30

中東ヨルダンの  文化と  生活  ～作業療法士としての  JICAボランティア  経験から～

日　時 にちじ

5月7日（火）～25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50人（予約が  いります。 先に  申し込んだ  人順）

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。

小牧市公民館4階  視聴覚室場　所 ばしょ 甘利  琢磨  氏

JICA青年海外協力隊OB  2015年 1月から  

2年間、 作業療法士として  ヨルダンで  活動

講師 こうし

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

中国語講座（入門） 受講生募集

第68回  国際理解講座

KIAポルトガル語講座（入門） 受講生募集

ボン・ヂーア
ポルトガル語
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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 （9:00～16:30）、 

子育て世代包括支援センターに  ポルトガル語と  スペイン語（9:30～17:30）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

建築課  TEL.0568-76-1143問合先
といあわせさき けんちくか

月～金ポルトガル語・スペイン語・英語

5月30日（木） 7:40～8:10日　時 にちじ

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

「笑顔で さきがけ あいさつ運動」を 行います

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

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。

問合先
といあわせさき しみん ぶんか ざいだん こまき ちゅうぶ こうみんかん ぷらねたりうむ

こまき市民文化財団  小牧中部公民館  プラネタリウム　TEL.0568-75-1861

土曜の 夜の プラネタリウム  「星の旅 世界編」

市営鷹之橋住宅 空き家 入居者募集

ⒸKAGAYA studio

いりません100円 （中学生以下は 0円）80人 （先に 来た人）

だれでも5月 4日（土） 19：00～19：45 対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

小牧中部公民館 ５階 プラネタリウム 小牧市小牧5-253場　所 ばしょ

日　時 にちじ

申し込み もうしこみ定　員 ていいん

5月2日（木） 9:00から  電話  または  中部公民館1階  窓口で  申し込んでください。

100円 （中学生以下は 0円）80人

だれでも5月26日（日） 13：30～14：30 対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

小牧中部公民館 ５階 プラネタリウム 小牧市小牧5-253場　所 ばしょ

日　時 にちじ

申し込み もうしこみ

定　員 ていいん

南十字星や  天の川、 ウユニ塩湖の  水鏡に  映る  満天の  星たちなど、

旅を  すると  景色が  変わっていくように、 星空にも  その土地の  見え方が  あります。

そんな  星空を  追う世界の  旅を  ドーム映像で  再現します。

2018年  9月に、 小牧市内に  落下した 「小牧隕石」は、 国内52番目の  隕石として  

認定されました。 日本で  15年ぶりに  落ちてきた  隕石を、 解説します。

わくわく天文講座  「小牧隕石」 

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  前もって  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

生まれてから  5か月～1歳未満

（標準的  接種期間は  生まれてから  5か月～8か月未満）

赤ちゃん訪問

5月19日（日）

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

●対象／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
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 抱っこひも など

●対象／乳幼児（特に 1歳前後の 子どもに おすすめです）
●内容／歯みがき、 歯ならび 食べ方などについての 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　

10:00～11:15

パパママ教室

生まれてから ２～３か月頃の 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）

5月14日（火）
5月21日（火）
5月28日（火）
6月  4日（火）

2019年  1月  1日～  8日 生まれ
2019年  1月  9日～16日 生まれ
2019年  1月17日～23日 生まれ
2019年  1月24日～31日 生まれ

5月10日（金）
5月17日（金）
5月24日（金）

2017年11月  1日～10日 生まれ
2017年11月11日～20日 生まれ
2017年11月21日～30日 生まれ

5月16日（木）
5月23日（木）

2017年  2月  1日～15日 生まれ
2017年  2月16日～28日 生まれ

5月  8日（水）
5月15日（水）
5月22日（水）

2016年  5月  1日～10日 生まれ
2016年  5月11日～20日 生まれ
2016年  5月21日～31日 生まれ

5月  9日（木）
5月20日（月）
5月31日（金）

5月24日（金）

5月  8日（水）

味岡児童館

味岡児童館

北里児童館
篠岡児童館

西部児童館
5月14日（火）
5月20日（月）
5月31日（金）

5月10日（金）

10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
13:00～16:00

5月  7日（火）
5月15日（水）
5月22日（水）
5月28日（火）
5月29日（水）

●内容／保健師・助産師が 親子健康手帳を 渡します
 妊娠中の 不安や 心配事などを 相談して ください
●持ち物／妊娠届出書 または 医師の 診断書、 個人番号カード
（個人番号カードが ない 人は 通知カード 及び 身分証が いります）

9:30～17:15
毎月第3火曜日、
祝日、年末年始除く

月曜日から
金曜日

5月14日（火）

●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　●申し込み／保健センター
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 筆記用具、 塩分濃度を 測るための 汁物（30㏄ぐらい）、 飲み物　●料金／0円

●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

予約必要
よやくひつよう

予約必要
よやくひつよう

予約必要
よやくひつよう

申し込みは いりません
もう こ

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
こそだ せだい ほうかつ しえん せんたー らぴお かい

子育て世代 包括支援センター（ラピオ3階）　TEL.0568-71-8611　FAX.0568-71-8612

子育て世代
包括支援
センター

子育て世代
包括支援
センター

10:00～11:15

予約必要

申し込みは
いりません

●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

●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

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 ※保健センターでは 受付しません。

低体重児届

よやくひつよう

もう こ

申込書を 配る 期間 ▶5月 7日（火）～6月 3日（月） 申込期間 ▶5月27日（月）～6月 3日（月）

抽選日 ▶6月13日（木） アパートに入れる日（予定）▶8月 1日（木）

❶申し込み方法

❷募集内容

❸募集日程（予定）

市役所  建築課  窓口へ  直接  もってきてください（東側の  庁舎  1階）

市営鷹之橋住宅  203号、 405号

親子健康手帳
（母子健康手帳）交付

育児相談・
妊婦・産婦健康相談

◆講師：毛利  勝廣
 名古屋市科学館  
 主任学芸員

抽選（一般世帯向け）

（ )
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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

にち

せんたー

たいしょう ひと てがみまえ 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

おやこ

ぼし てちょうけんこう こうふ

けんこう てちょう

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

ぱ ぱ 　  ま ま   きょうしつ

ば

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

ていたいじゅうじとどけ

にんぷ

）（

げつようび

まいつき

しゅくじつ のぞねんまつねんし

かようびだい

きんようび

いこうげつ じたいしょう ほごしゃ めい さんか

だばすたおるてちょうけんこうぼしおやこものも

あか

りょうきん えん もう こ ほけん せんたー

こ そだ せだい

みぶんしょうおよかーどつうちひとかーどばんごうこじん

かーどばんごうこじんしんだんしょいしとどけでしょにんしんものも

そうだんしんぱいごとふあんにんしんちゅう

わたてちょうけんこうおやこじょさんしほけんしないよう

ほうかつ しえん

せんたー

りょうきん ほけん

たいしょう

てばすたおるてちょうけんこうぼしおやこものも

えん もう こ

 げつ じ おやこ くみ

せんたー

いこう

さんか くみにんぷ

おっとにんぷすしないたいしょう

せんたーほけんこもう

の ものてちょう ひっきようぐけんこうぼしおやこ りょうきん えんものも

たいけんにんぷたいけんにんぎょうあか

えんぶん のうど はか しるもの

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

こ そだ せだい

ほうかつ しえん

せんたー

もう こ

りょうきん えん

こ そだ せだい ほうかつ しえん せんたー

せいぶ じどうかん

あじおか じどうかん

きたさと じどうかん

しのおか じどうかん

あじおか 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

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

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 た かたないよう

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 げつごろ あか いえ いわしゅっさん ひん

こ そだ せだい ほうかつ しえん せんたーとどけでさき ほけん せんたー うけつけ

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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金　額

ືᑌ০ �ෞ����ຊ

収入に  ついて…

月給（1月ごとの給料）は、

基本給も  諸手当も  増えたため  

増加しましたが、 パート収入等は

減りました。 親戚の  家の  

改築※3への  補助※4や  自分の  

家の  増築※5 、修繕費※6などが  

減ったので  貯金の  取崩し※7や  

銀行から  お金を  借りることが、 

減りました。

支出に  ついて…

（△2万4,000円）

（+1万1,000円）

（△2万9,000円）

（+3,000円）

48万8,000円

4,000円

3万2,000円

（△3,000円）

（△3,000円）

（△1,000円）

（+4,000円）

（+7,000円）

3万5,000円

（+8,000円）12万8,000円

合　計

合　計

銀行からの借入れ

貯金の取崩し

パート収入等

諸手当
内　訳

月　給

その他

子どもへの仕送り

自宅の増築・修繕費

光熱水費等

ローンの返済

医療費等

食費等

補助費等

繰出金　出資金

投資的経費　維持補修費

物件費

公債費

扶助費　

人件費

市　債

繰入金

使用料・手数料、諸収入等

地方譲与税　国・県支出金等 

市　税

内　容

金　額内　容

収　入

支　出

基本給 28万9,000円

41万7,000円

（△2万4,000円）

（△1万3,000円）

48万8,000円

7万2,000円

（△1,000円）

5万4,000円

（△1万円）5万8,000円

（△1万円）

11万円

1万5,000円

11万1,000円

6万8,000円

小牧市の  予算を  家計に  例えると…
小牧市には  いろいろな  収入※1 があり、 わたしたちの  家庭とは  少し違う  種類の  支出※2があるため、 

全部同じでは  ありませんが、 市の予算を  1年あたりの  給料（手当を含む）が  500万円の  家計だとすると、

1月あたりの  家計簿は  どうなるのか  作ってみました。

※(  )内は  前年度  当初予算額から  増えたか  減ったかを  表しています。

※1 収入…入ってくる  お金

※2 支出…支払うことで  出ていく  お金

※3 改築…いま  建っている家を  壊して  新しい家を  建てること

※4 補助…足りないところを  補い  助けること

親戚の  家の  改築※3への

補助※4や  自分の  家の  

増築※5、 修繕費※6などが  

減ったので、 昨年度と  比べて  

合計の  お金は  減りました。

※5 増築…いま  建っている  家に  家をつけたして  建てること

※6 修繕…悪くなった  ところを  直すこと

※7 貯金の  取崩し…貯めていた  お金を  つかうこと

一般会計は  特別会計以外の  歳入（入ってくる  お金）と、 歳出（出ていく  お金）を  計算して  処理する  会計です。
2019年度の  一般会計当初予算額（一般会計の  予算の  金額）は、 547億5,200万円で、 
昨年度の  当初予算に  比べて  27億400万円、 減っています。

とうしょ よさん ないようねんど

まんえんおくくら へよさんとうしょさくねんど

まんえんおくきんがくよさんかいけいいっぱん

かいけいしょりけいさんかねでさいしゅつさいにゅういがいかいけいとくべつかいけいいっぱん かねはい

がくよさんとうしょかいけいいっぱんねんど

つくかけいぼひとつき

かけい

へかねごうけい

かねたとりくずちょきん

なおわるしゅうぜん

いえ いえた たぞうちく

たすおぎなたほじょ

たいえあたらこわいえたかいちく

かねでしはらししゅつ

かねはいしゅうにゅう

あらわへふよさんがくとうしょぜんねんどない

くらさくねんどへ

しゅうぜんひぞうちく

いえじぶんほじょ

かいちくいえしんせき

へ

かかねぎんこう

とりくずちょきんへ

しゅうぜんひぞうちくいえ

じぶんほじょかいちく

いえしんせきへ

などしゅうにゅうぱーとぞうか

ふしょてあてきほんきゅう

きゅうりょうつきげっきゅう

まんえんふくてあてきゅうりょうねんよさんしぜんぶ おな

しゅるい ししゅつちがすこかていしゅうにゅうこまきし

たとか け いよさんこまきし

えんまん まん えん

えんまん

まん

まん

えん

えんまん えん

えん えんまん

まん

えんまん えん

えん えん

えん えんしさい

くりいれきん

しょしゅうにゅうなどてすうりょうしようりょう

くに けんししゅつきん などちほうじょうよぜい

しぜい

ごうけい

かりいぎんこう

とりくずちょきん

ぱーとしゅうにゅうなど

しょてあて

きほんきゅう

うちわけ

げっきゅう

きんがくないよう

しゅうにゅう しゅうにゅう

ほじょひ

しゅっしきんくりだしきん

いじほしゅうひとうしてきけいひ

ぶっけんひ

こうさいひ

ふじょひ

じんけんひ

た

しおくこ

しゅうぜんひぞうちくじたく

こうねつすいひ

へんさいろーん

いりょうひ

しょくひ など

など

など

など

ししゅつ

まん

まん

まん

えんまん

えん

えん えん

えん

えんまん まん えん

えんまん えん

えんまん

まん

えんえんまん

まん えん えん

まん えん えん

ごうけい

きんがくないよう

ししゅつ
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17.8％
国庫・県支出金

8.4％

地方譲与税・
交付金

6.6%
繰入金

3.3％
諸収入

59.3％
市税

547億5,200万円
歳入総額

その他
7.8％

その他の
経費
50.5％

民生費
37.7％

15.4％
土木費

10.2％

衛生費

消防費 3.2％

教育費

総務費

11.9％

13.8％

547億5,200万円

歳出総額
（目的別）

547億5,200万円

歳出総額
（性質別）

9.3％
繰出金

9.6％
普通建設事業費

人件費
14.0％

義務的
経費
39.9％

投資的経費
9.6％

投資及び出資金・
貸付金2.5％

補助費等
13.8％

公債費
3.0％

維持
補修費
2.2％ 物件費

災害復旧費 0.0％

積立金
0.0％

22.6％

予備費 0.1％

扶助費
22.9％

その他
4.6％

《 歳 入 》

●市　税…個人や  会社などの  市民税、 

 土地や  建物に  かかる  固定資産税など

●国庫・県支出金…国・県から  入ってくる  お金

●地方譲与税・交付金…国・県から  入ってくる  お金

●繰入金…市の  貯金から  入ってくる  お金

●諸収入…小中学校の  給食代など

《 歳出（目的別）》

●民生費…福祉に  使う  お金

●土木費…道路や  川の  工事に  使う  お金

●教育費…小中学校の  教育や  文化に  使う  お金

●衛生費…病気の  予防や  ごみの  処理に  使う  お金

●総務費…市の  事務などに  使う  お金

●消防費…消防の  業務などに  使う  お金

《 歳出（性質別）》

●人　 件　 費…職員の  給料や  手当
●扶　 助　 費…生活保護や  児童福祉の  当てはまる人を  
 助けるための  お金
●普通建設事業費…道路、 学校や  公園などを  
 作るための  お金
●物　 件　 費…事務を  行うのに  必要な  
 様々な  お金
●義務的経費…人件費、  扶助費、  公債費など  
 市が  必ず  払わなければならない  お金
●投資的経費…施設や  道路の  整備など、 長い  年月  
 形が  のこるものに  使う  お金

言葉の  解説

言葉の  解説

言葉の  解説

財政課　TEL.0568-76-1190問合先
ざいせいかといあわせさき

こうふきん

ちほうじょうよぜい

しょしゅうにゅう

くりいれきん

こっこ ししゅつきんけん

えいせいひ

どぼくひ

みんせいひ

そうむひ

さいしゅつ

もくてきべつ

せいしつべつ

おく まんえん

きょういくひ

た

た

とうしてき けいひ

かしつけきん

しゅっしきんおよとうし

こうさいひ

じんけんひ

ぎむてき

ぶっけんひ

さいがいふっきゅうひ

つみたてきん

ふつうけんせつじぎょうひ

ふじょひ

くりだしきん

ほじょひ など
た

けいひ
けいひ

よびひ

いじ

ほしゅうひ

しぜい

さいにゅう そうがく

そうがく

さいしゅつ

おく まんえん

そうがく

おく まんえん

かねつかかたち

なが ねんげつせいびどうろしせつとうしてきけ いひ

かねはらかならし

こうさいひふじょひじんけんひぎ むてきけ いひ

かねさまざま

ひつようおこなじむぶっけんひ

かねつく

こうえんがっこうどうろふつうけんせつじぎょうひ

かねたす

ひとあじどう ふくしせいかつ ほごふじょひ

せいしつべつ

かねつかしょりよぼうびょうきえいせいひ

かねつかじむしそうむひ

かねつかこうじかわどうろどぼくひ

かねつかふくしみんせいひ

けんししゅつきん くにこっこ けん

こうふきんちほうじょうよぜい

きゅうしょくだいしょうちゅうがっこうしょしゅうにゅう

かねはい

かねはい

けんくに かねはい

ちょきんしくりいれきん

こてい しさん ぜいたてものとち

しみんぜいかいしゃこじんしぜい

ことば かいせつ

ことば かいせつ

ことば かいせつ

さいにゅう

もくてきべつさいしゅつ

さいしゅつ

かねつかぶんかきょういくしょうちゅうがっこうきょういくひ

かねつかぎょうむしょうぼうしょうぼうひ

しょうぼうひ

てあてきゅうりょうしょくいんじんけんひ
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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 （9:00～16:30）、 

子育て世代包括支援センターに  ポルトガル語と  スペイン語（9:30～17:30）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

建築課  TEL.0568-76-1143問合先
といあわせさき けんちくか

月～金ポルトガル語・スペイン語・英語

5月30日（木） 7:40～8:10日　時 にちじ

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

「笑顔で さきがけ あいさつ運動」を 行います

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

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。

問合先
といあわせさき しみん ぶんか ざいだん こまき ちゅうぶ こうみんかん ぷらねたりうむ

こまき市民文化財団  小牧中部公民館  プラネタリウム　TEL.0568-75-1861

土曜の 夜の プラネタリウム  「星の旅 世界編」

市営鷹之橋住宅 空き家 入居者募集

ⒸKAGAYA studio

いりません100円 （中学生以下は 0円）80人 （先に 来た人）

だれでも5月 4日（土） 19：00～19：45 対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

小牧中部公民館 ５階 プラネタリウム 小牧市小牧5-253場　所 ばしょ

日　時 にちじ

申し込み もうしこみ定　員 ていいん

5月2日（木） 9:00から  電話  または  中部公民館1階  窓口で  申し込んでください。

100円 （中学生以下は 0円）80人

だれでも5月26日（日） 13：30～14：30 対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

小牧中部公民館 ５階 プラネタリウム 小牧市小牧5-253場　所 ばしょ

日　時 にちじ

申し込み もうしこみ

定　員 ていいん

南十字星や  天の川、 ウユニ塩湖の  水鏡に  映る  満天の  星たちなど、

旅を  すると  景色が  変わっていくように、 星空にも  その土地の  見え方が  あります。

そんな  星空を  追う世界の  旅を  ドーム映像で  再現します。

2018年  9月に、 小牧市内に  落下した 「小牧隕石」は、 国内52番目の  隕石として  

認定されました。 日本で  15年ぶりに  落ちてきた  隕石を、 解説します。

わくわく天文講座  「小牧隕石」 

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  前もって  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

生まれてから  5か月～1歳未満

（標準的  接種期間は  生まれてから  5か月～8か月未満）

赤ちゃん訪問

5月19日（日）

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

●対象／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
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 抱っこひも など

●対象／乳幼児（特に 1歳前後の 子どもに おすすめです）
●内容／歯みがき、 歯ならび 食べ方などについての 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　

10:00～11:15

パパママ教室

生まれてから ２～３か月頃の 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）

5月14日（火）
5月21日（火）
5月28日（火）
6月  4日（火）

2019年  1月  1日～  8日 生まれ
2019年  1月  9日～16日 生まれ
2019年  1月17日～23日 生まれ
2019年  1月24日～31日 生まれ

5月10日（金）
5月17日（金）
5月24日（金）

2017年11月  1日～10日 生まれ
2017年11月11日～20日 生まれ
2017年11月21日～30日 生まれ

5月16日（木）
5月23日（木）

2017年  2月  1日～15日 生まれ
2017年  2月16日～28日 生まれ

5月  8日（水）
5月15日（水）
5月22日（水）

2016年  5月  1日～10日 生まれ
2016年  5月11日～20日 生まれ
2016年  5月21日～31日 生まれ

5月  9日（木）
5月20日（月）
5月31日（金）

5月24日（金）

5月  8日（水）

味岡児童館

味岡児童館

北里児童館
篠岡児童館

西部児童館
5月14日（火）
5月20日（月）
5月31日（金）

5月10日（金）

10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
13:00～16:00

5月  7日（火）
5月15日（水）
5月22日（水）
5月28日（火）
5月29日（水）

●内容／保健師・助産師が 親子健康手帳を 渡します
 妊娠中の 不安や 心配事などを 相談して ください
●持ち物／妊娠届出書 または 医師の 診断書、 個人番号カード
（個人番号カードが ない 人は 通知カード 及び 身分証が いります）

9:30～17:15
毎月第3火曜日、
祝日、年末年始除く

月曜日から
金曜日

5月14日（火）

●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　●申し込み／保健センター
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 筆記用具、 塩分濃度を 測るための 汁物（30㏄ぐらい）、 飲み物　●料金／0円

●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

予約必要
よやくひつよう

予約必要
よやくひつよう

予約必要
よやくひつよう

申し込みは いりません
もう こ

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
こそだ せだい ほうかつ しえん せんたー らぴお かい

子育て世代 包括支援センター（ラピオ3階）　TEL.0568-71-8611　FAX.0568-71-8612

子育て世代
包括支援
センター

子育て世代
包括支援
センター

10:00～11:15

予約必要

申し込みは
いりません

●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

●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

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 ※保健センターでは 受付しません。

低体重児届

よやくひつよう

もう こ

申込書を 配る 期間 ▶5月 7日（火）～6月 3日（月） 申込期間 ▶5月27日（月）～6月 3日（月）

抽選日 ▶6月13日（木） アパートに入れる日（予定）▶8月 1日（木）

❶申し込み方法

❷募集内容

❸募集日程（予定）

市役所  建築課  窓口へ  直接  もってきてください（東側の  庁舎  1階）

市営鷹之橋住宅  203号、 405号

親子健康手帳
（母子健康手帳）交付

育児相談・
妊婦・産婦健康相談

◆講師：毛利  勝廣
 名古屋市科学館  
 主任学芸員

抽選（一般世帯向け）
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検診の おしらせ 成人検診の おしらせ

●対象者の  表

④ ①～③以外で  2018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  偶数年に  生まれた  人

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

① 無料クーポンが  届いた  人

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

次の 税金の 支払い期限は 5月31日（金）です

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。

毎週日曜日に  市役所の  窓口で  支払いが  できます。 （年末年始除く）

支払いは  早めに！ 

○軽自動車税（全期）○軽自動車税（全期）

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 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 ▶  5月 12日（日）、 5月 26日（日）　8:30～17:15

とき ▶  5月 5日（日）、 12日（日）、 19日（日）、 26日（日）　8:30～17:15
❷ 市役所本庁舎１階で、 税金を  払うことが  できます。

収税課　TEL.0568-76-1117収税課　TEL.0568-76-1117問合先
といあわせさき しゅうぜいかしゅうぜいか

日にち 時間 場所

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

保健
センター 

保健センター 

保健センター 

対象・料金・申し込みなど

保健センター 

保健センター 

乳がん検診
（マンモグラフィ）

乳がん検診
（超音波）

6月24日（月）

6月17日（月）

7月17日（水）

9:00
〜
14:30

9:00
〜
11:10

6月26日（水）
9:00
〜
10:30

9:00
〜
11:00

●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

種類

集
団
検
診

胸部Ｘ線検診

●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／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

※検体容器は、 5月下旬頃から  送ります。 

　検体容器は  6月から  回収します。 回収する日の  

　予定は、  申し込んだ  後に  知らせます。

●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。

福祉医療費

受給者証に  ついて

5月1日を  過ぎても  今  使っている  受給者証が  使えます。 新しい  元号（令和）に  変えたい人は、 

5月以降、 受給者証・保険証・認印を  持って  保険年金課医療係へ  届け出て  ください。  

※子ども医療費受給者証は  

　6月中旬ごろ  送ります。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

5月7日（火）～5月25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。 12：00～13：00、 日曜日・月曜日、祝日は  お休み

会員  3，000円、 会員でない人  6，000円 （テキストのお金も入っています。）

16人（先に  申し込んだ  人） ※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

田原  カルロス  先生小牧市公民館4階　ローズルーム

全部で  10回6月1日～8月3日の土曜日  16：45～18：45

楽しく  学べる  ポルトガル語!

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

講師 こうし

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

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

5月7日（火）～5月25日（土） お金を  持って、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。
※12：00～13：00、 日曜日・月曜日・祝日は  お休み

会員  3，000円、 会員でない人  6，000円 （テキストの  お金  2700円）

16人（先に  申し込んだ  人）※申し込みが  6人より  少ないときは  止めます。

18歳以上の  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

馬  燕  先生小牧市公民館4階

全10回（ただし  7/13、 7/20、 8/10、 8/17は  お休み）6月1日～8月31日の土曜日  10:00～12:00  

中国語を  勉強して  新しい  友だちを  作ろう。

講師 こうし場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

6月8日（土） 14：00～15：30

中東ヨルダンの  文化と  生活  ～作業療法士としての  JICAボランティア  経験から～

日　時 にちじ

5月7日（火）～25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50人（予約が  いります。 先に  申し込んだ  人順）

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。

小牧市公民館4階  視聴覚室場　所 ばしょ 甘利  琢磨  氏

JICA青年海外協力隊OB  2015年 1月から  

2年間、 作業療法士として  ヨルダンで  活動

講師 こうし

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

中国語講座（入門） 受講生募集

第68回  国際理解講座

KIAポルトガル語講座（入門） 受講生募集

ボン・ヂーア
ポルトガル語

けんしん
せいじん けんしん

たいしょうしゃ ひょう

ひとうぐうすうねんいぜんにちがつねんたんじょうびひととどくー ぽ んむりょう
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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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●小牧夏まつり  パフォーマンスエリア  

　イベント  参加者募集

●福祉医療費受給者証に  ついて

●次の  税金の  支払い期限は  

　5月31日（金）です

●成人検診の  おしらせ

●母子健診などの  カレンダー

●2019年度  当初予算の  内容

●小牧市国際交流協会（KIA）交流パーティー  参加者募集

●KIA  ボランティア説明会  参加者募集　●KIA  第1期日本語教室

●KIA  ポルトガル語講座（入門） 受講生募集

●KIA  中国語講座（入門） 受講生募集　●KIA  第68回  国際理解講座

●外国人の  ための  相談窓口の  おしらせ

●市営鷹之橋住宅  空き家  入居者募集

●「笑顔で  さきがけ  あいさつ運動」を  行います

●土曜の  夜の  プラネタリウム　●わくわく  天文講座「小牧隕石」

今年から  はじまる  小牧夏まつりでは、 ラピオ南側  パフォーマンスエリアで、 イベントがあります。 

この  イベントの  参加者を  募集します。

小牧市公式  Youtubeに  踊り方の  動画を  載せました。

こちらの  QRコードからも  見ることが  できます。見て  覚えたら、 8月24日（土）の  

夏まつり  総踊りで、 みんなで  一緒に  踊りましょう。

小牧夏まつり  総踊りの  踊り方が  見られます。

とき▶6月29日（土）14：00～15：30　ところ▶まなび創造館  スポーツセンター  アリーナ（ラピオ5階）　講師▶ラッキィ池田さん

対象▶総踊りの  踊り方を  覚えられる人。 総踊りを  広めて  もらえる人。

定員▶約200人（早く  申し込んだ  人順）　

申し込み▶6月14日（金）（必着）までに、 市の  ホームページ、 シティプロモーション課、 各市民センターに  用意してある  紙に 

　　　　　書いて、 郵便、 FAX、 メールまたは、 シティプロモーション課窓口へ  申し込んで  ください。　

その他▶レッスンの  時は  室内用の  運動靴を  持ってきて  ください。  

　　　　総踊り本番は、 2019年8月24日（土） 18：50頃からです。

小牧夏まつりの  最後に  みんなで  総踊りを  踊ります。 総踊りの  レッスンの  参加者を  募集します。

とき▶8月24日（土）16：00～18：20の  間の  約20分間　ところ▶ラピオ南側の道路　

対象▶小牧夏まつり  パフォーマンス  参加募集要項と、  主催者（シティプロモーション課）の  話す  内容に  従って  もらえる人。 

定員▶約3団体（申し込みが  多いときは、  主催者が  選びます）　

申し込み▶5月31日（金）（必着）までに、 市ホームページ、 シティプロモーション課、 各市民センターに  用意してある  紙に 

　　　　　書いて、 郵便、 FAX、 メールまたは、  シティプロモーション課窓口へ  申し込んで  ください。

自分達の  パフォーマンスを  披露したい  参加者を  募集します。

小牧夏まつり パフォーマンスエリア  イベント  参加者募集

問合先
といあわせさき シティプロモーション課　〒485-8650  住所不要  

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

じゅうしょふようしてぃぷろもーしょん か

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

開催日 かいさいび

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

5月 7日（火）～5月 18日（土） お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。
12：00～13：00、 日曜日、 月曜日、 祝日は  お休み。

1,000円、 中学生より 下の  人 500円30人（予約を  してください）

いろいろな  国の  友だちが  ほしい人。 楽しいことが  好きな人。

小牧市公民館講堂（2階）

5月 19日（日） 12：30～13：50

小牧市国際交流協会（KIA）交流パーティー  参加者募集
いろいろな  国の  友だちを  つくりませんか。 
料理を  食べたり、 音楽を  きいたり、 楽しい  パーティーです。

0円  ※来る前に  電話を  してください。

市公民館4階  チェスルーム

5月25日（土） 13：30～15：00

いろいろな  国の  人と  一緒に  楽しむことが  好きな人。

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 （12:00～13:00、日曜日、月曜日、祝日は お休み）

KIA事務所に  直接  来てください

1,000円（A～Iクラス）（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1500円、 B～Fクラス1000円  G～Hクラス2000円  Iクラス1500円

小牧市公民館4階  チェスルーム・ローズルーム

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 （5月12日 ～ 8月4日の  12回  ※7月7日は  お休みです）

外国人

①5月12日　②5月19日　③5月26日　④6月2日　⑤6月9日　⑥6月16日  
⑦6月23日　⑧6月30日　⑨7月14日　⑩7月21日　⑪7月28日　⑫8月4日

中級初級 初中級 上級

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

朝倉 松岡 朝倉 松岡 松岡 松岡 朝倉 朝倉 朝倉

～19:00

N2対策N3対策 N1対策

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

公募パフォーマンス

総踊りレッスン

振付レッスン動画

振付師▶ラッキィ池田氏

ボランティア説明会  参加者募集 ボランティア活動を  はじめませんか。

※自分の  レベルに  あわせて、 クラスが  えらべます。
第１期  日本語教室

QRコード
こまきしやくしょ
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生活情報誌こまき やさしい日本語版 2019年5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

2019
月号5

外国人の人口：9,323人 / 小牧の人口：152,816人（2019年  4月 1日現在）


