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※料金の記載がないものは無料　
　申込みの記載がないものは事前申込不要
※新型コロナウイルス感染症対策のため、内容などが※新型コロナウイルス感染症対策のため、内容などが
　変更になる場合があります　変更になる場合があります

こども
児童館の催し

多世代交流プラザ準備室（☎ 71‐8616）

行　事　名 と　　き 対象・定員・申込みなど 持ち物 児童館名

おもしろクラフト
『スイーツ・デコ・ケース』 7月 5  日㈰ 10:30 ～ 11:10

13:30 ～ 14:10
小学生以上　各５人
申込受付：6/21 ㈰～（TEL 可） 児童センター

（☎75－ 3817）
手品教室 7月 19日㈰ 10:00 ～ 11:00 小学生以上　５人

申込受付：7/5 ㈰～（TEL 可）

ワールドミュージック 7月 11日㈯ 11:00 ～ 11:30 幼児と保護者・小学生　4組
申込受付：6/27 ㈯～（TEL 可）

味岡児童館
（☎75－ 4999）サンデーイングリッシュ 7月 12日㈰ 10:00 ～ 10:40 年少児～年長児と保護者、小学１～２年生　4組

申込受付：6/28 ㈰～（TEL 可）

お父さんと一緒に
ベビーマッサージ 7月 18日㈯ 10:00 ～ 11:30 ２～６カ月児の乳児とお父さん　4組

申込受付：7/4 ㈯～（TEL 可）
バスタオル・

親子健康手帳持参

リトミック
～リズムを感じて表現してみよう♪～ 7月 6  日㈪ 11:00 ～ 11:30 ２～３歳児と保護者　6組

申込受付：6/22 ㈪～（TEL 可）
水筒・

ハンドタオル持参

篠岡児童館
（☎79－ 0690）イングリッシュシャワー 7月 10日㈮ 10:00 ～ 10:30 幼児と保護者　6組

申込受付：6/26 ㈮～（TEL 可）

ベビーマッサージ 7月 21日㈫ 10:00 ～ 11:30 ２～６カ月児と保護者　4組
申込受付：7/7 ㈫～（TEL 可）

バスタオル・
親子健康手帳持参

ベビーマッサージ 7月 29日㈬ 13:00 ～ 15:00
２～６カ月児親子　10組
申込受付：7/15 ㈬～（TEL 可）
※初回の方を優先

バスタオル・
親子健康手帳持参

小牧児童館
（☎77－ 0906）

あつまれ！年中組
～元気っこ集まれ！みんなで
体を動かそう♪～

7月 15日㈬ 16:00 ～ 16:45 年中児　10人
申込受付：7/1 ㈬～（TEL 可）

科学であそぼう 7月 28日㈫ 14:00 ～ 15:00 小学生以上　12人
申込受付：7/14 ㈪～（TEL 可）

リトミック 7月 6  日㈪ 11:00 ～ 11:45 ２～３歳児とその保護者　15組
申込受付：6/22 ㈪～（TEL 可）

小牧南児童館
（☎77－ 0454）英語であそぼう 7月 12日㈰ ① 14:00 ～ 14:35

② 14:45 ～ 15:30
①年少～年長　15人
②小学１～３年生　15人
申込受付：6/28 ㈰～（TEL 可）

ベビーマッサージ 7月 15日㈬ 13:00 ～ 14:30 ２～６カ月児とその保護者　7組　
申込受付：7/1 ㈬～（TEL 可）

バスタオル・
親子健康手帳持参

わらべうた産後ダンス 7月 3  日㈮ 13:30 ～ 14:30 首がすわった赤ちゃんと保護者　7組
申込受付：6/19 ㈮～（TEL 可）

親子ともに水筒・
抱っこひも持参 北里児童館

（☎71－ 1183）
Hi ！イングリッシュ 7月 25日㈯ 10:00 ～ 10:40 年少・年中・年長児と保護者　7組

申込受付：7/11 ㈯～（TEL 可）

ベビーマッサージ＆サイン 7月 13日㈪ 10:00 ～ 10:50 １カ月～ハイハイまでの子と保護者　10組
申込受付：6/29 ㈪～

西部児童館
（☎42－ 0205）

ママの骨盤エクササイズ&
親子ヨガリズミック 7月 13日㈪ 11:00 ～ 11:50 たっち期～３歳までの未就園児と保護者　10組

申込受付：6/29 ㈪～

親子でにこにこリトミック 7月 27日㈪ 10:00 ～ 11:00 １～３歳の未就園児とその保護者　10組
申込受付：7/13 ㈪～

インターナショナルあそび　
「えいごでワンダーランド」 7月 11日㈯ 10:00 ～ 10:45 年少以上と保護者・小学生低学年　8組

申込受付：6/24 ㈬～（TEL 可） 大城児童館
（☎78－ 0046）

ワールドミュージック 7月 25日㈯ 11:00 ～ 11:40 幼児と保護者　8組
申込受付：7/8 ㈬～（TEL 可）

※申込みは各個人でしてください。　※幼児は必ず保護者同伴で利用してください。
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※新型コロナウイルス感染症対策のため、内容などが変更になる場合があります。



子育て講座
産後ヨガ

赤ちゃんと一緒にヨガをとおして、
産後のリフレッシュをしましょう。
とき　７月16日㈭午後１時30分～
２時30分
ところ　ラピオ３階子育て世代包括
支援センタークラブ室
対象　市内在住で首がすわってから
生後10カ月までの乳児と母親
定員　5組（初回の方のみ）
託児　２人（要予約）
※ 生後 11カ月～３歳（年少前）まで
持ち物 バスタオル２枚、フェイスタオ
ル１枚、水分、お気に入りのおもちゃ
服装　動きやすい服装、長ズボン、
脱げる靴下
申込み　下記期間中に、電話または
直接子育て世代包括支援センター
すくすくパオーンルーム（子育て支
援室）

※ ６月29日㈪～７月８日㈬の期間中に
お申込みください。

※来館時に体温を確
認させていただき
ます ！

子育て世代包括支援センターすくすくパオーンルーム（子育て支援室）
（☎ 41‐3223）※第３火曜日休館

イクメン応援講座
「おとうさんを楽しもう！」
お子さんとのスキンシップを楽しみ

ましょう。
とき　７月５日㈰①午前10時30分～
11時15分　②午後１時30分～２時
15分
ところ　ラピオ３階子育て世代包括
支援センタークラブ室
対象　①１～３歳（年少前）のお子さ
んとパパ　②生後４～１１カ月ごろ
のお子さんとパパ
定員　各5組（申込先着順）
持ち物　バスタオル、お気に入りの
おもちゃ（ともに対象②の方）
申込み　下記期間中に、電話または
直接子育て世代包括支援センター
すくすくパオーンルーム（子育て支
援室）

※ ６月22日㈪～７月２日㈭の期間中に
お申込みください。

※市内在住の方のみ。
※来館時に体温を確
認させていただき
ます ！

内容　リズム遊び、エアロビクスなど
とき ８月４日～10月６日の毎週火曜日
午前 10時～ 11時 30分（全８回）

※ ９月１日、22日は除く
ところ　パークアリーナ小牧サブア
リーナ
対象　市内在住・在勤の保護者とよ
ちよち歩きから４歳未満児

※ 1組で子ども２人以上でも可
※ 障がいのある子どもの参加も可
定員　20組
※ 申込者多数の場合は、受講歴のない
方を優先して抽選
料金　１組 1,250 円
申込み　６月26日㈮（必着）までに、
往復はがきに教室名を朱記し、郵便
番号・住所・参加者（保護者・子ど
も）の氏名（ふりがな）・性別・子
どもの年齢・電話番号・メールアド

レス・受講歴の有無を記入し文化・
スポーツ課へ郵送、または愛知電子
申請より「親子ふれあい体操教室
（Ⅱ期）」の申込みフォーム（下記
QRコードより）で申込み

※ 市外在住で市内在勤の方は会社名も
記入してください。

※ 愛知電子申請より申込みの方は、抽
選結果をメールにて返送します。

※ 申込書へ記載されたメールアドレスは、
受講決定された教室の休講情報等の配
信に使用します。

※ 自然災害等でやむを得ず教室が休講と
なった場合は、10月13日㈫に振替え
します。

文化・スポーツ課（〒485‐8650住所不要 ☎ 76‐1167）

親子ふれあい体操教室（Ⅱ期）

こども

※来館時に体温を確
認させていただき

簡単なステップで、曲に合わせて
楽しく踊ってみましょう！（全６回）
とき　８月１日～９月５日 毎週土曜日

午後４時20分～５時10分
ところ　まなび創造館スポーツセン
ターアリーナ２
対象　４～６歳の未就学児
定員　18人
料金　1,900円
持ち物　運動のできる服装、室内用
運動シューズなど
申込み　７月４日㈯（必着）までに、
必要事項を記入し、メール（QRコー
ド）、FAX、往復はがき（1人１枚）
を郵送、または返信用はがきを持
参し、まなび創造館スポーツセン
ター

【必要事項】①教室名②住所③氏名
（ふりがな）④年齢⑤学年⑥性別⑦保
護者氏名⑧電話番号⑨メール・FAX
で申し込む場合は、通知を受け取れ
るメールアドレスまたはFAX番号
※ 申込者多数の場合は、市内在住お
よび受講歴のない方を優先し抽選

※ 受講者以外の方の入室はできません。
※自然災害等でやむを得ず教室が休講
となった場合は、
9 月 12 日㈯に振
替します。

第１期ちびっこチアダンス教室

まなび創造館スポーツセンター
（〒485‐0041小牧３‐555
☎ 71‐9844 71‐9840
komaki-entry@linkworks.co.jp.）

「音に反応しない」「名前を呼んで
も振り向かない」など、聞こえ・こと
ばの問題で、お子さまの子育てに悩
んでいる保護者の方は、一日でも早
く、乳幼児教育相談をご利用くださ
い。また、２歳児は、週一回の集団
指導も行っています。
とき 随時
ところ　愛知県立一宮聾学校
対象 保護者
料金 相談、聴力測定、指導料は無料

愛知県立一宮聾学校
乳幼児教育相談

愛知県立一宮聾学校幼稚部
（☎0586‐45‐6000）
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こども
中学生スピーチコンテスト

夏休みの思い出に、聴衆の前で
英語スピーチにチャレンジしてみま
せんか。
とき ８月30日㈰午後２時～３時30分
ところ パークアリーナ小牧会議室Ａ
発表テーマ　自由（例：将来の夢、
海外旅行で気付いたこと、夏休み
の思い出など）・３分で発表
対象　市内在住の中学生
定員　10人（先着順）
申込み　７月10日㈮までに、氏名、
学校名、学年、住所、保護者氏名、
電話番号、発表テーマを記入の上、
FAXまたははがきで小牧・ワイア
ンドット友好市民の会

※ 出場可否は、７月17日㈮までに本
人へ通知します。

※ 優秀者を表彰します。
※ 出場者には記念品を贈呈します。
※ 応募者が３人以下の場合は中止する
ことがあります。
出場者事前提出書類　８月15日㈯
までに、発表内容の概要（日本語
100字以内）と発表原稿（英文
A4）を郵送またはFAXにて提出

小牧・ワイアンドット友好市民の会
（KWFA）事務局長 吉田鉎司
（〒485‐0072　元町 1‐45
☎ 72‐2380  72‐2435）

スポーツ

■７月１日～７月10日は幼児教育・保
育の無償化に係る施設等利用給付
費の請求を行う期間です（認可外保
育施設・一時預かり等）
対象者　子育てのための施設等利用給付
２号認定、３号認定を受けられた方のう
ち、下記の施設・事業を利用している方
（幼稚園在園児を除く）①認可外保育施
設、②病児保育事業、③一時預かり事業、

④ファミリーサポートセンター事業
請求期間　７月１日㈬～10日㈮
請求方法　請求書に「領収証の写し」
と「提供証明書」を添付し、郵送ま
たは直接幼児教育・保育課

※ 郵送の場合は７月10日㈮必着
※ ご来庁の際は印鑑もご持参ください
請求対象期間　４月～６月分
※ 詳しくは幼児教育・保育課ホームページを
ご覧ください。

幼児教育・保育課（〒485‐8650 住所不要 ☎ 76‐1130）

施設等利用給付費の請求期間について

南スポーツセンター水泳プールの開場案内
とき　７月１日㈬～８月31日㈪
▶午前の部 ９時～正午（入場は11時
15分まで、11時45分遊泳終了）
▶午後の部　１時～５時（入場は４時
15分まで、４時45分遊泳終了）

※ ７月１日㈬～20日㈪の平日は午後の
部のみ開場

※ ７月11日㈯、８月23日㈰は休業
ところ　南スポーツセンタープール
料金　高校生以上220円（定期券
1,470円）、小・中学生110円（定
期券730円）、未就学児無料

※ 同伴の保護者は、水着着用で有料、
保護者１人に未就学児２人まで

スポーツ協会（☎ 73‐3330）

※新型コロナウイルス感染症対策のため、内容などが変更になる場合があります。

在宅医療って何？どんなときに使えるの？

※まずは、かかりつけ医にご相談ください。
「在宅医療・介護連携サポートセンター」は、市医師会・小牧第一病院の協力のもと、小牧第一病院内に市が設置する相談窓口です。
詳しくは、地域包括ケア推進課（☎76‐1188）までお問い合わせください。

　在宅医療とは、医師や看護師などが通院が困難な方の自宅に
うかがい、診察や治療などを行うことです。

知ってる？在宅医療

　医療や介護が必要になって
も、住み慣れた自宅や施設等
で生活できるよう、専門職が
支援します。

①今まで通院していたけれど、だんだん通うのが大変
　になってきた･･･
②病院を退院したけれど、自宅での療養生活が心配･･･
③医療機器や医療処置が必要になった･･･

例えば･･･

　在宅医療とは、医師や看護師などが通院が困難な方の自宅に
うかがい、診察や治療などを行うことです。
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※料金の記載がないものは無料　申込みの記載がないものは事前申込不要

第 23回県介護支援専門員
実務研修受講試験

試験日　10月11日㈰
対象 次の①および②に該当する方
① 保健・医療・福祉に関する法定
資格に基づく業務、または特定の
相談援助業務に通算５年以上の実
務経験がある方
② ①の業務に従事している勤務
地が県内にある方、もしくは、
現在①の業務に従事しておら
ず、かつ住所地が県内にある方
願書　７月１日㈬まで、市介護保
険課、東部・味岡・北里の各市
民センター、市社会福祉協議会、
市内地域包括支援センター、県
高齢福祉課、県福祉相談セン
ター地域福祉課、県民事務所（海
部、知多、西三河）広報コーナー、
東三河総局広報コーナー、新城
設楽振興事務所広報コーナー、
県社会福祉協議会で配布
申込み　７月１日㈬までに、願書
を県社会福祉協議会

県社会福祉協議会福祉人材センター
（☎ 052‐212‐5530）
介護保険課（☎ 76‐1197）

種類 とき 内容・対象・申込みなど 電話

食事療法 ･栄養相談 7/14・8/11・9/8
午後９時 30分～１１時 複数の疾患を有する方、予約制

31‐2133
歯科健康相談 7/8・8/12・9/9

午後９時 30分～１１時 予約制

メンタル
ヘルス相談

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～正午、
午後１時～４時 30分

面接での相談を希望
する方は要予約 31‐0750

血液検査 第１・３火曜日
午前９時～11時
※ 7/21を除く

エイズ、梅毒、
肝炎ウイルスなど 31‐2189

骨髄ドナー登録 予約制

検便検査 毎週火曜日
午前９時～11時
※7/21、9/22を除く

専用容器が必要
31‐2188

水質検査 専用容器が必要　予約制

春日井保健所（７～９月）

対象となる医療行為　不妊検査、
不妊治療（特定不妊治療を除く）、
人工授精（令和２年３月１日から令
和３年２月末日の間に受けたもの）

※ 第２子以降の妊娠も対象となります。
※ 医師の認めた保険適用外の自費診療分も含みます。
※ 特定不妊治療（体外受精および顕微
授精）は県の補助対象となりますので、
保健所にお問い合わせください。
対象　申請日において市内に住民
登録をしている夫婦で、市税を滞
納していない方
補助期間・補助金額　１年度につ
き１回、５万円を限度として、治療
を受けられている医療機関で医師

の認めた検査および治療の自己
負担分を補助します。（診療日の
属する月から継続する２年間まで）
申込み　令和３年３月15日㈪ま
でに保健センター

※ 事前に必ずお問い合わせください。
※ 夫婦のいずれか一方が令和２年３月
１日から令和３年２月末日に県内の他
の市町村で一般不妊治療費の補助を
受けている場合は申請できません。

※ 市内に転入された場合は、転入日以
降の治療分が補助の対象となります。
市外へ転出予定の方は、転出の前日
までの補助となりますので、転出前
に申請してください。

不妊治療等助成事業

保健センター（☎75‐6471）

福祉・健康

募　集

内容　協会での事務等
募集人員　１人
対象 社会人として必要な一般常識、
判断力、表現力等を兼ね備え、自ら
スポーツを実践し、広くスポーツに
関心を持っている方で、普通自動
車運転免許所持者（令和３年３月
３１日までに取得見込み者も含む）
資格 令和３年３月に大学又は短期大学
卒業見込者または大学・短大卒業者

※卒業者および卒業見込み者は平成
４年４月２日以降に生まれた者

※短大に専門学校を含む（専門学校は学
校教育法に規定する専修学校）
勤務時間　8時 30分～17時 15分
（週5日勤務、土日祝勤務日あり）
※有給休暇（20日）、夏季休暇等あり
給与　スポーツ協会職員給与支給規則
による。令和2年4月1日現在の
大学卒業者の初任給は１８２,２００円、
短期大学卒業者は１63,100円。そ
の他、地域手当・通勤手当等あり。
年２回（６・１２月）期末手当・勤勉
手当を支給。

申込み ７月５日㈰までに、所定の申
込用紙（スポーツ協会、協会ホーム
ページに用意）を郵送または直接ス
ポーツ協会
試験 第一次（教養試験・適性試験）
７月２６日㈰午前９時１５分～、第二次
（論文試験・面接試験・体力試験）
８月２９日㈯パークアリーナ小牧

スポーツ協会 正規職員

スポーツ協会（〒485‐0016 間々原新田 737 ☎ 73‐3330 ※第４木曜日休み）
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催　し

　食育の日にあたる6月19日にあわ
せ、フードドライブを実施します。　
　ご家庭の中で、不要となった食品が
ありましたら、寄附してください。集まっ
た食品は、生活に困った方などの支援
に役立ててもらうため、小牧市善意銀
行へ寄附します。
※フードドライブとは･･･家庭で余っ
ている食べ物を持ち寄り、それらを
まとめて地域の福祉団体などに寄附
する活動です。

募集期間　６月19日㈮　午前 10時～
11時30分

ところ　ふれあいセンター駐車場（ド
ライブスルー方式により実施します）
寄附していただきたい食品　お米、
缶詰・瓶詰め、レトルト食品（中華丼、
カレーなど）、インスタント食品（ラー
メンなど）、調味料各種、乾物（乾麺、
海苔、豆など）、飲料（お茶、ジュー
ス、コーヒーなど）、お菓子類　など
※ 消費期限が1カ月以上あるもので
お願いします。
※ 要冷蔵・要冷凍食品はお引き取りで
きません。
※未開封のものに限ります。

ご家庭で眠っている食品はありませんか？

健康生きがい推進課（☎ 39‐6568）

国際交流協会非常勤職員
内容　協会での事務
募集人員　１人
対象　ワード、エクセルでの業務が可能な方
国際交流に関心のある方で、日
本語およびスペイン語またはポルト
ガル語での業務が可能な方
勤務時間　９月１日から週５日（火～
土曜日）午前９時～午後５時（休
憩 1時間）

※状況により時間外、休日の勤務あり
時給　1,135円
申込み　7月25日㈯（必着）までに、
履歴書を郵送または直接国際交流協会

※ 後日筆記試験・面接あり

国際交流協会（〒485‐0041小牧２‐
１０７ 市公民館４階 ☎ 76‐0905
71‐8396 kia@ma.ccnw.ne.jp）

募　集

ところ プラザハウス　　
対象 市内在住・在勤・在学の方が優先
※ 各教室は一部を除き１回で終了し、継続教室ではありません。
※ 申込者多数の場合は抽選
申込み ６月30日㈫（必着、定員に満たない場合は開催日前日）までに、希
望教室名、参加日、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、保護者氏名（ふり
がな、保護者同伴の場合）、年齢、学年、電話番号を一世帯ご
とに記入し、はがき、FAX、メールまたは直接プラザハウス
※ １人で複数の教室を申し込むことができます。
※ 詳しくは、市ホームページ（QRコード）をご覧ください。

教　室　名 と　き 定　員

布ぞうりを編んでみよう ★
７月16日㈭

午前９時 30分～
正午

各５人
８月　５日㈬
９月　４日㈮

ステンドグラスで吊り下げ鏡を作ろう
（２回で１つの作品を作ります） ★ ７月22・29日㈬

９月11・18日㈮
さき織りでマットを作ろう
（２回で１つの作品を作ります） ★ ７月21・28日㈫ 各６人９月10・17日㈭
プレートにサンドブラストで
絵を描こう ◆ ７月19日㈰

午前 10時～
正午 各 10人

８月　８日㈯
ビー玉とサンドブラストで
花びんを作ろう ◆ ８月　２日㈰

９月　６日㈰

粒ガラスでびん底を飾ろう（飾り皿） ◆ ８月19日㈬
８月 29日㈯

ゆら・きら飾りを作ろう ◆ ８月　６日㈭
８月 23日㈰

空きびんでサマードームを作ろう ◆ ７月26日㈰
８月 21日㈮

木の実で工作しよう ◆ ８月26日㈬
９月 20日㈰

◆５歳以上　★中学生以上
※ 通常授業がある日は小・中学生は参加できません
※ 小学生以下は保護者同伴で参加ください（保護者はお子さんの付き添いになります ）
※ 保護者１人につき、お子さん２人まで参加可能です
※ 教室に申し込みしていないお子さんを連れての参加はご遠慮下さい 

プラザハウス（〒４８５‐０８０２ 大草５７８６‐８３ ☎７８‐５０１６ 
７８‐５０６１ saisei@city.komaki.lg.jp）

７～９月　特別体験教室

※新型コロナウイルス感染症対策のため、内容などが変更になる場合があります。
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児童クラブ支援員
小学校夏休み期間に、市内の児童

クラブで勤務していただけるアルバイ
ト職員を募集しています。
■アルバイト支援員
勤務内容　シフトによる変則勤務（週
５日程度）

● 月～金曜日　午前８時15分～午後
６時45分のうち５時間

● 土曜日　午前８時15分～午後６時
15分のうち５時間
期間　８月１日㈯～２２日㈯
※ 新型コロナウイルスの影響により変
更となる場合があります。
資格　保育士、教員資格（資格なし
も可）
時給　1,273円（資格なしは951円）
勤務場所　市内の児童クラブのうち
いずれか
申込み　６月15日㈪までに、履歴書
（写真貼付）、資格証明書類の写し
（有資格者のみ）を郵送または直接
こども政策課
※ 郵送の場合、「児童クラブ支援員
（アルバイト）」と封筒に明記
※ 後日面接を行います。

こども政策課（〒485‐8650
住所不要 ☎ 76‐1129）



※料金の記載がないものは無料　申込みの記載がないものは事前申込不要

催　し
パソコン講座

とき
▶午前の部　９時 30分～１１時３０分
▶午後の部　１時 30分～ ３ 時３０分
ところ　市公民館４階 
対象　18 歳以上の方（お子さんの
入室はご遠慮ください）
持ち物　カメラ機能付きの iPad2 以
降（コース11）、webメールアド
レス（コース15）
申込み　講座開始日の２週間前（消
印有効）までに、往復はがきに
（１枚１講座、１人複数講座可）希望
コース、講座名、郵便番号、住所、
氏名、年齢、性別、電話番号、
FAX 番号、メールアドレス（ある
方のみ）を記入し、郵送または返
信用はがきを持参し直接こまきe‐
コミュニティーネットワーク
※ こまきe-コミュニティーネットワーク
ホームページからも申込可

※ 申込用紙は、こまきe‐コミュニティー
ネットワークに用意

※ 申込者多数の場合は抽選（申込者が少
　ない場合は中止になることがあります）

※ OS は Windows10、Office は
365を使用します。

こまきe‐コミュニティーネットワーク（http://www.komaki-e.net/）
（〒485‐0041小牧２‐107市公民館４階 ☎ 090‐6805‐1216）

コース 講座名 とき 時間 内容 回数 料金 定員

11
暮らしの中で使う
iPad（アイパッド）
応用講座

7/29 ～ 9/9 の
毎週水曜日
（8/26 を除く）

午前

iPad を購入したが活用
方法が分からない方の
有効的な使い方を学ぶ
講座

6 8,460 円 10

12 遊び感覚で
プログラミング

7/30 ～ 9/10 の
毎週木曜日
（8/6 を除く）

スクラッチというソフト
を使って遊び感覚でプロ
グラミングに挑戦。命令
ブロックを組み合わせて
ゲームを作る講座

6 8,460 円 10

13 エクセルの
学びなおし

8/4 ～ 9/1 の
毎週火曜日 午後

前に習ったけど、忘れ
てしまった方に、やれ
ば思い出すエクセルの
学びなおし。基本から
応用まで、さらにスキ
ルアップする講座

5 6,950 円 16

14
少人数で始める
ゆっくりワード
入門

8/11 ～ 9/15 の
毎週火曜日
（8/25 を除く）

午前
少人数で、文書作成の
基礎をゆっくり学ぶ講
座。イラスト入りの文
書やはがきを作成

5 9,600 円 5

15 フェイスブック
入門と安心活用法

8/6 ～ 9/10 の
毎週木曜日 午後

フェイスブック登録や投
稿方法に加え、安心安全
に楽しむ為の各種設定で
楽しい活用法講座

6 9,020 円 10

市の施設の展示会

と　き 名　称 内　容
まなび創造館５階センターモール（☎ 71‐9848）※第３火曜日休館
 ７月  １  日㈬
　 ～ 10日㈮

大野淑子　写真展
※初日は午前11時から、最終日は午後４時まで

半切額装46点を展示します。

 ７月  ５  日㈰
　 ～ 14日㈫

彩の会
水彩画展
※初日は午前10時から、最終日は午後４時まで

水彩画20点を展示します。

まなび創造館４階市民ギャラリー（☎ 71‐9848）　※第３火曜日休館
 ７月  ６  日㈪
　 ～ 12日㈰
午後１時～４時

青騏会
洋画・日本画作品展
※初日は午後５時まで、最終日は午前10時から

洋画・日本画を展示します。

休日急病診療所（常普請 1‐318 保健センター隣）
☎ 75‐2070  75‐2097   ※労災保険指定医療機関ではありません。

診療日 日曜、祝日、12月 31日～1月3日
受
付
時
間

内科、外科、
小児科

午前 8時 30分～ 11時 30分
午後 1時～4時 30分

歯科 午前 8時 30分～ 11時 30分

愛知県救急医療情報センター（☎81 - 1133）
24時間年中無休で、今診療している医療機関を電話で案内しています。

休 日 緊 急 医

小児救急電話相談事業（☎＃8000もしくは052‐962‐9900）
毎日午後 7時から翌朝 8時まで、保護者向けの電話相談事業を行っています。
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小牧市消費生活センター
☎76‐1119 月～金曜日 ※閉庁日を除く
午前 10時～正午、午後 1時～ 4時 30分

消費者ホットライン 188とは？消費者ホットライン 188とは？
消費者ホットラインは、お近くの
消費生活相談窓口をご案内すること
により、消費生活相談の最初の一歩
をお手伝いするものです。
「悪質商法等による被害にあった」
「ある製品を使ってけがをしてし
まった」などの消費者トラブルや、
「新型コロナウイルスが水道水に混
ざっている可能性がある。調査に行
くので、お宅の場所を教えてほしい」
「助成金があるので個人情報や口座
情報を教えてほしい」など、新型コ
ロナウイルスの感染拡大に関連した
怪しい電話に困っていませんか？
そんなときは一人で悩まず、まず
は相談。全国どこからでも３桁の電
話番号でつながる消費者ホットライ
ン「188（いやや！）」にお電話く
ださい。専門の相談員がトラブル解
決を支援します。

消費者消費者トラブルトラブル情報情報消費者トラブル情報

消費者庁　消費者ホットライン 188
イメージキャラクター　「イヤヤン」 ▶


