
こども
まなび創造館スポーツ教室

内容・とき・ところなど
内容 とき（全て令和２年） ところ 対象 定員 料金 申込み期限

第１期ちびっこHIPHOP教室８月30日～10月４日　毎週日曜日午後4時20分～5時10分（全6回）
まなび創造館スポーツ
センターアリーナ２ ４～６歳の未就学児 18人

1,900円

８月８日㈯

親子リズム遊び教室 ８月31日～10月５日　毎週月曜日
午前10時15分～11時15分（全6回）

まなび創造館スポーツ
センターアリーナ２

２～３歳の未就園児とその父母
（または祖父母）（２人１組）

20組
（40人） ８月９日㈰

親子わくわく体操教室 ８月27日～10月１日　毎週木曜日
午後４時15分～５時15分（全6回）

まなび創造館スポーツ
センターアリーナ２

３～６歳の未就学児とその父母
（または祖父母）（２人１組）

20組
（40人） ８月５日㈬

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　各申込み期限（必着）までに、
必要事項を記入し、申込フォーム（QR
コード）、メール、FAX、往復はがき
（１人 /１組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保護者
の氏名（ふりがな）④子の氏名（ふり
がな）⑤子の年齢・学年・性別⑥電
話番号⑦申込フォーム・メール・FAX
で申込みの場合は、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

※ 受講者以外の入室は
できません。

　　　　  申込フォーム▶

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）

こども天文講座「みんなで
天体望遠鏡をつくろう！」
自分で天体望遠鏡を作成すること

により、その仕組みを学習します。
とき　８月30日㈰午後２時～５時
ところ　中部公民館４階大会議室
対象　小・中学生
※ 小学生は保護者同伴のこと
定員　15組（申込先着順）
料金　２，８００円（教材費）
申込み ７月25日㈯から８月９日㈰ま
でに、電話または直接中部公民館
１階窓口
※ お申込み受付後、教材
費を添えて窓口で手続
きをしてください。

中部公民館（☎７5‐1861）

小牧ストーリーテリングの会
「はしばみ」によるおはなし会

内容　本を使わずにことばだけで昔
話や物語を語ります。子どもから
大人まで楽しめるイベントです。
とき　7 月 23 日（木・祝）午後 2 時
30分～３時
ところ　図書館１階視聴覚室
対象　５歳以上の方
定員　10人（当日先着順）

図書館（☎ 73‐9951）

くらしの掲示板 ※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
※都合により、内容などが変更になる場合があります

イベント等の実施にあたっては、次に掲げる新型コロナウイルス感染拡大防止措置等を講じます。（一例）イベント等の実施にあたっては、次に掲げる新型コロナウイルス感染拡大防止措置等を講じます。（一例）
・一部の施設では、利用人数などの制限を実施する・一部の施設では、利用人数などの制限を実施する
・手洗いの徹底、手指消毒の徹底を呼び掛ける・手洗いの徹底、手指消毒の徹底を呼び掛ける
・運動中を除き、原則、マスクの着用をお願いする・運動中を除き、原則、マスクの着用をお願いする
・屋内施設では、定期的に換気を実施する・屋内施設では、定期的に換気を実施する
・・万が一、感染者が確認された時に備え万が一、感染者が確認された時に備え、、一部の施設において一部の施設において、、利用者に利用者名簿への記入をお願いする利用者に利用者名簿への記入をお願いする
※詳細は各問合せ先にご確認ください。※詳細は各問合せ先にご確認ください。

青年の家　親子講座
「やさしい電子工作」
～あなたもトレジャーハン
ターになれる！？～

 電子回路の仕組みを学びながら、
簡単な電子工作物（玩具級金属探知
機）を組み立てます。
とき　８月17日㈪午後1時～3時
ところ　青年の家
対象　市内在住の小学３～６年生とそ
の保護者
定員　10組（20人）
※ 応募者多数の場合は抽選
料金　1,000円（材料費）
講師　笹又幹雄氏
持ち物　筆記用具、黒マジック（細）
申込み　７月 17日㈮午前９時から
31日㈮午後５時までに、電話で
青年の家

青年の家（☎ 76‐3718）
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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

折り紙教室 7月 26日㈰ 10:00 ～ 11:00 市内在住の小学生以上　10人
申込受付：7/12 ㈰～（TEL 可）

児童センター
（☎75－ 3817）

楽器であそぼ ８月  3  日㈪ 11:00 ～ 11:30 ２～３歳児とその保護者　8組
申込受付：7/25 ㈯～（TEL 可） 味岡児童館

（☎75－ 4999）絵本でイングリッシュ 8月10日（月・祝）① 10:00 ～ 10:30② 11:00 ～ 11:30
幼児と保護者　各 5組
申込受付：8/2 ㈰～（TEL 可）

赤ちゃんと一緒に産後ヨガ ８月20日㈭ 13:00 ～ 14:30 ２～６カ月児までの乳児親子　８組
申込受付：8/6 ㈭～（TEL 可）

バスタオル２枚、フェ
イスタオル１枚持参 篠岡児童館

（☎79－ 0690）えいごであそぼ ８月21日㈮ 10:00 ～ 10:30 幼児と保護者　６組
申込受付：8/7 ㈮～（TEL 可）

ベビーヨガ ８月  5  日㈬ 10:30 ～ 11:15 ４～９カ月児親子　10組
申込受付：7/22 ㈬～（TEL 可）

水筒、タオル持参
動きやすい服装で 小牧児童館

（☎77－ 0906）イングリッシュ☆ジャンプ 8月 19日㈬ 16:00 ～ 16:30 小学生　10人
申込受付：8/5 ㈬～（TEL 可）

みんなで水遊び 8月 1  日㈯
8月 2  日㈰

両日とも
① 10:00 ～ 10:45
② 11:00 ～ 11:45

①枠：幼・保育園児　15組
②枠：小学生　20人
申込受付：7/18 ㈯～（TEL 可）
市内優先、市外の方は前日からの予約

着替え、タオル、
水遊び用玩具

（水鉄砲等）持参 小牧南児童館
（☎77－ 0454）

子ども科学研究所 8月 7  日㈮ 10:00 ～ 11:00 小学生以上
申込受付：7/24（金・祝）～（TEL 可）

Hｉ！イングリッシュ 8月 22日㈯ 10:00 ～ 10:40 年少・年中・年長児と保護者　７組
申込受付：8/8 ㈯～（TEL 可） 北里児童館

（☎71－ 1183）peek-a-boo 8月 28日㈮ 13:30 ～ 14:00 ７カ月～１歳５カ月児と保護者　７組
申込受付：8/14 ㈮～（TEL 可）

何してあそぼ？ 8月 18日㈫
8月 19日㈬

両日とも
①10:30～11:30
②14:00～15:00

小学生以上　先着 10人
水筒持参

※水またはお茶
西部児童館

（☎42－ 0205）マンカラ大会
（トーナメント方式） 8月 21日㈮ 10:00 ～ 12:00

（予定） 小学生以上　先着 10人

ベビーマッサージ教室 8月  6  日㈭ 10:00 ～ 11:45 ２～６カ月児親子　５組
申込受付：7/22 ㈬～（TEL 可）

バスタオル２枚、
親子健康手帳持参

大城児童館
（☎78－ 0046）楽器であそぼスペシャル 8月 24日㈪ 11:00 ～ 11:30 幼児と保護者　８組

申込受付：8/5 ㈬～（TEL 可）

イングリッシュシャワー 8月 28日㈮ ①10:00～10:30
②11:00～11:30

幼児と保護者　各８組
申込受付：8/12 ㈬～（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。

こども

温水プール 第３期水中運動教室申込（〒485‐0806 野口 2394‐3 ☎ 78‐0102）

クラス名 と　き 定員

ア
ク
ア
ビ
ク
ス
教
室

スタンダード（１）

火

  ９：40～10：40

各
20
人

スタンダード（２） 10：50～11：50

やさしいアクア 18：50～19：50

シニアアクア（１）
水
  ９：40～10：40

シニアアクア（２） 10：50～11：50

ウォーク＆ジョグ 木 14：00～15：00

ミットアクア（１）
金
13：50～14：50

ミットアクア（２） 15：00～16：00

エンジョイアクア 土 17：30～18：30

リフレッシュアクア 日 18：30～19：30

クラス名 と　き 定員

水
泳
教
室

一般初心者 水 14：00～15：00 20人
親子（３・４歳）火 15：20～16：20 10組

幼児
（年中・年長）

火
16：30～17：30

各
15
人

水
木 16：20～17：20
金 16：30～17：30
土 10：00～11：00

低学年
（１・２年）

火
17：40～18：40

各
15
人

水
木 17：30～18：30
金 17：40～18：40
土 11：10～12：10

高学年
（３～６年）

水
18：50～19：50

金

第３期水中運動教室
とき　９月～令和３年１月（各教室全
10回）

ところ　温水プール
対象　市内在住・在勤・在学の方
料金（保険料込）　
▶アクアビクス教室・水泳教室
2,750円
▶親子水泳教室　3,000円（２人分）
申込み　７月１５日㈬～８月１０日（月・祝）
（当日消印有効）までに、往復は
がきに住所・氏名・希望教室名を
記入し、郵送で温水プール

※往復はがき１枚につき１教室１名のみ申込可
※電話での申込不可
※希望者多数の場合は抽選。抽選結
果は返信用はがきにて通知します。

※ホームページの記入例を必ずご覧く
ださい。

スポーツ

※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。
122020
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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
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市制 65周年記念事業  第 59回小牧市民体育大会
各申込み　各申込期限（必着）までに、
所定の用紙に必要事項を記入し、
郵送または直接スポーツ協会（FAX
不可）

※ ホームページ（申込メールフォーム）
からも申込みできます。

※ 新型コロナウイルス感染防止のため、
開催要項添付の「申込み時遵守事項
チェック表」をよく読み、同意・承諾
のうえ申し込んでください。
■サッカー競技（一般の部）
とき　９月６日㈰～
ところ　パークアリーナ小牧サッカー
グラウンドほか
チーム構成　監督１人と事前に登録
した選手（人数の制限なし・選手
と監督の兼任は可）
対象　市内在住・在勤・在学の方で
構成されたチームまたは市サッカー
協会登録チーム

※ 高校生は、高校の部と一般の部との
二重登録はできません。高校生は、
高校の部（３月に開催予定）に参加し
てください（定時制の高校生は除く）。

※ 外国人のみで構成されたチームの監

督（代表者）は、日本人または日本
語が理解できる外国人に限ります。

※ 前年度までの大会で、非紳士的行為、
暴言、暴力行為などの理由で処罰を
受けた選手およびチームは、出場を
認めない場合があります。
申込期限　８月10日（月・祝）
監督者会議　８月29日㈯午後７時～
パークアリーナ小牧会議室A

※ 欠席の場合は棄権とみなします。

■ソフトボール競技
　（一般男子・一般女子・実年の部）
とき　10月４日㈰～毎週日曜日
※ 一般女子・実年の部は10月25日～
ところ　村中運動場
対象　市内在住・在勤・在学の方で
構成されたチームまたは市ソフト
ボール協会登録チーム

※ 実年の部は 55 歳以上（令和２年
10月１日現在の満年齢）
申込期限　８月23日㈰
監督者会議　９月13日㈰午後７時～
パークアリーナ小牧会議室Ａ

※ 欠席の場合は棄権とみなします。

スポーツ協会（〒485‐0016間々原新田737
パークアリーナ小牧内 ☎ 73‐3330）

スポーツ協会（〒485‐0016 間々原新田
737パークアリーナ小牧内 ☎ 73‐3330） 

市民スポーツ教室「かけっこ教室」
内容　走り方の基本を習得し、速く
走る能力と体力を身に付けます。
とき
日付 時間・対象

８月22日
㈯

① 午 前８時 45 分 ～ 10 時  
15 分 ( 小学１～３年生 )
②午前 10 時 30 分～正午  
( 小学４～６年生 )

８月29日
㈯

９月12日
㈯

① 午 後１時 30 分 ～３時      
( 小学１～３年生 )
②午後３時 15分～４時 45分
( 小学４～６年生 )

ところ　パークアリーナ小牧　メイ
ンアリーナまたはサブアリーナ
対象　市内在住・在学の小学生
定員　小学１～３年生：20人、小学
４～６年生：20人
料金　1,700円（傷害保険料含む）
持ち物 体育館シューズ・運動着・飲み物
申込み ８月６日㈭（必着）までに、スポー
ツ協会ホームページの申込フォーム
（QRコード）から申込み、または往復
はがきに「かけっこ教室申込み」と朱記
し、参加者（１枚１人まで）の住所・氏名・
性別・年齢・学年・学校名・電話番号
を明記のうえ、郵送でスポ―ツ協会

※ 定員を超えた場合は、８月７日㈮午前10時
からスポーツ協会で抽選（重複申込み不可）

※参加通知書・返信メールを受け取られた方
は、初回の８月22日㈯に参
加料を持参してください。
　 　　　申込フォーム▶

福祉・健康

介護予防に効果のある市独自の
介護予防体操（こまき山体操）を
定期的に行う教室を開催します。
こまき山体操は、相撲の型や四股
の動きを取り入れた「誰もがどこ
でも気軽に出来る」体操です。興
味のある方、体操をご活用いただ
ける方、ぜひご参加ください。
とき・申込み開始日

日付 申込み開始日
 8 月 ３ 日㈪

７月１５日㈬～
 8月１７日㈪
 9月 ７ 日㈪ ８月１７日㈪～
１０月 ５ 日㈪

９月１５日㈫～
１０月１９日㈪

※申込受付時間　平日午前８時３０分～
午後５時１５分
※教室の開催時間はすべて午前１０時～
１１時

※１１月以降も第１・３月曜日（11月２日、
令和３年１月４日、祝日除く）に開催
予定
ところ　ふれあいセンター３階
大会議室
対象　市内在住で、体操に興味が
あり習得したい方
定員　20人（申込先着順）
持ち物　空のペットボトル２本、飲
み物（水分補給用）
申込み　左表申込み開始日以降
に、電話で地域包括ケア推進課

こまき山体操入門～手軽にかんたん介護予防～

地域包括ケア推進課（☎ 76‐1188）

勤務内容 児童生徒に対する学習指導
人員　25人
勤務場所 市内各小中学校
雇用期間　９月～令和３年３月
勤務時間 月～金曜日の午前８時３０分
から午後３時 30分のうち４時間
時給　1,599円
※期末手当あり
※ 社会保険・雇用保険に加入
※ 通勤に係る費用の支給あり
応募方法 ７月31日㈮（必着）までに、
履歴書（写真貼付）を郵送または
直接学校教育課

※ 履歴書は、原則お返しいたしません。
※ 合否は面接の上決定（面接日は８月
中旬頃を予定）

会計年度任用職員
（学習指導員）

学校教育課（ 〒485‐8650
住所不要 ☎ 76‐1165）

募　集



※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
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市制 65周年記念事業  第 59回小牧市民体育大会
各申込み　各申込期限（必着）までに、
所定の用紙に必要事項を記入し、
郵送または直接スポーツ協会（FAX
不可）

※ ホームページ（申込メールフォーム）
からも申込みできます。

※ 新型コロナウイルス感染防止のため、
開催要項添付の「申込み時遵守事項
チェック表」をよく読み、同意・承諾
のうえ申し込んでください。
■サッカー競技（一般の部）
とき　９月６日㈰～
ところ　パークアリーナ小牧サッカー
グラウンドほか
チーム構成　監督１人と事前に登録
した選手（人数の制限なし・選手
と監督の兼任は可）
対象　市内在住・在勤・在学の方で
構成されたチームまたは市サッカー
協会登録チーム

※ 高校生は、高校の部と一般の部との
二重登録はできません。高校生は、
高校の部（３月に開催予定）に参加し
てください（定時制の高校生は除く）。

※ 外国人のみで構成されたチームの監

督（代表者）は、日本人または日本
語が理解できる外国人に限ります。

※ 前年度までの大会で、非紳士的行為、
暴言、暴力行為などの理由で処罰を
受けた選手およびチームは、出場を
認めない場合があります。
申込期限　８月10日（月・祝）
監督者会議　８月29日㈯午後７時～
パークアリーナ小牧会議室A

※ 欠席の場合は棄権とみなします。

■ソフトボール競技
　（一般男子・一般女子・実年の部）
とき　10月４日㈰～毎週日曜日
※ 一般女子・実年の部は10月25日～
ところ　村中運動場
対象　市内在住・在勤・在学の方で
構成されたチームまたは市ソフト
ボール協会登録チーム

※ 実年の部は 55 歳以上（令和２年
10月１日現在の満年齢）
申込期限　８月23日㈰
監督者会議　９月13日㈰午後７時～
パークアリーナ小牧会議室Ａ

※ 欠席の場合は棄権とみなします。

スポーツ協会（〒485‐0016間々原新田737
パークアリーナ小牧内 ☎ 73‐3330）

スポーツ協会（〒485‐0016 間々原新田
737パークアリーナ小牧内 ☎ 73‐3330） 

市民スポーツ教室「かけっこ教室」
内容　走り方の基本を習得し、速く
走る能力と体力を身に付けます。
とき
日付 時間・対象

８月22日
㈯

① 午 前８時 45 分 ～ 10 時  
15 分 ( 小学１～３年生 )
②午前 10 時 30 分～正午  
( 小学４～６年生 )

８月29日
㈯

９月12日
㈯

① 午 後１時 30 分 ～３時      
( 小学１～３年生 )
②午後３時 15分～４時 45分
( 小学４～６年生 )

ところ　パークアリーナ小牧　メイ
ンアリーナまたはサブアリーナ
対象　市内在住・在学の小学生
定員　小学１～３年生：20人、小学
４～６年生：20人
料金　1,700円（傷害保険料含む）
持ち物 体育館シューズ・運動着・飲み物
申込み ８月６日㈭（必着）までに、スポー
ツ協会ホームページの申込フォーム
（QRコード）から申込み、または往復
はがきに「かけっこ教室申込み」と朱記
し、参加者（１枚１人まで）の住所・氏名・
性別・年齢・学年・学校名・電話番号
を明記のうえ、郵送でスポ―ツ協会

※ 定員を超えた場合は、８月７日㈮午前10時
からスポーツ協会で抽選（重複申込み不可）

※参加通知書・返信メールを受け取られた方
は、初回の８月22日㈯に参
加料を持参してください。
　 　　　申込フォーム▶

福祉・健康

介護予防に効果のある市独自の
介護予防体操（こまき山体操）を
定期的に行う教室を開催します。
こまき山体操は、相撲の型や四股
の動きを取り入れた「誰もがどこ
でも気軽に出来る」体操です。興
味のある方、体操をご活用いただ
ける方、ぜひご参加ください。
とき・申込み開始日

日付 申込み開始日
 8 月 ３ 日㈪

７月１５日㈬～
 8月１７日㈪
 9月 ７ 日㈪ ８月１７日㈪～
１０月 ５ 日㈪

９月１５日㈫～
１０月１９日㈪

※申込受付時間　平日午前８時３０分～
午後５時１５分
※教室の開催時間はすべて午前１０時～
１１時

※１１月以降も第１・３月曜日（11月２日、
令和３年１月４日、祝日除く）に開催
予定
ところ　ふれあいセンター３階
大会議室
対象　市内在住で、体操に興味が
あり習得したい方
定員　20人（申込先着順）
持ち物　空のペットボトル２本、飲
み物（水分補給用）
申込み　左表申込み開始日以降
に、電話で地域包括ケア推進課

こまき山体操入門～手軽にかんたん介護予防～

地域包括ケア推進課（☎ 76‐1188）

勤務内容 児童生徒に対する学習指導
人員　25人
勤務場所 市内各小中学校
雇用期間　９月～令和３年３月
勤務時間 月～金曜日の午前８時３０分
から午後３時 30分のうち４時間
時給　1,599円
※期末手当あり
※ 社会保険・雇用保険に加入
※ 通勤に係る費用の支給あり
応募方法 ７月31日㈮（必着）までに、
履歴書（写真貼付）を郵送または
直接学校教育課

※ 履歴書は、原則お返しいたしません。
※ 合否は面接の上決定（面接日は８月
中旬頃を予定）

会計年度任用職員
（学習指導員）

学校教育課（ 〒485‐8650
住所不要 ☎ 76‐1165）

募　集



会計年度任用職員（学校用務員）
勤務内容　学校用務（新型コロナウイ
ルスに伴う校舎内外の消毒、清掃等）
登録条件　健康な方
人員　10人程度
勤務場所 市内の小学校または中学校
雇用期間　９月～令和３年３月
勤務時間　学校開校日（その他は教
育委員会指定日）の①午前 8時～
午後 4 時 30 分（休憩 60 分） 
②午後 1時～ 4時 30分（①また
は②を選択）
時給　931円

※通勤手当は距離・通勤方法に応じて支給
※ 期末手当あり
※ 社会保険・雇用保険に加入（①のみ）
応募方法　７月31日㈮（必着）までに、
履歴書（写真添付）を郵送または
直接教育総務課

※ 履歴書は、原則お返ししません。
※ 合否は面接の上決定（面接日は８月
中旬頃を予定）

教育総務課（ 〒485‐8650住所不要 ☎ 76‐1176）

自衛官
■海上・航空自衛隊航空学生
身分　特別職国家公務員
勤務地　海上自衛隊、航空自衛隊の
基地など
初任給　月額１７９，２００円（高卒）、
１９８，１００円（大卒）
※ 賞与年2回あり
採用時期　令和３年３月下旬から
４月上旬
応募職種・資格　（令和３年４月１日現
在の年齢）
▶海上自衛隊　18歳以上 23歳未満
の者
▶航空自衛隊　18歳以上 21歳未満
の者
第１次試験　９月22日（火・祝）
受付期間　７月１日㈬～９月10日㈭
（必着）
※ 詳細は、下記までお問い合わせくだ
さい。

自衛隊愛知地方協力本部
小牧分駐所（☎ 73‐2190）

市歩道橋ネーミングライツパートナー
ネーミングライツパートナーになると、歩道橋の橋げた部分に企業名、商品
名を入れた愛称を標示するとともに、市のネーミングライツパートナーであるこ
とを自社のウェブページ、出版物などに表示することができます。
募集対象歩道橋一覧

歩道橋名 路線名 所在地

岩崎歩道橋 県道名古屋犬山線 岩崎字東成海

三舟歩道橋 市道一宮舟津線 三ツ渕字阿波戸

曙歩道橋 市道小牧駅前線 中央一丁目

明治村１号橋 県道明治村小牧線 古雅四丁目

藤ヶ丘４号橋 市道桃花台鳥居松線 古雅一丁目

事津橋横断歩道橋 市道下小針中島二丁目
藤島町向江線 下小針中島二丁目

小牧原小学校前歩道橋 市道犬山公園小牧線 小牧原新田字小家前

城島横断歩道橋 県道春日井一宮線 小牧南区画整理内

料金　20万円以上（年間/１カ所）
契約期間　３年間以上
契約開始時期　令和３年４月～
募集要項の配布開始　７月17日㈮
※募集要項は、道路課で配布するほか、
市ホームページに掲載します（新着
情報をご確認ください）。

申込み　７月１７日㈮から９月１６日㈬
までに、所定の用紙に必要事項を
記入し、郵送または
直接道路課

　　市ホームページ▶

道路課（〒485‐8650住所不要 ☎ 76‐1186）

※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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募　集

小牧市の緑について意見を募集します
「小牧市緑の基本計画」の改定を
進めるにあたり、市内の緑について
自由な意見を市民の皆さんから募集
します。
提出方法　７月16日㈭から31日㈮
（必着）までに、所定の用紙（閲
覧場所または市ホームページに用
意）に意見、住所、氏名を記入し、

郵送、FAX、メールまたは直接み
どり公園課
閲覧場所　市ホームページ、みどり
公園課（東庁舎２階）、情報公開コー
ナー（本庁舎１階）、東部、味岡、
北里の各市民センター

※閉庁時は、市ホームページのみの閲
覧となります。

みどり公園課（〒485‐8650住所不要 ☎ 76‐1192
71‐1481 kouen@city.komaki.lg.jp）

勤務内容　日本語指導の必要な児童
生徒の学習補助や進路相談、通知
表や保護者への連絡事項等の翻訳
など
資格　中国語および日本語が堪能な
方（教員免許不要）
採用予定人員　1人
勤務場所　市内各小中学校（巡回）
勤務時間　週３日　午前９時３０分～
午後４時３０分（休憩６０分、実働
６時間）
時給　2,250円
※期末手当あり
※通勤に係る費用の支給あり
※社会保険・雇用保険は加入なし
応募方法　７月３１日（金）（必着）ま
でに、応募職種を明記した履歴書
（写真貼付）および外国籍の方は在
留カードの写しを郵送または直接学
校教育課

※ 履歴書は、原則お返ししません。
※ 合否は面接の上決定（面接日は８月
中旬頃を予定）

会計年度任用職員
（中国語語学相談員）

学校教育課（〒485‐8650
住所不要 ☎ 76‐1165）



※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

募　集

市内の児童クラブで勤務する一般
支援員を募集しています。
勤務時間　月～金曜 午後１時１５分～
６時４５分のうち５時間、土曜 午前
８時１５分～午後６時１５分のうち
５時間、長期休業 午前７時１５分～
午後６時４５分のうち５時間

※時間外勤務あり、シフトによる変則勤
務（通常期は週３～４日、長期休業期
間は週５日程度）
資格　保育士、教員資格（資格なしも可）
賃金　資格あり 時間額 １，２７３円
　　　資格なし 時間額 ９５１円　
手当等　期末手当あり
※勤務時間によっては期末手当なし
勤務地　児童クラブ（米野・小牧南）
応募方法　７月２９日㈬までに、履歴書
（写真貼付）と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

※随時採用。応募後に面接を行います。
※郵送の場合「児童クラブ支援員
（一般支援員）」と明記

児童クラブ支援員
（一般支援員）

こども政策課（〒485‐8650
住所不要 ☎ 76‐1129）

勤務内容　市民協働事務、庶務事務
など
資格要件　パソコン操作（Ｗｏｒｄ・
Ｅｘｃｅｌ）、自動車の運転ができる方
採用予定人員　1人
勤務場所　市役所
勤務期間 ８月１７日～令和３年３月３１日
※ 翌年度以降は勤務成績により再度の
任用となります。
勤務時間　午前９時～午後４時30分
まで（休憩60分）

※ 土、日、祝日休み
時給　951円
※ 期末手当の支給あり（12月）
※ 社会保険・雇用保険加入
応募方法　７月29日㈬（必着）まで
に、履歴書（写真貼付）を郵送ま
たは直接支え合い協働推進課

※ 車での通勤を希望する場合、駐車場
は個人でご用意ください。
面接　８月５日㈬午後２時～

支え合い協働推進課
会計年度任用職員（育児休業代替）

支え合い協働推進課（〒485‐
8650住所不要 ☎ 76‐1629）

資産税課　会計年度任用職員（育児休業代替）
勤務内容　固定資産税事務、庶務事
務など

※証明書交付等窓口事務を含む
資格要件　パソコン操作（ワード、エ
クセル）、自動車の運転ができる方
勤務期間・採用人員
①９月１日㈫～令和３年３月３１日㈬　１人
②１０月１日㈭～令和３年３月３１日㈬１人
※勤務期間については、採用時に決定
します。
※ 翌年度以降は勤務成績により再度の
任用となります。

勤務時間　午前９時～午後４時30分
まで（休憩60分）

※ 土、日、祝日休み
時給　951円
※ 期末手当の支給あり（12月）
※ 社会保険・雇用保険加入
応募方法　７月29日㈬（必着）までに、
履歴書（写真貼付）を郵送または
直接資産税課

※ 車での通勤を希望する場合、駐車場
は個人でご用意ください。
面接　８月６日㈭

資産税課（ 〒485‐8650住所不要 ☎ 76‐1115）
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■番組の投映スケジュールが変更となりました
これまでは、季節ごとに１種類ずつを投映していましたが、６月
からはどの季節も時間帯を変えて異なる番組を投映します。
投映スケジュール
▶通常期間
開始時間 月 火 水 木 金 土 日・祝
10:30 休

館
日

団体 団体 団体 団体 /キッズ※ 幼児番組 こども番組
13:30 団体 団体 団体 団体 こども番組 こども番組
15:30 一般番組 一般番組 こども番組 こども番組 こども番組 一般番組

▶夏休み期間
開始時間 月 火 水 木 金 土 日・祝
10:30 休

館
日

団体 団体 団体 団体 幼児番組 こども番組
13:30 リバイバル リバイバル リバイバル リバイバル こども番組 こども番組
15:30 こども番組 こども番組 こども番組 こども番組 こども番組 一般番組

番組内容
▶幼児番組　幼児向け（しまじろう・アンパンマンなどのキャラクター番組中心）
▶こども番組　小中学生向け（ドラえもん・コナンなどのキャラクター番組中心）
▶一般番組　全年齢対象（星空を交えた音楽番組やヒーリング番組など）　
▶リバイバル　夏休みのみ投映。過去に投映した人気番組
※キッズ「キッズプラネタリウム」は幼児番組（星空解説はありません）です。
11月から５月にかけて、各月2回（金曜日１０：３０より）投映します。

中部公民館（☎ 75‐1861）

プラネタリウム番組　投映スケジュール変更

催　し

児童館の指定管理者
業務内容　①北里児童館、②味岡児
童館の管理運営業務
指定期間　令和３年４月１日～令和
８年３月３１日
募集要項の配布
　７月１５日㈬～３１日㈮ 午前９時～
午後５時４５分 多世代交流プラザ
準備室（ラピオ３階）にて配布

※市ホームページからもダウンロード可
事前説明会 ①８月４日㈫午前１１時か
ら北里児童館２階遊戯室 ②８月６日㈭
午前１１時から味岡児童館１階多目的室

※ 申請予定者は必ず参加してください。
申請方法　９月１日㈫～１５日㈫まで
に、直接多世代交流プラザ準備室

※ 児童館ごとの受付になります。

多世代交流プラザ準備室（☎ 71‐8616）



■名探偵コナン　灼熱の銀河鉄道（ギャラクシーレイルロード）
宮沢賢治の世界を再現したテーマパーク、イーハトーブ

ワールドの銀河鉄道列車に乗る事になったコナンたち少年探
偵団と蘭、園子。幻想的な星空の世界を満喫していると突然、
キッドからの予告状が届く。繰り広げられる、キッドとのお宝
争奪戦！しかしそこには思いもしない罠が仕掛けられていた。
あの大人気アニメのプラネタリウム版最新作がついに登場 ！
（所要時間：約45分）
投映スケジュール
▶通常期間

開始時間 月 火・水 木・金 土 日・祝
10:30 休

館
日

団体 団体 はなかっぱ コナン
13:30 団体 団体 コナン コナン
15:30 ノーマン コナン コナン ノーマン

▶夏休み期間
開始時間 月 火・水 木・金 土 日・祝
10:30 休

館
日

団体 団体 はなかっぱ コナン
13:30 鷹の爪 鷹の爪 コナン コナン
15:30 コナン コナン コナン ノーマン

ところ 中部公民館プラネタリウム（小牧５‐２５３）　　
定員　40人（先着順）
料金　100円（中学生以下無料）、団体料金 50円（30人以上、１週間前ま
でに要電話予約）

※ 団体のご予約は時間・曜日が制限されます。必ず事前にお問い合わせください。
※ 休館日：月曜日（祝日・振替休日の場合は開館）

中部公民館（☎ 75‐1861）

プラネタリウム新番組

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

※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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催　し

プレスクール指導員
養成講座

公立小学校入学直前の外国にルー
ツをもつ子どもが学校生活に早期に
適応できるよう、簡単な日本語や学校
の習慣を学習する教室（プレスクール）
の指導員を募集し、専門の講師によ
る養成講座を受講していただきます。
学習内容　①日本語指導法研修
②教材作成
とき　８月29日㈯～12月26日㈯
午後１時～３時（土曜日　全１２回）
ところ　市公民館４階チェスルーム
対象　外国籍児童の教育に関心が
ある方
定員　10人程度（後日面接あり）
参加費　3,000 円
※ ＫＩＡの年会費2,000円別途必要
申込み　７月15日㈬から８月５日㈬
までに、直接国際交流協会

※ 受付：午前９時～午後５時（正午～
午後１時、日・月・祝日を除く）

※ プレスクール開
設時には指導員
としての謝礼を
お支払いします。

国際交流協会（☎ 76‐0905）

平和祈念式典
戦没者に追悼の意を表すとともに、
改めて平和について考え、平和の尊
さに対する認識をより一層深めてもら
うよう平和祈念式典を開催します。
本年は新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため、開催規模を縮小し予防
措置を講じたうえで式典を実施します。
開催日　８月６日㈭
ところ　市民会館ホール
■式典　拝礼、式辞、黙とう、追悼
の辞、献花などを行います。
とき 午前10時～10時45分
定員 150人（戦没者遺族優先）
■自由献花　式典終了後、ホール舞
台上の献花台へ献花していただき
ます。どなたでもご自由に参加い
ただけます。
とき 午前10時45分～正午
定員 なし
※ 本年は臨時バ
スの運行は行
いません。

福祉総務課（☎ 76‐1196）

原爆ポスター展
内容　平和について考えていただく
きっかけとして原爆ポスターの展
示を行います。
開催期間　８月２日㈰～14日㈮
※ ８日㈯・10日（月・祝）の閉庁日除く
午前８時 30分～午後５時 15分
ところ 市役所本庁舎１階展示スペース
※昨年まで行っていた原爆に関する絵本
の展示は、新型コロナウイルス感染症
対策のため今回は行わない予定です。

総務課（☎ 76‐1102）

創作和紙作成教室
内容　和紙とホタテの貝殻で作るペ
ンダント
とき　８月８日㈯午前10時～正午、
22日㈯午後１時～３時
ところ　小針の郷創作室
講師　柳原 護

まもる
氏、柳原和代氏

（創作和紙人形　紙
し
楽
らく
）

対象　老人福祉センターの利用証を
お持ちの方
定員　各 9人（申込先着順）
料金　300円（当日徴収）
持ち物　ハサミ、木工用ボンド、ボー
ルペン、定規、持ち帰り用の袋
申込み　８月１日㈯から、所定の用
紙に必要事項を
に記入し、直接
小針の郷

※ 申込みは本人に限
ります。

小針の郷（☎ 71‐2370）

パネルディスカッション
「東部地域のまちの将来像を語ろう」
東部まちづくり戦略会議の委員が、

東部地域の将来を見据えたまちのあり
方について、パネルディスカッション形
式で議論を行います。
とき　８月８日㈯午後１時３０分から
ところ　東部市民センター 講堂
定員　１５０人

東部まちづくり推進室（☎３９‐５２２９）



催　し

市の施設の展示会

と　き 名　称 内　容

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  30 日㈭
 ～ 8月 2 日㈰
午前10時～午後5時

西陣美術織全国巡回展実行委員会
西陣美術織伊藤若冲展
※初日は正午から、最終日は午後４時まで

伊藤若冲の絵を西陣美術織で
展示します。

味岡市民センター（☎76‐7000）
 8 月  ８  日㈯
　 ～ 20日㈭

キッコロ絵手紙展
※最終日は午後３時 30分まで

絵手紙約100点を
展示します。

北里市民センター（☎71‐1197）
 8 月  4   日㈫
　 ～ 18日㈫

前田虹映鳥瞰図展
※初日は正午から、最終日は午後３時まで

鳥瞰図（前田虹映）約50点を
展示します。

市公民館４階ロビー（こまなびサロン ☎ 77‐8269）
  7 月  18 日㈯
  ～ 31日㈮ 友美会展 水彩画・油絵画・パステル画・デッ

サン画15～20点を展示します。
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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

心配ごとがあれば気軽にご相談ください！

地域包括支援センターでも消費者被害などに関する
ご相談を受けています。

毎日の生活の中で、心配なこと等相談したい時は、お住まいの地区の地域包括支援センターへ。連絡先は、広報こまき毎月１日号の相談一覧表をご覧ください。
お住まいの地区の地域包括支援センターが分からない場合は、地域包括ケア推進課（☎76‐1188）までご相談ください。

知ってる？知ってる？
地域包括支援センター

高齢者に被害の多い悪質商
法の事例や手口などを知り、
消費者被害を防ぎましょう。

・家に業者の人が来て、何か契約させられそうになった。
　例：ふとん販売・住宅リフォーム
・「給付金」について、市役所職員を名乗った不審な電話がかかってきた。 
・身に覚えのないハガキが届いた。　　など

★たとえば･･･

　無料で
やってます

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）
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（１枚
１講座、１人複数講座可）に希望コー
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
MicrosoftOffice365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

16 エクセル中級
チャレンジ編

8/19～ 9/30の毎週
水曜日（8/26を除く） 午後 エクセルのスキルアップを図り、サークル

活動等に役立つ便利な表を作成 6 9,230 円 14

17 少人数で始めるゆっ
くりパソコン入門

9/18 ～ 10/23 の毎週
金曜日（10/16を除く） 午前

少人数で、電源の入れ方や文字入力の基本、
ホームページの見方など、初めてパソコン
に触れる方のためのゆっくり講座

5 9,600 円 5

18 ワードの学びなおし 9/18 ～ 10/23 の毎週
金曜日（10/16を除く） 午後

前に習ったけど、忘れてしまった方に、や
れば思い出すワードの学びなおし。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 14

名古屋経済大学連携市民講座
「認知症予防は食生活から
～効果のある食品成分最新研究～」

身近な食品には、私たちの健康増
進をサポートする機能性成分を含む
ものが多く存在しています。近年注
目を集めている認知機能の改善に有
用な食品成分を取り上げ、最新の研
究成果に基づいた、今からできる「認
知症の予防・発症遅延」に向けた食
生活と体づくりを学びます。
※ 一部で試飲があります。
とき ９月12日㈯午前 10時～正午
ところ　市公民館講堂
対象　18歳以上の方
定員　40人
※ 申込者多数の場合は市内在住・在勤・
在学を優先して抽選
受講料　350円
講師　太田和徳氏（名古屋経済大学
人間生活科学部 管理栄養学科 准
教授）
申込み　８月12日㈬（必着）までに、
往復はがきに講座名、郵便番号、
住所、氏名・ふりがな、年齢、性
別、電話番号を記入し、郵送また
は返信用はがきを持参し、直接こ
まなびサロン

※ こまき市民文化財団ホームページの
「生涯学習情報サイ
トこまなび」からも
申込できます。

※ 定員に空きがあれ
ば締切後も受付可

こまき市民文化財団
こまなびサロン

（〒485‐0041小牧 2‐107
☎ 77‐8269）


