
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　9月3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　10組（初回の方優先）
託児　５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
直接窓口へ

※ 初回の方は８月17日㈪～ 27日㈭、
初回以降の方は８月 28 日㈮～９月
２日㈬の期間中にお申込みください。

※ 第３火曜日休館

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）

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、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 ８月29日㈯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）

令和３年度私立幼稚園等園児募集
募集人員など

園名
募集人数 満３歳児

の受入れ
スクール
バス

預かり保育
（※３） 所在地 電話

３歳児 ４歳児 ５歳児
あおぞら 60 若干 若干 有 有 有 桃ヶ丘２‐23 79‐3155
市之久田 100 若干 若干 無 有 有 市之久田１‐345 73‐3135
小牧 50 0 0 有 有 有 中央２‐200 76‐2736
太陽 69 0 0 ※２ 有 有 大草字丸根5223‐1 54‐2550
桃花台ひまわり 40 若干 若干 有 有 有 篠岡１‐44 79‐1621
美鳥 75 若干 若干 有 有 有 岩崎1928‐１ 77‐1030
美鳥第二 75 若干 若干 有 有 有 小牧原１‐43 73‐5510
名北ゼンヌ 40 10程度 若干 ※２ 有 有 林1831‐２ 79‐8132
旭ヶ丘第二こども園（※ 1）5程度 若干 若干 有 有 有 光ヶ丘３‐51 78‐1620
とやまこども園（※１）10程度 若干 若干 有 無 有 南外山421 77‐0807

（※１）幼稚園部分の募集人数となります。詳細は各こども園へお問い合わせください。
（※２）２歳児クラスがあります。
（※３）預かり保育の時間、料金などの詳細は各幼稚園などにお問い合わせください。
対象 ３歳児（平成 29年４月２日～30年４月１日生）、４歳児（平成 28年４月
２日～29年４月１日生）、５歳児（平成 27年４月２日～28年４月１日生）

願書配布　９月１日㈫から各園　　申込み　10月１日㈭から各園
※ 配布開始日は各園まで直接確認してください。

対象 市内在住の方
※ 障がい児（３歳）は、２人まで優先的に
入園できます。また、４・５歳の障がい児
については、お問い合わせください。

人員
▶３歳児　（平成 29 年４月２日から
平成 30年４月１日生）　40人

▶４歳児　（平成 28 年４月２日から
平成29年４月１日生）　20人程度

▶５歳児　（平成 27 年４月２日から
平成28年４月１日生）　20人程度

願書配布　９月１日㈫から第一幼稚園、
幼児教育・保育課

申込み 10月１日㈭から29日㈭まで
に願書を直接第一幼稚園（午前９時
30 分～午後５時。土・日、祝およ
び 10月５日㈪は除く）

※ 郵送不可
※ 保育園の園児募集については、９月
15日号の広報こまきでご案内予定で
す。

※ ４月より預かり保育が始まりました。
通常保育実施日は教育時間終了後か
ら午後４時30分まで、長期休業期間
は午前８時30分から午後４時３０分ま
でお預かりしています。

令和３年度第一幼稚園園児募集

第一幼稚園（☎ 77‐0408）

こども

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、定期的に換気を屋内施設では、定期的に換気を実施する実施する
・・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、、一部の施設に一部の施設においておいて、、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。
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こども

※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。
202020

8.15広報

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

親子でチャチャチャ♪ 9月  2  日㈬ 16:00 ～ 16:30 市内在住の年少から年長児の親子　８組
申込受付：8/19 ㈬～（TEL 可）

なし 児童センター
（☎75－ 3817）

ちびっこ運動会 9月 18日㈮ ① 10:30 ～ 11:00
② 11:15 ～ 11:45

①１～２歳３カ月児の親子　15組　
② 2歳児以上の親子　15組
※①、②ともに市内在住の方のみ
申込受付：9/4 ㈮～（TEL 可）

リトミック 9月21日（月・祝） 10:00 ～ 10:30 ２～３歳児と保護者　８組
申込受付：9/12 ㈯～（TEL 可） 水筒・ハンドタオル

味岡児童館
（☎75－ 4999）

えいごであそぼ 9月 28日㈪ 10:00 ～ 10:30
11:00 ～ 11:30

幼児と保護者　各８組
申込受付：9/20㈰～（TEL可）

バスタオル
親子健康手帳

ワールドミュージック
「世界の楽器に触れてみよう！」 9月  5  日㈯ 11:00 ～ 11:30 幼児・小学生と保護者　６組

申込受付：8/22 ㈯～（TEL 可） なし

篠岡児童館
(☎ 79－ 0690)ベビーマッサージ 9月 15日㈫ 10:00 ～ 11:30 ２～６カ月児と保護者　４組

申込受付：9/1 ㈫～（TEL 可）
バスタオル・
親子健康手帳

楽器であそぼ 9月21日（月・祝） 11:00 ～ 11:30 ２～３歳児と保護者　６組
申込受付：9/7 ㈪～（TEL 可） 水筒・ハンドタオル

防災訓練とＡＥＤ体験
～命を守る体験をしよう！～ 9月  6  日㈰ 10:00 ～ 11:30

小学生以上
（保護者の方もぜひご参加ください）
申込受付：8/23 ㈰～（TEL 可）

なし

小牧児童館
(☎ 77－ 0906)ベビーマッサージ 9月 16日㈬ 13:00 ～ 15:00

２～６カ月児親子　10組
申込受付：9/2 ㈬～（TEL 可）
※初回の方を優先

バスタオル・
親子健康手帳

イングリッシュ☆ステップ 9月 23日㈬ 16:00 ～ 16:30 年少児～年長児　８人
申込受付：9/9 ㈬～（TEL 可） なし

英語であそぼう 9月 20日㈰ ① 13:00 ～ 13:35
② 13:45 ～ 14:30

①幼児クラス　10人
②小学生クラス　10人　
申込受付：9/6 ㈰～（TEL 可）
※市外の方 9/19 ㈯～

なし 小牧南児童館
(☎ 77－ 0454)

ベビーマッサージ 9月 14日㈪ 13:00 ～ 14:30 ２～６カ月児親子　７組
申込受付：8/31 ㈪～（TEL 可）

バスタオル・
親子健康手帳

※11時頃に授乳をして
おいてください　

北里児童館
（☎71－ 1183）いっしょにリトミック 9月21日（月・祝） 10:00 ～ 10:30 １～３歳児と保護者　７組

申込受付：9/8 ㈫～（TEL 可）
親子ともに

タオル・水筒・上靴

アルミ玉を作ろう！ 9月 26日㈯ 10:00 ～ 11:30
13:30 ～ 15:00

小学４年生以上　各回５人
申込受付：9/12 ㈯～（TEL 可） なし

レッツゴー！年少組 9月  5  日㈯ 10:30 ～ 11:00
年少児と保護者　15組
申込受付：8/22 ㈯～
※市外の方： 8/29 ㈯～ なし 西部児童館

(☎ 42－ 0205)おじいちゃんおばあちゃんに
カードを贈ろう

9月 10日㈭
～ 21日（月・祝）

10:00 ～ 11:30
13:00 ～ 16:30

１歳児以上
お子さん１人につき１日１枚

インターナショナルあそび 9月 12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：8/26㈬～（TEL可）

なし 大城児童館
(☎ 78－ 0046）

イングリッシュシャワー 9月 25日㈮ 10:00 ～ 10:30
11:00 ～ 11:30

幼児と保護者　８組
申込受付：9/9 ㈬～（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。

施設の設備点検等のため、以下の児童館
で臨時休館とさせていただきます。
▶小牧南児童館　９月  3 日㈭
▶北里児童館　　９月  7 日㈪
▶西部児童館　　９月  8 日㈫
▶小牧児童館　　９月10日㈭

児童館の臨時休館

小牧南児童館（☎77‐0454）、北里児童館
（☎71‐1183）、西部児童館（☎42‐
0205）、小牧児童館（☎77‐0906）

親子で小牧山、史跡公園に点
在するポイントを回って、アドベ
ンチャー、アウトドアゲーム、野
外料理などにチャレンジします。
とき　１０月４日㈰午前９時～午後
４時   ※雨天中止

ところ　小牧山、史跡公園、青
年の家

対象 年長～小学５年生の幼児・
児童およびその家族（子ども

のみでの参加はできません）
定員　親子５０組（申込先着順）
料金　子ども１人500円（材料費）
申込み　８月２５日㈫から申込み
フォームより事前申込みをお
願いします。

こまき市民文化財団（☎ 71‐9700）

こども夢・チャレンジ文化事業
「こまき山おやこＤＥラリー」

申込フォーム▶



※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

スポーツ
第２期エアロビクス教室

おとなバレエ教室
基本となるストレッチ、バーレッス

ンから始めます。バレエの美しさと
優雅さを楽しく身につけましょう。
とき　10月６日～11月24日毎週
火曜日午前11時30分～午後０時
30分（全６回）

※ 10月20日、11月１７日を除く
ところ　まなび創造館スポーツセン
ターフィットネススタジオ

対象　18歳以上の方
定員　20人
料金　3,800円
持ち物　運動のできる服装、バレエ
練習用シューズまたは裸足など

申込み ９月19日㈯（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（在勤・
在学の方は勤務先・学校名）③氏名
（ふりがな）④年齢⑤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・在
勤・在学の方を優先し抽選

※ 受講者以外の方の入室はできません。
※ 医師から運動を禁止されている方や
妊娠中の方は受講できません。

※ 自然災害等でやむを得ず教室が休講
となった場合は、12月１日㈫に振
替します。

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）

市制 65周年記念事業  第 59回小牧市民体育大会
■テニス競技
とき　10月３日㈯、４日㈰午前９時
15分～

※ 雨天予備日：10月11日㈰
ところ　勤労センターテニスコート
対象　中学生以上で市内在住・在勤・
在学の方または市テニス協会加盟
団体会員

※ 組み合わせ表は９月19日㈯以降にス
ポーツ協会で配布（郵送は行いません）

※ 選手変更は一切認めません。
※ 悪天候による実施の可否は、午前８時
に決定しますので、市テニス協会

　（河合：☎070‐5035‐8964）まで
問い合わせてください。

申込み  ９月５日㈯までに、所定の用紙
に必要事項を記入し、郵送、メールま
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」をよく読んで、同意・承諾
したうえでお申し込みください。

スポーツ協会（〒485‐0016間々原新田 737☎ 73‐3330 
taikyo-k@ma.ccnw.ne.jp）※第４木曜日休み

第２期スポットレッスンZUMBA&リンパドレナージュ
音楽に合わせて楽しみながら汗をか

き、リンパの流れを活性化させ、身体
の内側から美しくなりましょう。
とき　10月18日㈰午後３時30分～
５時（90分）

ところ　まなび創造館スポーツセン
ターフィットネススタジオ

対象　中学生以上
定員　20人（先着順）
料金　一般530円、中学生・高校生
270円（生徒手帳で確認）

※ まなび創造館・パークアリーナの定期
券・回数券も利用できます。

※ 身体障害者手帳・療育手帳などの交付
を受けている方は、手帳提示による割

引制度があります。
持ち物　運動のできる服装、室内用
運動シューズ、タオル、水分補給用
飲料水

※ ジーンズ、スカート、ベルトが必要な
ズボン等では受講できません。

申込み 当日午後２時30分からレッ
スン開始時間までに、直接まなび創
造館スポーツセンター

※ 初めてスポーツセンターを利用され
る方は、利用者登録の手続きが必要
です。

※ 受講者以外の方の入室はできません。
※ 医師から運動を禁止されている方や
妊娠中の方は受講できません。

まなび創造館スポーツセンター（〒485‐0041小牧３‐555
☎71‐9844）

申込フォーム▶
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まなび創造館スポーツセンタースタジオプログラム追加
スタジオプログラムを追加しています。プログラムの内容、時間帯につい

ては市ホームページ、スポーツセンター窓口でご確認ください。
ところ　まなび創造館スポーツセンターフィットネススタジオ

まなび創造館スポーツセンター（☎ 71‐9844）

市ホームページ▶



自衛官
応募資格　高校等卒業者（見込み
含む）18 歳以上 21 歳未満の者
（平成１２年４月２日から平成１５年
４月１日までに出生した者）

採用期日　令和３年４月上旬
各申込み　応募方法については、自
衛隊愛知地方協力本部小牧分駐
所へお問い合わせください。

■防衛大学校学生（一般採用試験）
受付期限 １０月２２日㈭（必着）
１次試験 11月７日㈯および８日㈰
■防衛医科大学校医学教育部（医学
科学生）

受付期限　10月７日㈬（必着）
１次試験 １０月２４日㈯および２５日㈰
■防衛医科大学校医学教育部看護学
科学生（自衛官候補看護学生）

受付期限　10月１日㈭（必着）
１次試験　10月17日㈯

自衛隊愛知地方協力本部
小牧分駐所（☎ 73‐2190）

部門　日本画、洋画、彫塑・工芸、
書道、写真

※ １部門につき１人１点（未発表のもの）
※ 部門ごとに規定がありますので募集要
項（市内公共施設などに用意）をご
確認ください。

対象　10月18日㈰時点で①②どち
らかを満たす方

※ 中学生以下を除く。
①市内在住・在学・在勤の方
②市内の文化団体に所属する方
賞 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

展示会場 まなび創造館５階アリーナ
申込み　10月６日㈫までに、作品募
集要項の出品申込書に必要事項を
記入し、郵送・ＦＡＸまたは直接こま
き市民文化財団

※ 出品は、今年度より全て事前申込制
です。

※ 他の公募展・コンクールに未出品のも
のに限ります。

■作品搬入
新型コロナウィルス感染防止とし

て、密集・密接を避けるため、各部
門に指定した時間帯に搬入受付をし
ます。
搬入日時　10月19日㈪
▶午前10時～午後３時　洋画、書道、
彫塑・工芸、依嘱

※ 業者搬入は午後１時以降
▶午後３時～８時　日本画、写真
※ 都合により各部門の時間帯に搬入でき
ない場合は、事前にこまき市民文化
財団までご連絡ください。

※ 作品募集要項の所定の用紙へ必要事
項を記入の上、作品とともに直接展示
会場へお持ちください。詳細は、作
品募集要項をご覧ください。

第 61回市民美術展作品

こまき市民文化財団
（〒485‐0041小牧2‐107☎ 71‐9700 39‐5671）

①保育士、教員、児童厚生員
賃金　時間額1,273円
募集人数　2人
②資格要件なし
賃金　時間額995円
募集人数　13人

業務内容　こまきこども未来館で
の来館者見守りや玩具の消毒など

期間　12月中旬～令和３年３月31日
※ 原則年度ごと。ただし勤務態度などを
鑑みて再度の任用があります。

勤務時間　祝日を含む月～日曜日のう
ち週４日程度、２交代シフト制（午前
９時から午後７時30分のうち７時間）

※ 毎月第３火曜日とその前日の月曜日・

年末年始は休館
勤務場所　こまきこども未来館（小牧
3‐５５５ラピオ内）

応募方法　９月４日㈮（必着）までに、
履歴書（写真貼付）と資格の写し
（①の方のみ）を、郵送または直接
多世代交流プラザ準備室

※ ①、②どちらの枠での応募か履歴書
に明記すること。

※提出された書類は、合否に関わらず原
則返却しません。

※後日面接あり（詳細は後日連絡）
※社会保険加入、交通費支給（２km
以上）

※車通勤される方は駐車場がありません
ので、各自で確保をお願いします。

こまきこども未来館職員

多世代交流プラザ準備室（〒４８５‐００４１
小牧 3‐５５５ ラピオ３階 ☎ 71‐8616）

募　集

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。

令和 3年度採用職員

１次試験
▶とき　９月２０日㈰午前８時３０分
集合

▶内容　教養試験（事務職）、専門
試験（技術職）、適性検査など

試験会場　市役所
申込み ８月 27 日㈭（消印有効）まで
に、採用試験申込書を郵送で人事課

※ 詳しくは、募集要項（市ホームページ、
人事課、東部・味岡・北里の各市民
センター等に用意）をご覧ください。

人事課（〒485‐8650
住所不要 ☎ 76‐1109）

試験区分 採用予定人数
技術職（土木） ２人程度

技術職（建築） ２人程度

事務職（障がい者） ３人程度

市ホームページ▶

※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。
222020

8.15広報



※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　Webメール（コース22）、
スマートフォン（コース23）

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、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

※ 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

19 初めてのワード
（初心者）

9/17 ～ 10/29 の
毎週木曜日

（10/15 を除く）
午前

ワードで文書作成の基礎をしっか
り学ぶ講座。入力の基礎からい
ろいろな文書の作成方法を学ぶ

6 9,120 円 15

20 やさしいWindows10
（基本操作から活用法まで）

9/24 ～ 10/29 の
毎週木曜日

（10/15 を除く）
午後

Windows10の操作の基礎か
ら、インターネット検索の仕
方や文書作成、標準アプリの
使い方などを学ぶ講座

5 8,040 円 10

21 少人数で始めるゆっくり
エクセル入門

9/29 ～ 10/27 の
毎週火曜日 午前

少人数で、エクセル表計算の
基礎をゆっくり学ぶ講座。デー
タ入力の基本から効率的な操
作方法、表やグラフを作成

5 9,600 円 5

22 らくらく！
ネットショッピング

9/29～10/13の
毎週火曜日 午後

「ネットショッピング」をやっ
てみたいけど不安…という方
に。実際に登録をして、イン
ターネットでの買い物を体験
する講座

3 4,230 円 10

23
スマホ入門　活用編
（アンドロイド・
アイフォン対応）

9/30～10/28の
毎週水曜日

（10/7を除く）
午前

スマホは何となく使っている
けど、使いこなせていないとい
う方に、楽しく便利な活用方を
学ぶ講座

4 5,640 円 15

IoT の導入・利活用に関心のある
中小企業向けに、IoT の基礎知識と
最新動向を座学で学ぶとともに、シ
ングルボードコンピュータの実習や
企画書の作成を通して IoT 人材を育
てることを目的に開催します。
とき・内容　午後２時～５時（全６回）
▶８月26日、９月９日㈬　座学にて
IoT基礎・活用事例

▶９月23日、10月７日㈬　実習
▶10月 21日㈬  市内企業導入事例紹介
▶11月４日㈬　IoT企画書発表
ところ　こまき新産業振興センター
　セミナールーム

対象 市内で事業を営んでいる方など
定員　先着８人
申込み　こまき新産業振興センター
ホームページから直接申込み、ま
たは申込書（こまき新産業振興セ
ンター、商工振興課、市ホームペー
ジに用意）に必要事項を記入し、
FAXまたは直接こまき新産業振興
センター

こまき新産業振興センター
「IoT 導入・人材育成支援講座」

こまき新産業振興センター
（〒485‐0041小牧5‐253

☎・ 75‐3900）

企画展記念イベント
「春風亭昇太師匠と巡る！リアル小牧山散歩♬」

れきしるこまき（〒485‐0046 堀の内 1‐２ ☎ 48‐4646）

落語家の春風亭昇太師匠をお迎え
して、小牧山城史跡情報館（れきし
るこまき）で放映している小牧山散
歩のリアル版を体験。お城好きな師
匠とともに史跡小牧山をめぐってみま
せんか。
とき　10 月 12 日㈪午前 10 時～
正午（９時 30分～受付）

ところ　小牧山城史跡情報館（れき
しるこまき）レクチャールーム

講師　春風亭昇太師匠（落語家）
対象　市内在住の方
※ 当日、本人確認のできるものを持参し
てください。

定員　３０人
参加費　５00円（入館料・保険料込）
申込み　８月２４日㈪～９月１０日㈭
（消印有効）までに、往復はがきに
住所、氏名、年齢、電話番号（１枚
につき１人まで）を記入の上、郵
送でれきしるこまき

※ 複数枚申込の場合は無効です。
※ ９月中旬に抽
選結果を発送
します。

中世から現代にかけて史跡小牧
山に関わってきた人々について、パ
ネルで紹介します。小牧山をめぐ
る様々な人間模様をお楽しみくださ
い。中には意外な大物画伯の作品
も展示予定！
とき　９月１１日㈮～１１月３日（火・祝）
午前９時～午後５時（最終入館
午後４時 30分）

※ 毎月第3木曜休館
ところ　れきしるこまき（小牧山城
史跡情報館）企画展示・資料室

料金　無料
※ 常設展を観覧される高校生以上の方
は１００円

れきしるこまき企画展「信長だけ
じゃない！小牧山をめぐる人々」

れきしるこまき
（〒485‐0046 堀の内 1‐２
☎ 48‐4646 75‐4651）
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催　し
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

 ８月  29 日㈯
～９月 ６ 日㈰

城風会
水墨画展
※初日は正午から、最終日は午後４時まで

水墨画を展示します。

 ９月  ７  日㈪
　  ～ 13日㈰

楽写クラブ
写真展
※初日は午前10時30分から、最終日は午後４時まで

写真 30～ 40点を
展示します。

 ９月  ７  日㈪
　  ～ 14日㈪

写遊会
写真作品展
※初日は午前11時から、最終日は午後３時まで

写真 24点を展示します。

味岡市民センター（☎76‐7000）

 8 月  21 日㈮
　  ～ 25 日㈫ 

第 24回小牧平和展
※初日は正午から、最終日は午後２時まで

原爆パネル、戦争および平和
に関する資料・パネル、書籍
類など約400点を展示します。

東部市民センター（☎79‐0011）

  ８月  31 日㈪
～９月 29日㈫

誰でも簡単フラワーアート
※後期市民企画講座関連展示

フラワーアレンジメント作品
約 10点を展示します。

中部公民館（☎ 75‐1861）

  ８月  30 日㈰
～９月 12日㈯

小牧年金者組合
作品展 絵画 25点を展示します。

プログラム　藤倉大：クリスマスの
聖霊（Ghost of Christmas） 
※日本初演、サン＝サーンス：チェ
ロ協奏曲第1番 イ短調 作品33、
ベートーヴェン：交響曲第5番 ハ短
調 ＜運命＞ 作品67

出演　指揮：田中祐子、チェロ：中木
健二

とき　12 月５日㈯午後３時開演
（開場午後２時）
ところ　市民会館大ホール
料金
▶一般席　3,500円（全席指定）、アー
トフレンド会員3,000円

※ 当日券・学生席の販売はありません。
※ アートフレンド会員は市民会館・各市民
センター・まなび創造館のみで取扱い

※ 未就学児は不可

※ 感染予防策として、客席は前後左右
を空けた席配置を行います。

※ 客席数を収容定員の50％以下となる
枚数にて販売します。

チケット販売　９月２日㈬から、中部
フィル事務局（市民会館内）、市民
会館、東部・味岡・北里の各市民セ
ンター、まなび創造館、チケットぴ
あ ☎0570‐02‐9999（Pコード：
172‐340）、芸文プレイガイド
☎052‐972‐0430

※ 施設により販売時間、休業日が異なります。

中部フィルハーモニー交響楽団　小牧特別演奏会
～コロナ禍で「第九」公演が出来なかったので～
「小牧から贈る、明日への希望コンサート」

中部フィルハーモニー交響楽団（☎ 43‐4333）

田中祐子
©sajihideyasu

中木健二
©ノザワヒロミチ（Capsuleoffi  ce）

カレールーを使わず、複数のスパ
イスを使ったカレーに挑戦してみま
せんか ？ ちょっぴり特別なお家時間
にも、おもてなしにもピッタリ。イタ
リア料理シェフならではの、オシャレ
で「映える」盛り付けにも注目です。
とき　９月30日㈬午前10時～午後
１時

ところ　ふらっとみなみ調理室
対象　18歳以上の方
定員　６人（申込先着順）
料金　材料費1,000円
講師　伊藤健氏 （車いすシェフ）
持ち物　エプロン、手拭きタオル、
筆記用具

申込み ９月２日㈬午前10時より、
電話または直接ふらっとみなみ窓口

※ 申込み後、９月23日㈬までにふらっ
とみなみ窓口にて材料費をお支払い
ください。

※ 本人が申し込んでください（代理申
込、複数人数の申込不可）。

※ 託児はありません。
※ 感染症対策としてフェイスシールド
等の着用をお願いする場合がありま
す（施設から配布します）。

※ 料理の写真はイメージです。内容は
変更になる
場合があり
ます。

スパイスが誘う
大人のカレー作り講座

ふらっとみなみ（〒485‐0023
北外山1187☎77‐1375）

普通救命講習
心肺蘇生、ＡＥＤの取扱い、のどに異

物が詰まった時の対処法や出血した時
の止血法などを学ぶことができます。ま
た、消防署では個別に各種団体等から
の開催依頼についても受け付けており
ます。お気軽にお問い合わせください。
とき　毎月19日、第２日曜日午前
９時～正午（３時間）

ところ　消防本部３階
対象　市内在住・在勤・在学の中学
生以上の方

定員　10人程度（申込先着順）
申込み 開催日の前日までに電話で消防署
※ 実技中心の講習ですので、動きや
すい服装でお越しください。

消防署救急係（☎ 76‐0276）

※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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※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
男女共同参画講座　3日で学ぶ穂満式成功術

起業女子の第一歩　～なりたい自分になる！！～

まなび創造館（〒485‐0041小牧３‐555☎ 71‐9848
71‐9840 manabi@city.komaki.lg.jp）

地元の女性起業家から生の声を聞
き、自分の心の内を整理して、起業
に向けての一歩を踏み出しましょう。
と き　10 月 14 日 ㈬、21 日 ㈬、
28日㈬（全３回）午前 10時～正午

ところ　まなび創造館研修室
講師 穂満ゆかり氏（フォトグラファー・
2015年地元小牧市で活動スタート・
一児の母・「ママの毎日にワクワク♡」
がモットー）

対象　起業したい・起業に興味があ
る女性

定員　12人（申込先着順）
料金　850円
託児　あり（１歳～未就学児）
申込み　８月19日㈬午前９時30分
より、受講料を添えてまなび創造館。
申込フォーム（QRコード）・メール・

FAX・郵送（通常はがき）での予
約もできます。（窓口優先）

【必要事項】①講座名②住所③氏名
（ふりがな）④年齢⑤電話番号
※予約をされた方は受講日3週間前
までに窓口で受講料をお支払いくだ
さい。

※託児の予約はできません。直接窓
口でお申し込みください。

男女共同参画講座　ありのままを認め合う基本のキ
わたしも、あなたも、ありのまま

を認め合い、性別にとらわれることな
く、自分らしく活躍するための男女共
同参画の基本の“キ”を考えます。
とき　10月 26日㈪、11月２日㈪、
９日㈪（全３回）午前 10時～正午

ところ　まなび創造館研修室
講師 柴田良枝氏（元星城大学教授）
定員　30人（申込先着順）
託児　あり（１歳～未就学児・先着順）
申込み　必要事項を記入し、申込
フォーム（QRコード）・メール・

FAX・往復はがきを郵送、または直
接まなび創造館

【必要事項】①講座名②住所③氏名（ふ
りがな）④年齢⑤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

※ 託児は直接窓口のみでの受付となり
ます。

まなび創造館（〒485‐0041小牧３‐555☎ 71‐9848
71‐9840 manabi@city.komaki.lg.jp）

県では、介護事業所で働きたい方、
介護に興味・関心があり勉強してみ
たい方、ボランティア活動がしたい
方を対象に「あいち介護サポーター」
を募集しています。サポーターとして
活躍いただくためには、研修を受講し
ていただく必要があります。
とき・内容
▶基礎講座　10 月１日㈭午後１時
30分～４時30分

▶入門講座　10月８日㈭、13日㈫、
22日㈭午前９時45分～午後４時
45分

ところ　まなび創造館
対象 介護事業所で働きたい方、介
護に興味・関心があり勉強してみた
い方、ボランティア活動がしたい方

申込み 受講日７日前（必着）までに、
リーフレット（県ホームページから
印刷または東部・味岡・北里の各
市民センター、まなび創造館、介
護保険課に用意）に必要事項を記
入し、郵送またはFAXでパソナあ
いち介護サポーターバンク運営事
務局

※ 市外の会場についてはリーフレット
（QRコード）で
ご確認ください。

あいち介護サポーターバンク
研修会

パソナ（〒450‐6046名古屋市
中村区名駅1‐1‐4 JRセントラル
タワーズ46階 0800‐200‐
9915※コンビニ、IP電話の場合

052‐564‐5764）、
介護保険課（☎76‐1197）
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医療やケアが必要になった場合に備えて知ってる？在宅医療知ってる？在宅医療

　医療やケアが必要になった場合、状況によっては、今後の
医療やケアなどを自分で決めたり、自分が希望することを人
に伝えられなくなると言われています。

　もしものときのためのこれらの取
り組みは、「ACP（アドバンス・ケア・
プランニング）」といい、自らが希望
する医療やケアを受けるための大切
なプロセスになっています。

皆さんは、ご自身が大切にしていることや望んでいること、どこで、どのような医療・ケア
を望むかを、自分自身で前もって考え、周囲の信頼する人たちと話し合っていますか。
皆さんは、ご自身が大切にしていることや望んでいること、どこで、どのような医療・ケア
を望むかを、自分自身で前もって考え、周囲の信頼する人たちと話し合っていますか。

　小牧市では、「わた史ノート」を
作成し配布しています。
　「わた史ノート」を活用し、これ
まであなたが歩いてきた人生を振
り返り、あなたの気持ちを見つめ
直してみませんか。

「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。




