
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 料金・持ち物 児童館名

折り紙教室 10/25 ㈰ 10:00 ～ 11:00 市内在住の小学生以上 　10人
申込受付：10/11 ㈰～（TEL 可）

無料 児童センター
（☎75－ 3817）おもしろクラフト

『プラバンストラップ』 10/25 ㈰ ① 13:30 ～ 14:30
② 15:00 ～ 16:00

市内在住の小学生以上 　各 10人
申込受付：10/11 ㈰～（TEL 可）

サンデーイングリッシュ 10/11 ㈰ 10:00 ～ 10:40
年少児～年長児と保護者、
小学１～２年生　８組
申込受付 :10/3 ㈯～（TEL 可）

無料
味岡児童館

（☎75－ 4999）クラフトルーム
「ジュエリークイリング」 10/17 ㈯ 10:00 ～ 11:00 小学生以上　６人

申込受付：10/3㈯～（TEL可） 無料

リトミック 10/   5 ㈪ 11:00 ～ 11:30 ２～３歳児と保護者　６組
申込受付：9/21（月・祝）～（TEL 可）

無料（水筒・
ハンドタオル持参） 篠岡児童館

（☎79－ 0690）赤ちゃんと一緒に　産後ヨガ 10/15 ㈭ 13:00 ～ 14:30 ２～６カ月児までの乳児親子　８組
申込受付：10/1 ㈭～（TEL 可）

無料（バスタオル２枚・
フェイスタオル1枚持参）

キッズダンス～HIP HOP～ 10/24 ㈯ 15:00 ～ 16:00 小学生　15人
申込受付：10/10 ㈯～（TEL 可）

無料（室内履き、タオル、
水筒持参・動きやすい服装）

小牧児童館
（☎77－ 0906）ハロウィンウィーク＆パーティー

【写真コンテスト・ゲームなど】

ハロウィン
ウィーク
10/24 ㈯～
10/30 ㈮

開館時間内
（17:00 まで）

全年齢
自由参加

無料
ハロウィン
パーティー
10/31 ㈯

①   9:30 ～ 11:30
② 13:00 ～ 14:30
③ 15:00 ～ 17:00

全年齢　予約制（各時間帯定員 20人）
申込受付：10/17 ㈯～（TEL 可）
（10/31 ㈯は予約の方のみの入館になります）
（参加すると、バルーンがもらえるよ！）

卓球遊び 10/10 ㈯ 14:00 ～ 15:00 小学生以上　８人
申込受付：9/26 ㈯～（TEL 可）

無料 小牧南児童館
（☎77－ 0454）リトミック 10/26 ㈪ 11:00 ～ 11:45 ２～３歳児とその保護者　10組

申込受付：10/12 ㈪～（TEL 可）

Hello ！イングリッシュ！ 10/  5 ㈪ 10:30 ～ 11:00 １歳半から未就園児と保護者　先着７組
申込受付：9/21（月・祝）～（TEL 可） 無料

北里児童館
（☎71－ 1183）いっしょにリトミック 10/12 ㈪ 10:00 ～ 10:30 １～３歳児と保護者　７組

申込受付：9/28 ㈪～（TEL 可）
無料（親子ともにタオ
ル、水筒、上靴持参）

育児相談（歯科相談） 10/  9 ㈮ 10:00 ～ 11:30
０～３歳までの子と保護者　8組
申込受付：9/25 ㈮～（TEL 可）
予約受付時に予約時間決定

無料（親子健康手帳・
歯ブラシ持参）

西部児童館
（☎42－ 0205）ベビーマッサージ＆サイン 10/12 ㈪ 10:00 ～ 10:50 １カ月からハイハイまでの子と保護者　15組

申込受付：9/28㈪～（TEL不可）

有料：オイル代200円
（バスタオル、汗拭きタ
オル、水分補給、おむつ
替えシート持参）

わらべうた産後ダンス 10/14 ㈬ 10:30 ～ 11:30 首のすわった赤ちゃん～１歳半の子と保護
者 15組　申込受付：9/30 ㈬～（TEL 可）

無料（汗拭きタオル、水
分補給、抱っこひも持参）

ベビーマッサージ教室 10/  1 ㈭ 10:00 ～ 11:30 ２カ月～６カ月児と保護者　５組
申込受付：9/11 ㈮～（TEL 可）

無料（バスタオル２枚・
親子健康手帳持参）

大城児童館
（☎78－ 0046）リトミック 10/12 ㈪ 11:00 ～ 11:30 ２～３歳児と保護者　10組

申込受付：9/23 ㈬～（TEL 可） 無料（水筒・バスタオル）

ワールドミュージック 10/24 ㈯ 11:00 ～ 11:30 幼児と保護者　８組
申込受付：10/7 ㈬～（TEL 可） 無料

※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。

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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※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。



こども

父母または祖父母と子が楽しめるテ
ニス教室です。まずはボールやラケッ
トに慣れることから始め、楽しくテニス
をしましょう！最終日にはミニゲームに
チャレンジしてみましょう。
とき　11月15日～12月20日毎週
日曜日
▶第３期　午後２時15分～３時15分
（全６回）
▶第４期　午後３時45分～４時45分
（全６回）
ところ　まなび創造館スポーツセン
ターアリーナ１
対象　４歳～小学１年生とその父母
（または祖父母）（２人１組）
定員　10組（20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　10月18日㈰（必着）までに、
申込フォーム（QRコード）、メール、
FAX、往復はがき（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（何期か明記）
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⑦電話番号⑧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

※ 受講者以外の方の
入室はできません。

第３・４期親子テニス教室

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）

ポンポンを使ってチアの基本的な動
作やステップを習い、みんなで楽しく
踊りましょう。
とき　11月 14日～ 12月19日毎週
土曜日午後４時20分～５時10分（全６回）
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　10月17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③氏名（ふ
りがな）④年齢・学年・性別⑤保護
者氏名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

※ 受講者以外の方の
入室はできません。

第２期ちびっこチアダンス教室

親子ふれあい体操教室（Ⅲ期）
内容　リズム遊び、エアロビクスなど
とき　10月20日～12月15日の
毎週火曜日午前１０時～１１時３０分
（全８回）
※ 11月３日（火・祝）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　９月29日㈫（必着）までに、
申込みフォーム（下記QRコードよ
り）で必要事項を入力し申込みもし
くは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

※ 市外在住で市内在勤の方は会社名
も記入してください。

※ 申込フォームより申し込みの方は、
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
信に使用させていただきます。

※ 自然災害等でやむを得ず教室が休講
となった場合は、12月22日㈫に振
替えします。

文化・スポーツ課（〒485‐
8650住所不要 ☎ 76‐1166）

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。

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）
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申請書配布　10月から各保育園、幼児教育・保育課で配布
（認定こども園については、９月より配布）
※第１希望の保育園、認定こども園へ申請書を取りに行くと、
面接の予約ができます。
対象　生後57日目～小学校就学前の児童
申請および面接
▶とき　11月４日㈬、５日㈭午前９時～午後４時 30分
▶ところ　第１希望の保育園（要予約）
※ 親子健康（母子）手帳を持参し、お子さんと一緒に面接を受
けてください。

※ 第１希望の施設が小規模保育施設の場合は、市役所幼児教
育・保育課で受け付けます。（予約不要）

※ 第１希望が認定こども園の場合は、10月に受付をします。
施設にお問い合わせください。
受入　○：１歳児から
　　　●：０歳児（３カ月目）から
　　　☆：０歳児（６カ月目）から
　　　★：０歳児（生後５７日目）から
※ 「〇、●」は公立園、「☆、★」は私立園となります。
※ 令和４年４月には一色保育園が民営化予定です。

令和３年度保育施設等利用申請

受入 保育園名 所在地 電話番号 開園時間
○ 第二保育園 小牧２‐216 77‐0844

7:30～18:30○ 三ツ渕保育園 三ツ渕1622 77‐0913
○ 陶保育園 上末字稲葉台１ 79‐2323
● 大山保育園 応時１‐265 77‐1005 7:00～19:00
● 北里保育園 下小針中島２‐90 76‐3337

7:30～18:30
● 岩崎保育園 岩崎1533‐4 76‐2880
● 小木保育園 小木２‐350‐1 77‐8536 7:00～19:00
● 一色保育園 久保一色南２‐８ 77‐8600

7:30～18:30

● 三ツ渕北保育園 三ツ渕2130‐１ 72‐9330
○ さくら保育園 桜井40 73‐5536
○ 山北保育園 安田町98 73‐5535
○ 本庄保育園 本庄2597‐433 79‐6128
○ 藤島保育園 藤島町梵天110‐35 75‐2320
● 古雅保育園 古雅３‐54 79‐2477
○ 大城保育園 城山３‐2‐1 78‐0797

7:00～19:00

★ 村中保育園 村中1058 42‐0053
★ 味岡保育園 小松寺103‐1 77‐0425
★ レイモンド小牧保育園 新町３‐135 77‐0514
★ みなみ保育園 北外山2645‐16 71‐0373
★ 篠岡保育園 篠岡２‐30 79‐8336
☆ じょうぶし保育園 外堀１‐27 74‐5333

受入 認定こども園名 所在地 電話番号 開園時間
☆ 旭ヶ丘第二こども園 光ヶ丘３‐51 78‐1620 7:00～19:00
☆ とやまこども園 南外山421 77‐0807 7:30～18:30

受入 小規模保育施設名 所在地 電話番号 開園時間

● 小規模保育園こすも 小牧５‐253
中部公民館２階 71‐0115

7:30～18:30
★ こぐま・たんぽぽ保育所 久保新町77 72‐8618

☆ すくすくnursery中央 中央4‐161
サンヴィレッシﾞSTⅡ１階 41‐3455 7:30～19:00

★ キラッとKIDSサポート
託児ルーム 新町３‐297 43‐2339 7:30～18:30

★ あすかキッズステーション 北外山字宮ノ腰19 54‐8024

7:30～19:00

★ あすかちるどれん 北外山字宮ノ腰19 43‐0012

☆ 小牧ステーションわかば 中央２‐115　第２さくら
マンション中央210 48‐1133

☆ 保育園きっずどるちぇ
小牧新町園 新町１‐150 55‐5939

☆ すくすくnursery味岡 久保155 
玉置ビル１階 54‐1189

★ 味岡キッズ保育園 二重堀427‐２ 65‐7522 7:00～19:00

☆ すくすくnursery小牧 小牧３‐53　ルージュ
小牧・アルデール１階 54‐2880

7:30～19:00
☆ すくすくnursery小牧
kids

小牧３‐53　ルージュ
小牧・アルデール１階C 65‐6188

★ イオン小牧キッズ保育園 東１‐126
イオン小牧店１階 65‐6966 7:00～19:00

☆ 保育園きっずどるちぇ
小牧さくら園 桜井本町39 55‐8886 7:30～19:00

★ スクルドエンジェル
保育室こまき園

小牧4‐108‐1
吉野家ビル１F 76‐7679 7:30～18:30

☆ 保育園きっずどるちぇ
小牧園 小牧4‐604 68‐6880 7:30～19:00

★ つぼみ小規模保育園 新町２‐130
パインハイツ１階 68‐6018 7:30～18:30

幼児教育・保育課（☎ 76‐1130）、各保育園・施設

小牧山を歩きながら、小牧山の不
思議な建物、造り物、神社を始め、動物、
昆虫、木や草花などを説明し、さまざ
まな質問に答えます。
とき　10月31日㈯午前10時～正午
ところ　青年の家・小牧山
対象　市内在住の小学生
定員　20人（保護者同伴可）
※ 応募者多数の場合は抽選
料金　１人30円（保険代）
※ 同伴保護者含みます。

持ち物 運動靴、マスク、帽子、水筒
講師　菅沼加那氏、鵜飼公俊氏、清
水豊氏、柴田和則氏
申込み　10月６日㈫から21日㈬まで
に、電話で青年の家

青年の家（☎76‐3718）

青年の家こども講座　小牧山ワクワク探検「僕も私も小牧山博士になれる！」
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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。



※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

こども
移動子育て　10月日程

とき
■舟津会館 １０月７日㈬午前１０時～
午後１時
■大山（応時）会館 １０月２１日㈬
午前10時～午後１時

対象　市内在住で、０～３歳（年少前）
のお子さんと保護者

※ エプロンシアター・しかけ絵本など、
お楽しみがあります。

※ 舟津会館は、駐車場に限りがありま
す。大山（応時）会館は、駐車場が
ありません。

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）

広いところで思いっきり遊びません
か ？ 今回は「運動会」と題して、玉入
れや、お買い物競争などを行います。
親子で楽しく参加してスキンシップを
図りましょう。子育て中のママ同士の
情報交換もできますよ。
※ 第３回目（令和３年１月頃）は親子でヨ
ガを行う予定です。

※ 子育て支援講座は、市と市民団体「子
育て応援隊」との協働で開催します。
とき　10月５日㈪午前10時～11時

ところ まなび創造館５階中央アリーナ
対象　２歳以上のお子さんとその親
定員　20組（申込先着順）
持ち物　親・子ともに室内用運動靴（な
ければ裸足でも可）
申込み　親と子の氏名、子どもの年
齢、連絡先を記入の上、メールで
子育て応援隊（ok.yukani@gmail.
com）

※ E-mail での申込みが難しい場合は下
記までご連絡ください。

子育て世代包括支援センター（☎ 71‐8613）

子育て支援講座（ふれあい編第２回目）

オンラインで多胎妊婦、多胎育児
家族同士つながりましょう。交流でき
るように保育士・助産師・保健師が
サポートします。
とき 10月11日㈰①午前10時～
②午後１時～（ともに40分間）

※ 途中参加、途中退出もできます。
※ 対面とオンライン共に並行して参加
も可。
対象　多胎妊婦、多胎育児家族（市
内在住・０～３歳年少前まで）
定員　各３組程度（申込先着順）

料金　無料（通信料がかかります）
申込み　10 月３日㈯までに、申込
フォーム（QRコード）またはメー
ルで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すくすくパオーンルーム
（子育て支援室）（☎ 41‐3223）

オンライン子育て講座　
ツインプルファミリー（多胎児家族応援講座）

申込フォーム メール

施設等利用給付費の
請求期間について

■10月１日㈭～10月９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　10月１日㈭～９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10月９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　７月～９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）

お父さん（おじいちゃん）と一緒に
学べば片付け・掃除・洗濯はオモシ
ロくなる ！ ポイントをおさえれば、完
ペキじゃなくったって“続けられる”
家事が身につきます♪家族みんなで、
心地いい生活を作りましょう ！  
とき 11月29日㈰、12月６日㈰
　午前10時～正午（全２回）
ところ　まなび創造館　多目的室
講師　杉千郷氏（片づけ収納マイス
ター／清掃マイスター認定講師）
対象　男性の保護者と小中学生の子
（子は複数可）
定員　12組
※申込多数の場合は抽選
料金　600円
託児 あり（１歳～未就学児）

申込み　10月 15日㈭（必着）まで
に、申込フォーム（QRコード）・メー
ル・FAX・往復はがき（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

【必要事項】①講座名②住所③子の
氏名（ふりがな）・年齢・学年・性
別④保護者（男性）の氏名（ふり
がな）・年齢⑤電話番号⑥託児の
有無（有の場合はお子さんの年齢
と人数）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・FAX番号

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

男女共同参画　男性支援講座　
家事ってオモシロイ！！お父さんと一緒に学ぶ家事講座
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スポーツ

第１期健康セミナー
気功を体験しましょう！
ゆるやかな動作で、気のパワーを
巡らします。静かな時の流れの中で、
免疫力、自然治癒力、生命力を高め
る術を身につけましょう。
とき 11月12日㈭午後１時30分～３時
ところ　まなび創造館スポーツセン
ターアリーナ2
対象　18歳以上で市内在住・在勤・
在学の方
定員　40人（申込先着順）
持ち物　運動のできる服装、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
ズボンなどでの受講はできません。

申込み　９月１６日㈬午前１０時３０分
から、まなび創造館スポーツセン
ターにて整理券配布（１人２枚まで）

※ 申込みの際、受講者の住所、氏名（ふ
りがな）、電話番号の記入が必要です。
※ 受講者以外の入室はできません。
※ 受講者の変更はできません。

まなび創造館スポーツセンター
（☎ 71‐9844）

チャレンジ企画
「THE BANZUKE 2ndレベル ～テニスストラックアウト番付！～」
挑戦者求む！制限時間内に数字ボー

ド10枚をサーブで射貫くチャレンジ
型レクリエーション「ストラックアウト」
がパワーアップして再来！日頃磨いた
自慢のテクニックで、得点番付の頂点
を目指そう ！
※ 高得点者を表彰、得点番付をテニス
コートへ年間表示
とき　11月７日㈯午前10時～午後５時
※ 雨天順延：11月８日㈰
ところ　小牧勤労センターテニスコー
トD面
定員　70人
※ 詳しくは、施設ホームページをご覧く
ださい（Komaki-kinrou.com）。

■小牧勤労センターLINE公式アカウ
ントが開設しました！
小牧勤労センターのイベントや休館
情報、施設の取り組みなどを発信して

いきます。下記のQRコードを読み取
ると友達追加できます。皆さんの友達
追加をお待ちしています。
※ 小牧勤労センター公式アカウントでは
メッセージをいただいても返信はでき
ません。

勤労センター（☎ 79‐7711）

市制 65周年記念事業  第 59回小牧市民体育大会
▶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、
メールまたは直接スポーツ協会

※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
したうえでお申込みください。

■バスケットボール競技（小学生の部）
とき　11 月 15 日 ㈰、22 日 ㈰、
23日（月・祝）、29日㈰、12月６日㈰
ところ　勤労センター体育館
対象　市内の小学校（４年生以上）で
編成されたチーム（各校男女各１チー
ム）

※ 学校長の承認を得てください。
※ クラブチーム、複数校合同チームは不可。
※ チーム名は学校名とし、代表者は学校
関係者とする。

※ スタッフ（成人以上）に教員１人以上、
大会中ゲームにも教員１人以上の参加
とする。
※ チームエントリーは無制限、ゲームエ
ントリーは１８人以内とする。
監督者会議　10月19日㈪午後７時～

パークアリーナ小牧会議室Ａにて行い
ますので必ず出席してください。
申込期限　10月２日㈮

■卓球競技（一般の部）
種別 30 歳以下男子の部（高校生以
上）、31 歳以上男子の部、46 歳以
上男子の部、60 歳以上男子の部、
45歳以下女子の部（高校生以上）、
46 歳以上女子の部、60歳以上女
子の部

※ すべて個人戦シングルス
※ 令和２年11月１日㈰現在の満年齢を
適用。参加人数が少ない場合は部門
を再編成する場合があります。
とき　11月１日㈰午前９時～（開会式）
ところ　パークアリーナ小牧メインア
リーナ
対象　市内在住・在勤・在学の方また
は市卓球協会に加盟している団体か
個人で加盟している会員

※ 選手の変更は一切認めません。
申込期限　10月11日㈰

■ソフトボール競技（中学女子の部）
とき　10月31日㈯
※ 雨天予備日：11月７日㈯ 
ところ　桃陵中学校グラウンド
対象　市内在住・在学の女子中学生
で構成されたチーム
チーム編成 選手25人以内（スコアラー
１人を含む）、監督１人、コーチ２人
監督者会議　１０月１４日㈬午後７時～
パークアリーナ小牧会議室Ｃ

※ 選手・ユニフォームナンバー等の変
更は監督者会議までとします。
申込期限　９月30日㈬
※ 悪天候による実施の可否は、午前７時
に決定しますので、会場校へ問い合わ
せてください。（桃陵中学校：79‐
8987）

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

前回の様子
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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。



※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

アルコールの問題で悩んでい
る方やそのご家族を対象に、精
神科医師と酒害相談員による専
門相談を実施します。
とき　午後２時～４時
▶第１回　10月６日㈫
▶第２回　12月14日㈪
ところ　春日井保健所２階相談室
（春日井市柏井町２‐３１）
対象　春日井市または小牧市在
住で、アルコールの問題で悩
んでいる方やその家族
申込み　事前に電話で春日井保
健所健康支援課
※ 申込者多数の場合は、ご希望に添
えない場合があります。あらかじめ
ご了承ください。

アルコール専門相談

春日井保健所健康支援課
こころの健康推進グループ
（☎ 31‐0750）

内　容 と　き 電　話

食事療法 ･ 栄養相談（複数
の疾患を有する方）（予約制）

10月 13 日㈫
午前９時 30分
～ 11時

☎ 31‐2133

11 月 10日㈫

12月   ８日㈫

歯科健康相談（予約制）

10月 14日㈬
午前９時 30分
～ 11時11月 11 日㈬

12月   ９日㈬

メンタルヘルス相談（面接
での相談を希望される方は
要予約）

月曜日～金曜日
（祝日および
年末年始除く）

 ①午前９時～正午
 ②午後１時
　　～４時30分

☎ 31‐0750

血液検査
（エイズ、梅毒、肝炎ウイルス） 第１・３火曜日

※11/3を除く。

　午前９時
　　　～ 11時

☎ 31‐2189
骨髄ドナー登録（予約制）

検便検査
（専用容器が必要です） 毎週火曜日

※11/3、12/29を
除く。

☎ 31‐2188
水質検査（予約制、専用容
器が必要です）

春日井保健所 10月・11月・12月の定例事業

春日井保健所 神経系難病患者・家族教室
■医師講話「神経難病を学びま
しょう～パーキンソン病、筋萎
縮性側索硬化症など～」
講師　加藤武志医師（かとう内
科クリニック）
とき　10月 26日㈪午後２時～
４時
ところ　春日井市総合保健医療
センター
対象　パーキンソン病や脊髄小
脳変性症などの神経難病患者
とその家族
定員　20組 40人（申込先着順）
申込み　９月２３日㈬から３０日㈬
までに、電話で春日井保健所
健康支援課

春日井保健所健康支援課
（☎ 31‐2133）

福祉・健康

募　集
休日急病診療所職員

試験区分 採用予定人数 対象

医療事務員 若干名 医療事務に通じた方でレセコン経験者（原則）

正・准看護師 若干名 正・准看護師の資格を持っている方

募集期間　９月15日㈫～30日㈬
勤務期間　11月１日～令和３年３月
31日
勤務　休日急病診療所診療日（日曜
日、祝日および12月31日、翌年
１月２日・３日の当番日）午前
８時～午後５時（休憩１時間） 
※ 当番日はシフトによる交替制
※ レセ業務として、平日出勤日若干あり
（医療事務員のみ）
勤務場所　休日急病診療所（常普請
1‐318）
時給
▶医療事務員　1,3 4 0 円（ G W
 1,675 円、年末年始 2,010 円）、
レセプト請求業務 1,340 円

▶正・准看護師　1,8 6 0 円（GW
 2,325 円、年末年始 2,790 円）
申込み　９月30日㈬（必着）までに、
履歴書 （写真貼付） を郵送または直
接医師会事務局

※ 持参の場合の受付時間：平日午前
9 時～午後 5 時

※ 面接日は後日連絡します。
※ 応募多数の場合は書類選考があります。
※ 出務日前に実習をかねた勤務日があ
ります。

医師会事務局（〒485‐0044常普請 1‐318☎ 73‐9970）
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看護専門学校社会人入学生
試験日　11月14日㈯
試験場所 公立春日井小牧看護専門学校
対象 次の各項目の全てに該当する方
①高等学校（中等教育学校を含む）
を卒業した方、または高等学校卒
業者と同等の学力があると認めら
れた方など
②令和３年４月１日現在で満21歳以
上の方
③令和３年３月31日現在で３年以上
社会人の経験のある方

※ 詳細は募集要項をご覧ください。
募集人員　若干名
受験料　5,000円
試験　小論文、一般教養、面接
課程・学科 医療専門課程・看護学科
修業年限　３年（昼間）
募集要項 直接来校されるか、郵送
希望の場合は、資料申込書（郵便番
号・住所・氏名・電話番号を記入し
たもの）と返信用封筒（210円切手
を貼った角形２号封筒に宛先を記入し
たもの）を同封してお送りください。
申込み　10月６日㈫から28日㈬（消
印有効）までに、郵送または直接
公立春日井小牧看護専門学校

※ 土・日を除く。（午前９時～午後５時）

公立春日井小牧看護専門学校
（〒４８６‐0849春日井市八田町
２‐38‐１ ☎８４‐５６１１）

■施設管理員
雇用期間　10月12日～令和３年３月
31日

※ 勤務状況等に応じて継続雇用する場合
があります。
勤務地　パークアリーナ小牧
対象 健康な方で、簡単なパソコン操
作ができる、普通運転免許所有者
定員　１人
時給　989円
※ 別途距離に応じて通勤手当支給

※期末手当は市に準じて支給
※ 健康保険・厚生年金・雇用保険加入
申込み　９月30日㈬（必着）までに、
所定の申込用紙に写真を貼付の
上、郵送または直接スポーツ協会
事務局（パークアリーナ小牧内）

※ 受付時間：午前８時30分～午後５時
１５分（土･日も受付します）
※ 提出された書類は、合否に関わらず返
却しません。

※ 面接試験を10月４日㈰に実施します。

市スポーツ協会（施設管理員）臨時職員

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

ファミリー・サポート・センター
援助会員

内容　子育てのお手伝いをしてくだ
さる有償ボランティアの登録
とき　10 月 21 日㈬、22 日㈭、
23日㈮午前10時～正午
ところ　ラピオ４階学習室
対象　市内在住 20歳以上の心身健
康で子育て協力に意欲のある方
持ち物　ボールペン・本人確認のと
れるもの（運転免許証・保険証・
マイナンバーなど）
申込み 電話でファミリー・サポート・
センター

※ 資格は必要ありません。
※ ３日間の講習で、登録が完了です。

ファミリー・サポート・センター
（ ☎ 74‐4755）

業務内容　こまきこども未来館（１２月
中旬オープン予定・０～ 18 歳の
児童が遊べる施設）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。
資格　保育士、教員、児童厚生員
募集人数　若干名
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
月給　１７３，４８４円
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　10月９日㈮（必着）までに、
履歴書（写真貼付）と資格の写しを、
郵送または直接多世代交流プラザ
準備室

※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

催　し
第５回こまき検定

内容　小牧に関してどれくらい知って
いるか、知識試しをしてみませんか。
今回は歴史、地理、公民の幅広い分
野のほか、市制 65周年にちなんだ
問題を出題します。（小学校５年生程
度の難易度）
※ 市ホームページにて公開している問
題・解説の中から30問を出題します。
（QRコードを読み取りアクセスしてく
ださい）
とき １１月３日（火・祝）午前９時４５分～
正午（受付９時 15分～）

※ 検定時間は30分間です。
ところ 市役所本庁舎６階601会議室
対象　小・中学生

定員　50人（申込者多数の場合は抽選）
申込み　9月25日㈮（必着）までに、
「こまき検定参加希望」、郵便番号、
住所、氏名、ふりがな、電話番号、
本検定への参加経験の有無、学校
名、学年を記入し、はがき、ＦＡＸ、メー
ル、電話または直接文化財課

※ 市内小中学校に在学の場合は、各学
校から配布されるチラシにより各学校
へ申し込んでくだ
さい。

文化財課（〒485‐8650住所不要
☎76‐1189 75‐8283 bunkazai@city.komaki.lg.jp）
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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。



※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
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

 10 月 ４ 日㈰
　  ～ 13日㈫

萌黄の会
水彩画展示会
※初日は正午から、最終日は午後４時まで

水彩画約35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

 ９月  18 日㈮
　  ～ 27 日㈰
午前10時～午後５時

小牧市美術協会
第６回人物デッサン展
※初日は午後１時から午後3時まで、
　最終日は午後４時まで

人物デッサン作品
約 60点を展示します。

 10 月 ８ 日㈭
　  ～ 11日㈰
午前10時～午後５時

西陣美術織全国巡回展実行委員会
西陣美術織平山郁夫
シルクロード展
※初日は正午から、最終日は午後４時まで

西陣美術織・額等を
展示します。

味岡市民センター（☎76‐7000）
 ９月  15 日㈫
　  ～ 27 日㈰

吉田初三郎の鳥瞰図
※初日は午前10時から、最終日は午後２時まで

鳥瞰図 200点を展示します。

北里市民センター（☎71‐1197）
 10 月 17日㈯
　  ～ 23日㈮

フォト「輝」写真展
※初日は午前10時から、最終日は午後４時まで

写真 15～ 20点程度を
展示します。

中部公民館（☎ 75‐1861）
 10 月 ３ 日㈯
　  ～ 10日㈯ 駒来俳句会作品発表会 俳句 16点を展示します。

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）
持ち物　USBメモリ（コース26）
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

※ こまきe‐コミュニティーネットワーク
のホームページからも受付可能です。

※ 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

24 エクセルの学びなおし
10/21 ～ 11/25 の
毎週水曜日

（11/18 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 7,050 円 12

25 少人数で始める
ゆっくりワード入門

11/6 ～ 12/11 の
毎週金曜日

（11/20 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

26 簡単ビデオ編集
11/6 ～ 11/27 の
毎週金曜日

（11/20 を除く）
午後

サンプル動画を使って、不要
な部分を取り除いたり文字や
音楽を入れるなど簡単な編集
を学ぶ講座

3 4,780 円 10

託児ボランティア講座
～あなたも子育てサポーター～
子育てに関わる活動がしたい、こ
れまでの経験を活かし子育てのお手
伝いをしたいという方が対象の講座
です。講座終了後、希望者は託児者
として登録し、有償で活動していただ
けます。
とき　11月４日㈬、18日㈬、25日㈬
（全３回）午前 10時～正午
ところ まなび創造館研修室２・和室
講師　千田伸子氏（コミュニケーショ
ンアドバイザー）ほか
対象 18歳以上の市内在住・在勤・
在学で、子育てに関わる活動がし
たい方、託児活動に関心がある方
定員　20人（託児なし）
※ 申込先着順・窓口優先
申込み　10 月 21日㈬（必着）ま
でに、往復はがき（1人 1枚）に
講座名、住所（在勤・在学の方は
勤務先・学校名）、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号を記入し、
郵送または直接まなび創造館

まなび創造館（〒485‐0041
小牧３‐555☎ 71‐9848）

結婚、出産・育児などで離職し、
再就職を考えている女性に対し、マ
マ・ジョブ・あいちのカウンセラー
が無料相談を実施します。退職して
からブランクが長くて不安、今の自
分に合った働き方を見つけたい、再
就職の準備は何から始めたらいいの
…等、不安や悩みを個別に相談でき
ます。
内容　ママ・ジョブ・あいちのカウン
セラーによる就職相談（仕事の紹
介、斡旋ではありません）
とき　１０月１６日㈮①午前９時３０分～
②10時30分～③11時30分～
ところ　市役所２階 203会議室
対象　結婚・出産・育児等で離職し、
再就職を考えている女性
定員　３人（申込先着順）
申込み　９月15日㈫から受付開始
※雇用保険受給者の方は求職活動の実
績になります。

ママ・ジョブ・あいち
無料出張相談

商工振興課（☎76‐1134）
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催　し

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 ９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 ★
10月 22日㈭

午前９時 30分
～正午

各５人
11月 18日㈬
12月 18日㈮

ステンドグラスを作ろう
（２回で１つの作品を作ります） ★ 11月12・19日㈭

12月9・16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） ★ 10月20・27日㈫ 各６人11月20・27日㈮
板ガラスにサンドブラストで絵を描こう
（ハロウィン柄を作ります） ◆ 10月 17日㈯

午前 10時
～正午 各 10人

10月 18日㈰
鏡にサンドブラストで絵を描こう
（クリスマス柄を作ります） ◆ 12月 12日㈯

12月 20日㈰

板ガラスに絵を描こう（ポスカ絵） ◆ 11月　1日㈰
11月 15日㈰

ハロウィンの壁飾りを作ろう（紙すき） ◆ 10月 24 日㈯
10月 25日㈰

飛び出すクリスマスカードを作ろう
（紙すき） ◆ 12月　5日㈯

12月　6日㈰

ペーパー芯でお正月の壁飾りを作ろう ◆ 12月 24日㈭
12月 26日㈯

◆５歳以上　★中学生以上
（対象年齢は各講座の難易度を示しています）
※ 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、保護者同伴で参加できます。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ください。 

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

10～ 12月　特別体験教室

男女共同参画就労支援講座 ママたちのワークショップ in 小牧市
■交流会編
何から始めればいいかわからない、
今の自分に合った働き方を探したい
など再就職に向けての不安や悩み
をファシリテーターとともに話し合う
ワークショップです。
とき　11月10日㈫午前10時～正午
ところ　まなび創造館研修室
対象　結婚・出産・介護等により離
職したが、再就職を考えている女性
定員　15人（申込先着順）
託児　あり（１歳～未就学児、先着順）
申込み ９月23日㈬から、下記事項

を記入し、申込フォーム（QRコード）・
メール・ＦＡＸ・郵送（往復はがき）
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電話番号⑥申込
フォーム・メール・ＦＡＸで申込みの
場合は、通知の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）

男女共同参画講演会
男性学の視点から男女共同

参画を考える
男が働かない、いいじゃないか ！
日本は“男”であることと“働く”

ということとの結びつきがあまりにも
強すぎる。今注目される《男性学》
を研究する最先端のジェンダー論 ！ ！  
とき　11月１日㈰午後２時～（１時
30分開場）
ところ　まなび創造館あさひホール
講師　田中俊之氏（大正大学准教授）
定員　100人（車いす席２席あり）
※ 要整理券・先着順
託児　あり（１歳～未就学児、先着順）
申込み ９月16日㈬午前９時30分
から、下記事項を記入し、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
は直接まなび創造館

【必要事項】①講演会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でお
申込みの場合は、通知の受け取れ
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）

「行政書士制度広報月間」実施に伴
う無料相談会を開催します。
遺言・相続、建設業許可、土地関
係許可申請、帰化・在留資格、営業
許可に関する相談をお受けします。
とき　10月９日㈮午前10時～正午、
午後１時～４時
ところ 市役所本庁舎２階相談室１・２

行政書士無料相談会

愛知県行政書士会尾張支部
（☎43‐2310）
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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。※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

現代演劇界にとどまらず、小中学校
のワークショップ実施や大学で教鞭を
とるなど多方面で活躍する劇作家・演
出家の平田オリザによる講演会。地域
にとっての文化、芸術の重要性を語り
ます。
とき　11 月 22 日㈰午後５時開演
（４時15分開場）
ところ　まなび創造館あさひホール
（小牧3‐555）　
出演　平田オリザ
整理券　９月２２日（火・祝）午前９時30分
から、こまき市民文化財団オンライ
ンチケットサービス（http://www.
komaki-bunka.or.jp）、市民会館、
東部・味岡・北里の各市民センター、
まなび創造館

※ オンラインチケットサービスのご利用
には、各種手数料がかかる場合があ
ります。
※ 施設により開館時間、休業日が異なり
ます。
電話予約　９月２２日（火・祝）午後１時から
こまき市民文化財団（月曜休館）
※ ９月23日㈬以降は午前９時～午後５時
※ 予約後10日以内に引き換えをお願い

します。（１０日以内に引き換えがない
場合、予約は取り消されます）
▶引き換え方法
　各発券窓口またはセブン－イレブンで
引き換え

※ 全席指定
※ 託児サービスはありません。
※ 未就学児入場不可。
※ ラピオ地下駐車場をご利用の場合、
公共施設（ご利用）のスタンプ押印で
「入庫から３時間まで無料」となります。
（駐車台数には限りがあります）

平田オリザ特別講演会「なぜ、今、地域に芸術が必要なのか」

こまき市民文化財団（☎ 71‐9700）

©Tsukasa Aoki

内容　和紙とホタテの貝殻で作るペ
ンダント
とき　10 月 10 日㈯午前 10 時～
正午、24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

作和紙細工　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　10 月１日㈭から、所定の
用紙に必要事項を記入し、直接小
針の郷

※ 申込みは本人に限ります。

創作和紙作成教室

小針の郷（☎ 71‐2370）
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　９月 21 日は、世界アルツハイマーデーです。この日を中心に、各地で認知症への理解
を呼びかける活動が行われています。
　地域包括支援センターでは、「認知症」に関することのご相談もお受けしています。

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？
地域包括支援センター

・同じことを何度も言う、通帳をよく無くすなどの物忘れについて相談したい。
・認知症かもしれないが、どこの病院にかかれば良いか分からない。
・認知症について知りたい、勉強したい。

★たとえば･･･

９月は「世界アルツハイマー月間」です

★認知症に関する相談を専門とする認知症地域支援推進員 がいます。

ご家族や近所に暮らす方からの相談もお受けします。困ったときには、地域包括支援
センターへご相談ください。



※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

現代演劇界にとどまらず、小中学校
のワークショップ実施や大学で教鞭を
とるなど多方面で活躍する劇作家・演
出家の平田オリザによる講演会。地域
にとっての文化、芸術の重要性を語り
ます。
とき　11 月 22 日㈰午後５時開演
（４時15分開場）
ところ　まなび創造館あさひホール
（小牧3‐555）　
出演　平田オリザ
整理券　９月２２日（火・祝）午前９時30分
から、こまき市民文化財団オンライ
ンチケットサービス（http://www.
komaki-bunka.or.jp）、市民会館、
東部・味岡・北里の各市民センター、
まなび創造館

※ オンラインチケットサービスのご利用
には、各種手数料がかかる場合があ
ります。
※ 施設により開館時間、休業日が異なり
ます。
電話予約　９月２２日（火・祝）午後１時から
こまき市民文化財団（月曜休館）
※ ９月23日㈬以降は午前９時～午後５時
※ 予約後10日以内に引き換えをお願い

します。（１０日以内に引き換えがない
場合、予約は取り消されます）
▶引き換え方法
　各発券窓口またはセブン－イレブンで
引き換え

※ 全席指定
※ 託児サービスはありません。
※ 未就学児入場不可。
※ ラピオ地下駐車場をご利用の場合、
公共施設（ご利用）のスタンプ押印で
「入庫から３時間まで無料」となります。
（駐車台数には限りがあります）

平田オリザ特別講演会「なぜ、今、地域に芸術が必要なのか」

こまき市民文化財団（☎ 71‐9700）

©Tsukasa Aoki

内容　和紙とホタテの貝殻で作るペ
ンダント
とき　10 月 10 日㈯午前 10 時～
正午、24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

作和紙細工　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　10 月１日㈭から、所定の
用紙に必要事項を記入し、直接小
針の郷

※ 申込みは本人に限ります。

創作和紙作成教室

小針の郷（☎ 71‐2370）
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　９月 21 日は、世界アルツハイマーデーです。この日を中心に、各地で認知症への理解
を呼びかける活動が行われています。
　地域包括支援センターでは、「認知症」に関することのご相談もお受けしています。

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

・同じことを何度も言う、通帳をよく無くすなどの物忘れについて相談したい。
・認知症かもしれないが、どこの病院にかかれば良いか分からない。
・認知症について知りたい、勉強したい。

★たとえば･･･

９月は「世界アルツハイマー月間」です

★認知症に関する相談を専門とする認知症地域支援推進員 がいます。

ご家族や近所に暮らす方からの相談もお受けします。困ったときには、地域包括支援
センターへご相談ください。




