
　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。

こども
子育てサロン～はじめまして～
内容　子育てについての情報交換や
ママ友作りをしましょう。

とき　令和 3年１月８日㈮・２２日㈮
午後１時 30分～ 2時 30分

ところ　ラピオ３階クラブ室
対象　市内在住で生後 4～ 7カ月
のお子さんと母親で、2回とも参
加可能な方※１人のお子様につき
参加は１回のみです。

定員　8組程度（申込先着順）
持ち物　バスタオル 1枚、お気に入
りのおもちゃ

申込み　12月23日㈬から、電話ま
たは直接窓口

※２回目終了後、育児サークルという形
　で継続的に活動する場合もあります。

幼児教育・保育課（☎ 76‐1130）

とき・ところ　どちらも午前10時～
午後1時

■藤島会館※駐車場がありません。
とき　令和3年1月１３日㈬
■春日寺会館※駐車場に限りがあります。
とき　令和3年1月２０日㈬
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。

移動子育て　1 月日程

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）

施設等利用給付費の請求期間について
■令和 3 年 1 月 4 日㈪～ 8 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　1月4日㈪～8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1月8日㈮必着
※	ご来庁の際は印鑑、通帳をご持参く
ださい。

請求対象期間　10月～ 12月分
※詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい。

ジュニアセミナーなど学校外活動
への参加意欲を高めるため、「学校外
活動ポイントラリー制度」を導入して
います。
本年度も広く奨励賞受賞者を募集
するため、「コマポカード」を回収す
ることとなりました。
回収期間　１２月２３日㈬まで
回収場所　市内各小中学校、こども
政策課、各施設（青年の家、図書館、
市公民館、東部市民センター、味
岡市民センター、中部公民館、パー
クアリーナ小牧、児童センター、
児童館）

対象　３０ポイント以上たまった「コマ
ポカード」をお持ちの方

※奨励賞として小牧市生涯学習マスコッ
トキャラクター「こまなびちゃん」の
ピンバッジを贈呈

回収方法　①市ホームページ「令和
２年度ジュニアセミナーポイントラ
リー」よりコマポカード奨励賞申込
用紙をダウンロードし、必要事項を
記入の上、提出箱に投函、もしくは、
②各学校および各公共施設に設置
のコマポカード奨励賞申込用紙に
必要事項を記入の上、提出箱に投函

「コマポカード」を回収します

こども政策課（☎ 76‐1179）
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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）



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 1月 24日㈰ 10:00 ～ 11:00 市内在住の小学生以上　10人
申込受付 :1/10㈰～　（TEL可） なし

こまきこども
未来館	児遊ひろば
（旧：児童センター）
（☎ 75－ 3817）

サンデーイングリッシュ １月10日㈰ 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 :1/5 ㈫～　（TEL 可）

なし

味岡児童館
（☎75－ 4999）おひさまリトミック 1月 18日㈪ 11:00 ～ 11:30 1歳 6カ月～ 2歳未満の幼児と保護者　5組

申込受付 :1/9 ㈯～　（TEL 可）
ハンドタオル・
水筒持参

ベビーマッサージ 1月 18日㈪ 13:00 ～ 14:30 2 ～ 6カ月児の乳児と保護者　5組
申込受付 :1/10 ㈰～　（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♪～ 1月 11日（月・祝） 11:00 ～ 11:30 ２～３歳児と保護者　6組	

申込受付 :12/21㈪～（TEL可）
水筒・

ハンドタオル持参
篠岡児童館

（☎79－ 0690）
えいごであそぼ 1月 15日㈮ 10:00 ～ 10:30 幼児と保護者　6組

申込受付 :12/25 ㈮～　（TEL 可） なし

ベビーマッサージ 1月 13日㈬ 13:00 ～ 15:00
2～6カ月児親子　10組
申込受付 :12/23㈬～　（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）かるた大会 1月 16日㈯ 13:00 ～ 14:00 幼児親子　10組、小学生10人

申込受付 :12/26㈯～　TEL可

なし
あつまれ！双子ちゃん
～多胎児親子を応援します～ 1月 26日㈫ 11:30 ～ 12:00

多胎児親子、多胎児の育児経験のある方、
多胎児出産予定の方
自由参加

英語であそぼう 1月 17日㈰ ① 13:00 ～ 13:35
② 13:45 ～ 14:30

①年少～年長（10人）
②小学１～３年生（10人）
申込受付 :1/5㈫～	（TEL可）　市外3日前から

なし 小牧南児童館
（☎77－ 0454）ベビーマッサージ 1月 20日㈬ 13:00 ～ 14:30 満 2～ 6カ月児と保護者　5組　

申込受付 :1/6 ㈬～	（TEL 可）　市外 3日前から

リトミック 1月 25日㈪ 10:30 ～ 11:15 2～3歳児と保護者　10組　
申込受付 :1/11（月・祝）～	（TEL可）　市外3日前から

ボードゲームデイ 1月 16日㈯ 13:30 ～ 14:30 幼児以上（未就園児は保護者同伴）
申し込みなしで参加できます

なし 北里児童館
（☎71－ 1183）

Hi ！イングリッシュ　 1月 30日㈯ 10:00 ～ 10:40 年少・年中・年長児と保護者　７組
申込受付 :１/16㈯～　（TEL可）

ベビーマッサージ＆サイン 1月 25日㈪ 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 :1/11（月・祝）～		※ TEL 不可

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

西部児童館
（☎42－ 0205）英語であそぼ 1月 18日㈪ 10:30 ～ 11:10

1～3歳の年少前の子と保護者
先着15組
申込受付 :1/5㈫～

汗拭きタオル、水筒

段ボール迷路で謎解きゲーム 12月 24日㈭
～ 1月 6日㈬

※詳細は児童館へお問
い合わせください

ワールドミュージック １月23日㈯ 11:00 ～ 11:30 幼児と保護者		8 組　　　　　　
申込受付 :1/6 ㈬～　（TEL 可） なし

大城児童館
（☎78－ 0046）

楽器であそぼ 1月 25日㈪ 10:00 ～ 10:30 2 ～ 3歳児と保護者			10 組　
申込受付 :1/6 ㈬～　（TEL 可）

水筒・
ハンドタオル持参

※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
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名古屋造形大学情報表現領域学生
によるスペシャルワークショップ
こまきこども未来館で、デザインや
映像制作など、大学生が学んでいる
ことを体験してみよう！
とき　令和 3 年 1 月 16日㈯午前
10時 30 分～正午、午後 3時～
4時 30分

ところ　こまきこども未来館　3階
体験ひろば

対象　小学校3年生以上18歳まで
定員　午前、午後の部　各20人（申
込先着順）

持ち物　エプロンまたは汚れても良い服装
申込み　12月26日㈯午前10時か
ら、体験ひろばのホームページ（QR
コード）にてお申込ください。

多世代交流プラザ準備室
（☎ 71‐8616）

スポーツ

■第４期　ＺＵＭＢＡパーティー
様々なラテンの曲に合わせたダン

ス要素を融合したプログラムで、パー
ティーで激しい音楽に合わせて踊るよ
うな気軽な運動です。初心者の方で
もご参加いただけるプログラムです。
とき　令和3年1月10日㈰
　午前11時30分～午後1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　中学生以上
定員　40人（申込先着順）
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

■第５期　ジョイントエアロ（中上級）
心拍数を一定まで上げて有酸素運
動を取り入れ、心拍機能の向上や脂
肪燃焼促進をしていきます。様々な
ステップを駆使しながら組み立て、振
り付けを覚えて、楽しく音楽に合わせ
て踊ります。インストラクターが 2人
で行うことにより、さらに楽しさが倍
増します。
とき　令和3年1月24日㈰
　午前11時30分～午後1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　中学生以上
定員　40人（申込先着順）
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

■第 6 期　リラックスヨガ
呼吸法とストレッチにより、心身と

もにリラックスしバランスを整え、血
行やリンパの流れを良くすることがで
きます。副交感神経を優位に働かせ、
心と体を落ち着かせます。
とき　令和3年1月26日㈫
　午後7時30分～9時
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（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

■第 7 期　ジョイントＨＩＰＨＯＰ
学校教育にも取り入れられている

ストリートダンスの一つで、その中で
ももっともポピュラーなダンスです。
HIPHOPミュージックに合わせて行う
ダンスで、体を大きく使って踊るのが
特徴です。一度もダンスをしたこと
のない人にとっても始めやすい種類
のダンスです。
とき　令和3年2月7日㈰
　午前11時30分～午後1時
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（申込先着順）
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

■各期共通事項
料金　全て一般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。

申込み　全て12月 16日㈬午前10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。

※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。

※途中入退場はできません。

スポットレッスン

まなび創造館スポーツセンター（☎ 71‐9844）
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こども

種別　組演武	
　小学の部　小学生４～６年生の部、
小学生１～３年生の部

　一般の部　一般有段の部（中学生
以上）、一般無段の部（中学生以上）

とき　１月１７日㈰
 　小学の部　午前9時～
	　一般の部　午後1時～
ところ　南スポーツセンター武道館
柔道場

対象　市内在住・在勤・在学の者ま
たは小牧市合気道連盟に加盟して
いる団体会員

申込み　１２月２８日㈪までに所定の申
込用紙によりスポーツ協会へ申込み。

※ホームページ（申込メールフォーム）・
郵送可必着、ＦＡＸ不可

※申込用紙は、文化・スポーツ課、パー
クアリーナ小牧、南スポーツセンター、
大輪体育館、勤労センター、東部・味岡・
北里の各市民センターに用意

※選手の変更は一切認めません。
※	新型コロナウイルスの感染防止のため、開
催要項裏面記載の『申込み時遵守事項
チェック表』をよく読んで、同意・承諾し
たうえで大会にお申し込みください。

第５９回小牧市民体育大会　
合気道競技

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

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。



※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
まなび創造館スポーツセンタースタジオプログラム　12 月 19 日～令和 3 年 3 月 31 日

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　※市外の方も可
定員　各 20人（当日先着順）
※	1コマ目のプログラムのみ、定員を
超えた場合 9時 40分から抽選

料金　１プログラム530円
※	中高生は270 円（生徒手帳をお持
ちください）

※	まなび創造館、パークアリーナの定期
券、回数券も利用可。また、身体障害
者手帳・療育手帳等の交付を受けてい
る方は、手帳提示による割引制度あり。

申込み　開始の１時間前（午前10時
開始の回は30分前）から直接ス
ポーツセンターフロント

※	フラダンスの受付開始は30分前
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

※	プログラムは変更する場合あり。また、
イベント等の開催時は行わない場合あり。初心者～すべての方　★初級者　★★初中級者　★★★中上級者

　室内用運動シューズがなくても参加できます。

プログラム名 対象 内容
はじめてエアロ はじめてエアロビクスをやってみようという方は、まずこのクラスから始めてみましょう。

かんたんエアロ ★ 基本的なステップを中心としたエアロビクスの初級クラスです。

脂肪燃焼エアロ ★★ 中程度の強度で行う、脂肪燃焼を第一の目的としたクラスです。

エンジョイエアロ ★★★ バリエーション豊かなステップでしっかり動きたい方向けの中上級クラスです。

ZUMBA ★ ラテン系の音楽をベースに様々なダンスステップを楽しみましょう。
入門ステップ ステップ台を使用したプログラムで、下半身の筋力向上やシェイプアップに効果があります。ステップ ★★★
ボクシング
エクササイズ ★★ 多数のパンチを組み合わせたバリエーション豊かなボクシングエクササイズです。

かんたん
ストリートダンス ★ ヒップホップダンスを中心としたダンス初級クラスです。

気功 中国伝統の養生法を中医学に基づいて再編した健康法で身体の免疫力向上に効果があると言わ
れています。

太極拳 中国の太極思想を取り入れた拳法で、ゆったりとした動きと呼吸法は下肢の筋力と
血液循環を高めます。

フラダンス ハワイアン音楽に合わせ、フラダンスの基本的なステップや振りを学びましょう。

コアシェイプ 体幹部（コア）を中心に体をリズミカルに動かすことでお腹周りや全身の
シェイプアップに効果があります。

骨盤 INNNER
ダイエット 骨盤のインナーマッスルをトレーニングすることで血行改善やダイエット効果が期待できます。

やさしい
ピラティス 体幹部を中心にインナーマッスルを鍛えることでしなやかで丈夫な身体作りを目指します。

リラックスヨガ 呼吸法に基づいて身体を伸ばし、心と身体のバランスを整えます。

ヨガ＆ピラティス 体幹部分のエクササイズと呼吸法により、美しい身体づくりを目指します。

パワーヨガ ゆっくりとした呼吸法と共にヨガ動作を繰り返すことで柔軟性と全身の筋力向上を図ります。

まなび創造館スポーツセンター（☎ 71‐9844）

とき 受付
開始時間 日 月 火 水 木 金 土

10:00
～
11:00

9:30
ボクシング
エクササイズ
★★

リラックス
ヨガ

リラックス
ヨガ

はじめて
エアロ

かんたん
エアロ
★

パワー
ヨガ

11:15
～
12:15

10:15
脂肪燃焼
エアロ
★★

気功
11:30～12:30
受付 10:30

かんたん
ストリートダンス
★

13:45
～
14:45

12:45
エンジョイ
エアロ
★★★

かんたん
エアロ
★

太極拳 ZUMBA
★

かんたん
エアロ
★

脂肪燃焼
エアロ
★★

はじめて
エアロ

15:30
～
16:30

14:30
コア
シェイプ

骨盤INNER
ダイエット

ヨガ＆
ピラティス

フラダンス
15:00～16:00
受付 14:00

18:45
～
19:45

17:45
入門
ステップ

パワー
ヨガ

やさしい
ピラティス ZUMBA

★

20:00
～
21:00

19:00
脂肪燃焼
エアロ
★★

エンジョイ
エアロ
★★★

ステップ
★★★

ベリー
ダンス

かんたん
エアロ
★
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種類 とき ところ・FAX 内容・対象・申込み 電話

食事療法･
栄養相談

1/12、2/9、3/9 ㈫
午前９時30分～11時

春日井保健所
（春日井市
柏井町２‐31）
　34‐3781

複数の疾患を有する方、
予約制

31‐2133
歯科健康相談 1/13、2/10、3/10㈬

午前９時30分～11時 予約制

メンタル
ヘルス相談

月～金曜日※１
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

エイズ、梅毒、
肝炎ウイルス

34‐1699
骨髄ドナー登録 第1・3火曜日

午前９時～11時 予約制

検便検査 毎週火曜日※２
午前９時～11時 専用容器が必要

31‐2188
水質検査 毎週火曜日※２

午前９時～11時
専用容器が必要
予約制

※１：祝日および年始を除く。　※２：2/9、2/23を除く。

春日井保健所（令和 3 年１～３月）

　育児に家事に仕事を頑張っているあ
なたへ、この機会に自分の健康につ
いて振り返ってみませんか。今回の講
座では更年期ケアインストラクター
が、女性の健康について指導します。
女性ホルモンや体のメカニズムを通し
て更年期や乳がんについて知ることが
できます。ぜひご参加ください。
※本事業は令和２年度小牧市協働提案
事業として保健センター、NPO法
人ちぇぶらが開催します。

とき　令和３年１月３０日㈯午前１０時～
１１時３０分

ところ　市公民館

対象　市内在住３０～５０代女性
定員　20人
持ち物　動きやすい服装、水分、筆
記用具

申込み　申込フォーム（QRコード）
よりお申込み、またはメール（info@
chebura）に①名前②電話番号
③メールアドレス
④住所を記載し送信
してください。

女性のココロとカラダのケア講座～更年期・乳がんについて学ぶ～

保健センター（☎７５‐６４７１）

春日井保健所健康支援課
（☎３１‐２１３３）

神経系難病患者・家族教室
保健所職員から「冬の過ごし

方と栄養について」のお話
とき　令和３年１月２２日㈮午後
２時から

ところ　春日井市総合福祉センター
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　１２月１７日㈭から２８日㈪
までに春日井保健所健康支援課

こまき山体操入門  ～手軽に
かんたん介護予防～

介護予防に効果のある小牧市
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
た小牧市独自の体操で、「誰もが
どこでも気軽に出来る」もので
す。ご興味のある方、体操をご
活用いただける方、ぜひご参加
ください。（事前予約が必要です）
とき・申込み開始日

日付 申込み開始日
令和 3年
1月18日㈪ 12月15日㈫

2月		1		日㈪
		1	月 15日㈮

2月15日㈪

※申込受付時間：平日午前８時３０分～
午後５時15分
※教室開催時間：午前10時～11時
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（５００mL）
２本、飲み物（水分補給用）

申込み　上記申込み開始日以降
に、電話で地域包括ケア推進課

地域包括ケア推進課（☎ 76‐1188）

内容　聴覚障がい者の日常生活や
気持ちを理解し、コミュニケー
ション手段のひとつである要約
筆記（書いて伝える）ボランティ
アを養成します。

講師　要約筆記　こまき
とき　令和 3 年 1 月 16 日～
30日（毎週土曜日）全3回午前
10時～正午

ところ　ふれあいセンター　2階
　視聴覚室

対象　初めて受講し、講座修了後の
ボランティア活動に関心がある方

定員　10人（申込先着順）
申込み　12月15日㈫から社会福
祉協議会ボランティアセンター
※当日は自宅での検温およびマスク
着用で参加をお願いします。

要約筆記ボランティア養成講座

小牧市社会福祉協議会　ボランティアセンター（☎ 77‐0636）
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福祉・健康

※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

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　令和3年2月１７日㈬・１８日㈭・
26日㈮　午前10時～正午

ところ　ラピオ　４階　多目的室１
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
ナンバー等）

申込み　電話にて申し込みください
※	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）

「広告入り窓口用封筒」
の寄附者

内容　市が交付した各種証明書等の
持ち帰り用として窓口に設置する広
告入りの封筒を制作し、寄附してい
ただける企業等を募集します。

募集内容　
・	 角型２号　８万枚
・	 角型６号　２２万枚
・	 掲載広告数は表面、裏面合わせて
２社以上

・	 広告掲載面積は封筒の表面・裏面
とも1/3 以下とし、残りの部分は
市が指定する市政情報を掲載（掲
載位置、サイズ等は別途協議）

募集期間　令和３年１月４日㈪～１８日㈪
設置場所　市民窓口課、篠岡・味岡・
北里の各支所

封筒および封筒設置台の設置期間
　	令和３年６月１日～令和６年５月３１日
※詳細は、市ホームページに掲載され
ている「小牧市広告入り窓口用封筒
の寄附に関する要領」および「広告
入り窓口用封筒寄附者募集要項」等
をご覧ください。

市民窓口課（☎７６‐１１２１）

プラザハウス
（会計年度任用職員）

内容　とんぼ玉作り・サンドブラスト・
牛乳パックからの紙すき等（工作
作業）の体験教室の企画および指
導など

募集要件　簡単なパソコン操作（ワー
ド、エクセル）ができる方、モノ作
りが好きで手先の器用な方

雇用期間　令和 3 年 2 月 1 日㈪～
3月31日㈬

※勤務成績により再度の任用あり
勤務地　	プラザハウス
募集人数　１人
勤務時間　月～日曜日のうち週 5日
勤務（午前8時45分～午後5時
内休憩1時間※土・日、祝日は原
則出勤月曜日は休館日、祝日の場合
は直近後の平日が休館日）

月給　180,671円
※通勤費別途支給、社会保険・雇用保
険加入

申込み　令和3年１月6日㈬（消印
有効）までに履歴書（写真添付）
を郵送またはリサイクルプラザ直
接持参。

※後日面接あり

リサイクルプラザ
（〒485‐0802 大草 5786‐83 

☎ 78‐3631）
男女がお互いにその個性と能力を十

分に発揮することによって、多様性に
富んだ活力ある男女共同参画社会の
実現を目指し、広く市民の方から意見
をいただくため、委員を公募します。
内容　男女共同参画の推進に関する
事項の調査・審議

募集人数　3人程度
資格　令和3年4月1日現在、市内に
1年以上居住している満20歳以上の方

任期　2 年（令和 3 年 4 月 1 日～
令和5年3月31日）

報酬　会議出席1回につき7,700円
申込み　所定の応募用紙（市内公共
施設および市ホームページに用意）
に必要事項を記入し、令和３年１月
２１日㈭【必着】までに郵送・メー
ルまたはまなび創造館へ持参

まなび創造館（〒485‐0041
 小牧 3‐555 ☎ 71‐9842
manabi@city.komaki.lg.jp）

小牧市男女共同参画審議会委員
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児童クラブ支援員
（会計年度任用職員）

内容　児童クラブでの児童見守り業
務

雇用期間　令和３年４月１日～令和
４年３月３１日
※勤務成績により再度の任用あり
勤務時間　通常期　月曜日から金曜日
の午後 1 時 15 分～ 7 時 15 分
（うち 5 時間）および土曜日の
午前8時15分～午後6時15分
（うち5時間）のうち週 3～ 4日
　	学校の長期休業期　月曜日から
金曜日の午前 7 時 15 分～午後
7時 15 分（うち 5時間）および
土曜日の午前 8 時 15 分～午後
6時 15 分（うち 5時間）のうち
週 5日程度

勤務地　	市内１６児童クラブのうちい
ずれか　

※定期的な勤務地の異動あり
時給　※令和２年度実績
	教員資格・保育資格を有する方　
1,273円
		上記資格を有しない方				９５１円
※給与改定により金額が変更となる場
合があります。

※	勤務日数・条件に応じて雇用保険・
社会保険に加入

※通勤費用は距離に応じて支給有
応募方法　令和3年１月6日㈬（消
印有効）までに、履歴書（写真添付）
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。郵送の場合は封筒に「児童
クラブ支援員（一般支援員）」と明
記。

※後日面接あり
その他　欠員が生じた場合の支援員
の登録者、長期休業期間のみの
登録者も募集しています。

こども政策課（〒485‐8650
住所不要 ☎ 76‐1129）

募　集



令和２年度東部協働講座
■「ステキなコサージュ作りましょ！」
内容　布を染めて様々なアートフラ
ワーを作るサークル「手作りアートフ
ラワー」と東部市民センターとの協働
講座です	！	手染めの布から、自分だけ
のすてきなコサージュを作りませんか？
とき　令和 3年 1月21日㈭午前
10時～正午

ところ　東部市民センター２階学習室
講師　手作りアートフラワー
定員　10人（応募者多数の場合抽選）
料金　800円（材料費）
持ち物　はさみ、おしぼり、糸と針
申込み　令和3年1月7日㈭（必着）
までに①講座名、②申込者の氏名
（ふりがな）・住所・年齢・性別、
③連絡先電話番号を、郵送・FAX
または直接東部市民センター
（ホームページ可）

■「自分のカラダは自分で保つ！ひ
めトレ＆シナプソロジー体験講座」
内容　「ひめトレ」は、骨盤底筋群のト
レーニングのこと。加齢や出産でゆるん
でしまいがちな骨盤周りの筋肉を鍛える
ことで、尿もれ予防やウエストのシェイ
プアップを目指します。
　「シナプソロジー」は、脳を刺激し、抑
うつ感や倦怠感の低下をもたらす脳活性
プログラムです。継続して行うことで、
認知機能の低下防止を目指します。どち
らも気軽に始められるトレーニングです。
健康維持や尿もれ予防・認知症予防に関
心がある方、一度体験してみませんか？
とき　令和 3年 1月28日㈭午前
10時～11時30分

ところ　東部市民センター１階講堂
講師　ひめトレ＆シナプソロジー
定員　30人（応募者多数の場合抽選）
持ち物　水分補給用の飲料水、タオル、
動きやすい服装でお越しください。

申込み　令和3年1月14日㈭（必着）
までに①講座名、②申込者の氏名
（ふりがな）・住所・年齢・性別、
③連絡先電話番号を、郵送・FAX
または直接東部市民
センター（ホームペー
ジ可）

東部市民センター
（〒485‐0815 篠岡 2‐23
☎ 79‐0011 79‐0013）

お家
うち

de 小牧市民まつり　応援メッセージ募集中
　近日（12月18日㈮予定）、誰でも
参加できるオンライン市民まつりを開
催します。
内容　地元を勇気づけるコメントボー
ドを持って撮影をしたり、画像編集
で文字を入れてインスタグラムに投
稿してください。アカウントをお持
ちでない方もご参加いただけます。
詳細は、QRコードからご確認くだ
さい。なお、下記の期間においてフォ
トスペースを設けますので、ぜひご
利用ください。

フォトスペース：
	 12月15日㈫～28日㈪まで

	 市役所1階展示スペースに設置します。
掲載場所　小牧市民
まつり専用ホーム
ページおよび小牧
市民まつり公式イ
ンスタグラム

小牧市民まつり実行委員会事務局（☎ 76‐1173）

催　し 募　集
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こまき市民文化財団　こまなびサロン（☎ 77‐8269）

生涯学習人材育成講座「まるっと一日！講師スキルアップ講座」
本講座はＺｏｏｍを利用したオンライ

ン講座です。グループで学ぶこと、関
係づくりをしてから学ぶこと、学び手
同士が学び合い高め合うことをテーマ
に、講師として企画した講座が、参加
者にとって魅力的になるための工夫を
共に考えます。
内容（予定）　
午前の部　講座のお悩み解決！！～そう
　だったのか、受講者との人間関係～
午後の部　体験から学ぶ～プログラム
　づくりで大切なこと～
講師　津村俊充氏（南山大学名誉教
授、一般社団法人日本体験学習研究
所　代表理事・所長）

とき　令和3年 2月14日㈰
午前：10時～正午（昼休憩60分）
午後：1時～3時

ところ　Ｚｏｏｍが利用できる安定し
たwifi 環境にある自宅など

対象　Zoom利用が可能な１８才以上
で、午前・午後とも参加できる方。
また、講師経験がない方からベテラ
ンの方まで、市民企画講座の講師に
応募したいとお考えの方、地域の講
座や学習会をもっと充実させたい方。

※詳細はＷＥＢ申込のページをご覧ください。
定員　20人
※申込者多数の場合抽選（生涯学習市
民講師登録者を優先します）

申込み　1月26日㈫までに、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」から申込
（ＷＥＢ申込のみ）

催　し
生涯学習人材育成講座「オンライン講座対応のための Zoom 初心者講座」
　Zoomアプリの利用方法の基本か
ら、オンライン講座の開催の仕方や主
催者（ホスト）の役割までを学びます。
　講座受講には、タブレット、パソコン、
スマートフォン（メールアドレス必須）
のいずれかをご持参ください。
講師　ＮＰＯ法人こまきe-コミュニ
ティーネットワーク

とき　
1 回目：令和 3 年 2 月 6 日㈯午後
1時 30分～3時 30分
2 回目：令和 3 年 2 月 7 日㈰午後
1時 30分～3時 30分

※各回とも同じ内容です。どちらかを
お選びください。

※詳細はＷＥＢ申込のページをご覧くだ
さい。

ところ　市公民館　視聴覚室
対象　18歳以上でZoomを使用し
たオンライン講座開催を考えている
方。または、「まるっと1日	！	講師ス
キルアップ講座」を受講したい方。

定員　各回 10 人　※申込者多数の
場合抽選（「まるっと1日	！	講師スキ
ルアップ講座」参加者を優先します）

申込み　1月 26日㈫までに、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
ら申込（ＷＥＢ申込のみ）

こまき市民文化財団　こまなびサロン（☎ 77‐8269）

※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。

▲フォトスペースで使用できるアイテム



※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

ところ　まなび創造館　研修室
講師　小牧防災リーダー会、災害ボランティアコーディネーターなごやエンジェル
ランプ　椿	佳代　氏

対象　市内在住・在勤・在学の方
定員　３０人（申込先着順）
託児　あり（１歳～小学３年生・先着順）※直接窓口のみでの受付
申込み　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（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、
通知の受け取れるメールアドレスまたはＦＡＸ番号

※この講座は連続講座ですが、１回のみの参加も可能です。
※前・後期お申込みの方は、再度の申込の必要はありません。

内容　命を守るために事前に備えておくことと対策を学び、ワンランクアップの防
災意識に繋げましょう	！	全 3回出席の方には、修了証が発行されます。

日時 内容

後期
≪地域編≫

令和３年１月 30日
午前 10時～午後 1時

㈯

避難所運営ゲーム（HUG）から、避難所運営の問題
点や課題を出し合い、解決策を見出す。

２月６日
午前 10時～正午

救命救急の準備、避難経路の確認、避難所開設のための準
備を考える。

２月 20日
午前 10時～正午

男女共同参画の視点で被災後の生活を考える。自分たちの
活動がどのように活かせるか、活かすための準備について
考える。

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

男女共同参画講座　Keyword は女性
～男女共同参画×防災＝安心できる避難所づくりに備える～

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、１２月２８日㈪～１月４日㈪休館
令和 3年
１月		6	日㈬
　	～ 15日㈮

写光クラブ
写真展
※初日は午前11時から、最終日は午後４時まで

写真 45点を展示します。

令和 3年
１月		9	日㈯
　	～ 16日㈯

あみあみ倶楽部
編み物展
※初日は正午から、最終日は午後2時まで

ウェア、小物 70点を
展示します。

市公民館４階ロビー（☎ 77‐8269）
令和 3年
１月	12	日㈫
　	～ 26日㈫

こまき日本画愛好会
新春干支展 日本画色紙20点を展示します。

中部公民館 1 階ロビー展示場（☎ 75‐1861）
令和 3年
１月	9日㈯
　	～ 16日㈯

桃夭会エト作品展 日本画エト作品23点を
展示します。

北里市民センター 1 階ロビー（☎ 71‐1197）
令和 3年

１月	7日㈭11:30
　	～ 20日㈬

ナデシコ会作品展 水彩画35点程度を展示します。

催　し
令和２年度小牧市歴史講座

内容・とき・講師
第１回　織田・徳川同盟の実態
令和3年1月23日㈯午後２時～３時３０分
柴　裕之（東洋大学講師）
第２回　桶狭間の戦い
令和3年1月30日㈯午後２時～３時３０分
和田裕弘（戦国史研究家）
第３回　信長の父信秀と家康の父広忠
令和3年2月6日㈯午後２時～３時３０分
平野明夫（國學院大學兼任講師）
第４回　家康からみた小牧・長久手の戦い
令和3年2月13日㈯午後２時～３時３０分
山田邦明（愛知大学教授）
第５回　信長の天下と家康
令和3年2月20日㈯午後２時～３時３０分
藤井讓治（京都大学名誉教授）
ところ　まなび創造館あさひホール
定員　各１５０人（申込先着順・全席
指定）

料金　各回３００円
申込み　１２月１５日㈫午前９時から
メール、電話、または直接文化財
課へ申し込んでください。メール
の場合は件名に「小牧市歴史講
座」、本文に希望する回（複数希
望可）、郵便番号、住所、氏名（ふ
りがな）、電話番号、年齢、性別を
ご記入のうえ申し込んでください。

※申込開始前の受け付けはしません。
メールの送信日時にはご注意ください。
※ＦＡＸ、郵便不可
※窓口、電話の申し込みは市役所開庁
時間のみ受け付けます。

※令和３年１月上旬を目安に郵送にてご
案内を送付します。

文化財課（☎ 76‐1189
bunkazai@city.komaki.lg.jp）

25 2020
12.15 広報



おたより募集！!　身近な話題などをお寄せください。
おたより方法：メッセージやエピソードとあわせて、
氏名（ペンネーム可）と連絡先を記入してください。
メールの場合は題名に「こまきクリップ」と記載して
ください。※写真データは 5MB以下限定。
※文章は紙面の都合上、調整させていただくことがあります。
※コーナーの特性上、行政への要望や個人を誹謗・中傷するもの、
　勧誘や営業行為にあたる内容は掲載できません。
※全てのおたよりが掲載されるわけではありません。
※応募いただいた写真、写真データ等は返却しませんので、ご
　了承ください。
送付先　【メール】koho@city.komaki.aichi.jp　
　　　　【封書】〒485‐8650住所不要　広報広聴課まで

こまきこまきクリップクリップここままききクリップクリップ
市民の皆さんからの身近な話題を紹介するコーナーです☆

テーマは自由！おたよりお待ちしています。

クリスマスツリー

　出したり出さなかったり
するクリスマスツリー、今
年は出しました。我が家に
サンタさんはやってくるか
な？？ T さん（本庄）

催　し

262020
12.15広報

※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。

こまき市民文化財団・中部フィルハーモニー交響楽団共同開催 !
Ｍａｙ Ｊ.×中部フィルハーモニー交響楽団　ＳＰＥＣＩＡＬ ＣＯＮＣＥＲＴ

　圧倒的な歌唱力を持つＭａｙ	Ｊ．と
オーケストラの豪華コラボレーション
でお届けするコンサート。子どもから
大人まで幅広く愛されているディズ
ニーやクラシックの名曲をお送りしま
す。ディズニー映画「アナと雪の女王」
メドレー他
出演　Ｍａｙ	Ｊ．
　指揮：飯森範親
　管弦楽：中部フィルハーモニー交響楽団
とき　令和３年３月２７日㈯午後3時開
演（午後2時１５分開場）

ところ　市民会館大ホール（小牧２‐
107）

料金　プラチナ席：7,000 円　Ｓ席：
5,000 円　Ａ席：4,000 円　Ｂ席：
3,000円

※	高校生は半額、中学生以下は500円
（ただし、プラチナ席は対象外です）
※	全席指定
※	４歳以上有料、３歳以下入場不可
チケット販売　１２月２５日㈮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、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
（Ｐコード190‐736）

電話予約　１２月２５日㈮午後１時からこ
まき市民文化財団（月曜休館）

※１２月２６日㈯以降は午前９時～午後５時
※予約後１０日以内に入金または引き換
えをお願いします。（注）１０日以内に
入金または引き換えがない場合、予
約は取り消されます。

■入金または引き換え方法
①各販売窓口またはセブン－イレブンで
引き換え

②銀行振込
③現金書留でチケット代をこまき市民文
化財団へ郵送

（②、③については公演当日会場でチケッ
トをお渡しします）
※アートフレンド会員の先行予約　　
１２月１９日㈯午前９時～

アートフレンド会員先行予約は、オン
ラインチケットサービスおよび電話（午
前９時～午後５時まで、こまき市民文化
財団のみで受付）で承ります。受付初
日は窓口での予約はできません。
託児　料金：お子様 1人につき1,000 円
（定員５人先着順）　対象：1歳以上の
未就学児　ご希望の方は、令和 3年
３月１７日㈬までにお申し込みください。

こまき市民文化財団（☎ 71‐9700）

防災メモ

　いつもいる場所に向かって「落ちてくる
もの」「倒れてくるもの」「割れるもの」「通
路をふさぐもの」がないよう安全な空間づ
くりに努めましょう。

【室内を安全にするポイント】
・重いものを棚や家具の上に置かない。
・ガラス窓に「飛散防止フィルム」を貼る。
・L 字金具や突っ張り棒などで家具を固定
する。など

普段くつろぐ居間や寝室は、
　　　安全ですか？

地震への備え③

飯森　範親

Ｍａｙ	Ｊ.

©山岸　伸



※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　コース 37　Webメール・写
真データ、コース 38　Webメール

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
※	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

※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

35 少人数で始める
ゆっくりパソコン入門

1/19 ～ 3/2 の
毎週火曜日 

（2/2,2/23 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

36 エクセルの学びなおし
1/21 ～ 2/25 の

毎週木曜日
（2/11 を除く）

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

37 お手軽ホームページ作成
講座

1/30 ～ 3/20 の
毎週土曜日

（2/6,2/27 を除く）

午後

簡単になったホームページ作
成方法を学び自分のホーム
ページを作る講座

6 9,060 円 10

38 らくらく！
   ネットショッピング

1/26 ～ 2/9 の
毎週火曜日

「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

39 初めてのワード
（初心者）

1/29 ～ 3/5 の
毎週金曜日

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 12

江崎文書展

　江戸時代を通じて小牧宿の本陣を勤
め、庄屋・問屋などの要職を兼務した江
崎家の古文書をもとに、小牧宿４００年
の歴史をたどってみましょう。そして、
これからの小牧について考えましょう。
■展示（申込み不要）
とき　令和３年１月９日㈯～１７日㈰
　午前１０時～午後４時
ところ　まなび創造館　市民ギャラ
　リー 2（ラピオ４階）
■講演　演題：小牧宿あれこれ
講師　石田　泰弘（愛西市教育委
員会）

とき　令和３年１月１６日㈯午後２時～
３時３０分

ところ　まなび創造館　あさひホー
ル（ラピオ５階）

定員　100 人（申込先着順・全席
指定）

料金　無料
申込み　１２月１７日㈭午前９時から
メール、電話、または直接文化財
課（メールの場合は件名に「古文
書展講演」、郵便番号、住所、氏
名（ふりがな）、電話番号、年齢、
性別を記入）

※	申込開始前の受け付けはしません。
メールの送信日時にはご注意ください。
※	ＦＡＸ、郵便不可。
※	窓口、電話の申し込みは市役所開庁
時間のみ受け付けます。

※	令和３年１月上旬を目安に郵送にてご
案内を送付します。

文化財課（☎ 76‐1189
bunkazai@city.komaki.lg.jp）

27 2020
12.15 広報

在宅医療でできることは？その②知ってる？在宅医療知ってる？在宅医療

「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。

歯の治療やメンテナンスが
必要な場合は歯科医師や歯
科衛生士が訪問します。

処方された薬の供給、服
薬指導が必要な場合は、
薬剤師が訪問します。

日常の動作訓練など自
宅でのリハビリが必要
な場合、理学療法士、
作業療法士等が訪問し
ます。

１ ２ ３
在宅医療は、安心して自宅で暮らせるよう、専門職がチームになって対応します。



催　し

◆５歳以上　♯小学４年生以上　★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。
※	教室に申し込みをしていないお子さんを連れての参加は不可。
詳しくは、市ホームページ（QRコード）をご覧ください。

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　12 月 27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。

教　室　名 対象年齢 と　き 定　員

布ぞうりを編んでみよう ★
令和 3年１月 28日㈭

午前９時 30分
～正午

各５人
２月 10日㈬
３月 5日㈮

花のステンドグラスを作ろう
（２回で１つの作品を作ります） ★

１月15・22日㈮
３月3・10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） ★

２月17・24日㈬
各６人

３月16・23日㈫

とんぼ玉で雪うさぎを作ろう ＃ ２月 2日㈫ 各 4人2月 11日（木・祝）

チェック皿を作ろう ＃
3月 12日㈮

午前 10時
～正午

各５人
３月１3日㈯

干支のお皿を作ろう
（サンドブラスト） ◆

１月 17日㈰

各 10人

1月 20日㈬
オリジナルグラスを作ろう
（サンドブラスト） ◆

２月 21日㈰
3月 21日㈰

おひなさまを飾ろう（紙すき） ◆
２月 7日㈰
2月 19日㈮

花の壁飾りを作ろう（紙すき） ◆
3月 7日㈰
３月 24日㈬

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

特別体験教室

れきしるこまき（☎４８‐４６４６
７５‐４６５１ komakiyama@

komaki-bunka.or.jp）

■「小牧・長久手の戦いと長久手の史跡」
織田信雄・徳川家康連合軍が小牧
山に本陣を置き、豊臣秀吉軍と戦い
を繰り広げた「小牧・長久手の戦い」。
激戦地となった長久手古戦場のある
長久手市の学芸員をお招きし、戦い
や史跡についてお話いただきます。
講師　川出　康博氏（長久手市生
涯学習課学芸員）

とき　令和３年１月 24 日㈰午後
1時30分～3時（開場午後1時）

ところ　れきしるこまき（小牧山城
史跡情報館）内レクチャールーム

定員　40人（事前申込先着順）
料金　無料（ただし、常設展を観覧
される高校生以上の方は１００円）

申込み　１２月２１日㈪午前９時から
電話、FAXまたはメールでれきし
るこまき

令和２年度れきしるこまき講座
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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。

　RPA（Robo t i c 	 P r o c e s s	
Automation）の導入に関心のある
中小企業向けに、基礎知識と適用業
務の整理や導入企画の作成を通して
社内でのRPA推進人材育成を目的に
開催します。
講師　日本システム開発株式会社　
吉森　大介氏

とき　全て午後２時～５時
　１月２０日㈬　RPA基礎・活用事例	
	 　について
　２月 ３ 日㈬　導入効果測定について
　２月１７日㈬　自社のバックオフィス
　での応用について
　３月 ３ 日㈬　製造業での応用例お
　よび補助金について
　３月１７日㈬　成果発表会
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　15人（申込先着順）
申込み　１月１３日㈬午後 5時まで
に、こまき新産業振興センター
ホームページから直接申込または
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でこまき新産業振興センター

こまき新産業振興センター
「RPA 導入実践ワークショップ」

こまき新産業振興センター
（☎・ 75‐3900）

※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。


