
小学校に通う前に「プレスクール」で日本語をべんきょうしませんか？

電話.0568-39-6527　FAX.0568-72-2340

小牧市役所  市民生活部  多文化共生推進室  多文化共生係
〒485-8650 愛知県小牧市堀の内三丁目1番地
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環境のためにリサイクルペーパーを使用しています。
環境のためにインキには
大豆油インキを使用しています。

http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/lifeinfo/10822.html

P4 ●2019 いきいきこまき

P5 ●次の  税金の  支払い期限は  

　12月 2日（月）です

●2020年度  児童クラブ  加入申し込みP3 ●成人検診の  おしらせ

●外国人の  ための  相談窓口の  

　おしらせ

P2 ●母子健診などの  カレンダー

P1 ●イルミネーション

P6 ●にほんご体験隊“NAKAMA”

●「プレスクール」で  日本語を  べんきょうしませんか？

●災害時  外国人支援  ボランティア養成講座

多文化共生推進室　TEL.0568-39-6527多文化共生推進室　TEL.0568-39-6527
問合先

といあわせさき

たぶんか　　きょうせい　すいしんしつたぶんか　　きょうせい　すいしんしつ

小牧市国際交流協会（小牧市公民館4階）　TEL.0568-76-0905小牧市国際交流協会（小牧市公民館4階）　TEL.0568-76-0905
こまきしこまきし こくさいこくさい こうりゅうきょうかいこうりゅうきょうかい こまきしこまきし こいみんかんこいみんかん かいかい

小牧駅の  近くの  道路

2019年11月15日（金）～2020年1月13日（月）
17:00～22:00

今年も  イルミネーションを  行ないます。 小牧駅の  近くの  道路が  

約25万球の  LEDライトに  照らされ  イルミネーションで  きれいに  

明るく  輝きます。 来て  見て  楽しんで  ください。

イルミネーション

シンボルロードの  外灯、 街路樹の  装飾駅前の  シンボルツリー

料金を  もって  直接  KIAに  来てください。電話や  メール、 ラインで 連絡できること

11月1日（金）～  11月20日（水）会員300円、 会員でない人 500円

12人 （予約が  いります。 先に  申し込んだ  人順、 会員優先）

小牧市に  住んでいる人、 小牧市で  仕事を  している人、 小牧市の  学校で  勉強を  している人、 

または  KIA会員。 中学生以上。

小牧市公民館 3階 料理教室12月 8日（日） 9:00～14:00頃

年越しそばと  雑煮を  作ろう！ レシピを  見て、 スーパーで  食材を  買ってみよう。

11月15日（金）までに  小牧市国際交流協会（KIA）に  電話をするか  直接  きてください。

問合先
といあわせさき 小牧市国際交流協会（KIA)  TEL.0568-76-0905 FAX.0568-71-8396 E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp

きょうかいこうりゅうこくさいこまきし

やすしゅくじつげつようびにちようびかいこうみんかんこまきしこまきこまきし

小牧市小牧2-107 小牧市公民館 4階  ※9:00～17:00 （12:00～13:00、日曜日、月曜日、祝日は お休み）

無料それぞれの  場所で  10人くらい

2020年に  日本の  小学校に  行く  外国に  ルーツのある  こども

岩崎保育園・古雅保育園・市公民館4階
（好きな場所で  べんきょうして  ください）

2020年1月4日～2020年3月28日の  土曜日  12回　べんきょうじかんは  1じかん  です。

①ひらがなをよむ。 かく。　②すうじをよむ。 かく。　③がっこうの  ルール　をべんきょうします。

「プレスクール」では  小牧の  小学校に  通う前に、 こどもたちが  日本語や  小学校の  ことを  べんきょうします。

11月1日（金）～19日（火）9時～17時に、 小牧市国際交流協会（日・祝・月・正午～13時は  除く）

または  市多文化共生推進室へ  電話して  ください。

無料30人程度

地域の  防災に  関心の  ある方で、 

日本語  および  日本語以外の  言語で  

日常会話程度の  コミュニケーションが  とれる方

2003年から  災害ボランティア  

コーディネーターとしての  活動を  開始。 

2016年には  多文化防災  ネットワーク愛知・

名古屋  立上げに  協力。

椿  佳代  先生小牧市公民館  3階  3の2学習室

※午後には、 昨年度に  ボランティア登録された  方の  フォローアップ研修が 

　ありますので、 よろしければ  そちらも  ご参加ください。

※非常食・保存食の  試食会の  後、 終了と  なります。11月24日（日）午前10時00分～午後1時

災害が  おきたら、

どうするの？
災害時外国人支援ボランティア養成講座

勉強した  日本語を  使って  いろいろ  体験し、 自分で  できることを  増やそう！

にほんご体験隊“NAKAMA”

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

講　師 こうし

申し込み もうしこみ
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場　所 ばしょ
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外国人の人口：9,752人 / 小牧の人口：153,138人（2019年 10月 1日現在）
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11月10日（日）

保健連絡員  または  保健連絡員OBが、 生まれてから  ２～３か月ぐらいの  赤ちゃんの  いる家に、

出産祝い品を  持って  訪問します。（前もって  電話で  都合を  ききます）

11月  6日（水）

12月  4日（水）

11月22日（金）

味岡児童館

小牧児童館11月  1日（金）
11月  5日（火）

北里児童館11月11日（月）

11月26日（火）
11月20日（水）
11月12日（火）
11月  6日（水）

毎月第3火曜日、祝日、

年末年始除く、11月のみ  

第3月曜日も  休み

北里児童館11月11日（月）

出生体重が  2,500g未満の  赤ちゃんが  生まれたら、 低体重児届出書を  出しましょう。　　 

●届出先／子育て世代  包括支援センター（ラピオ3階） または  保険年金課

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

※対象の  人には  事前に  お手紙を  送りますので、 受付時間の  詳細は  手紙で  確認してください。

※健診は  必ず  受けましょう。 都合が  悪い場合は、 保健センターへ  相談して  下さい。

４か月児健診・

母親歯科健診

1歳6か月児健診

2歳3か月児歯科健診

3歳児健診

BCG接種

13：05～13：35

13：05～14：15

９:0０～10:10

13:05～14:15

保健センター 13:45～14:30

※親子(母子）健康手帳を  忘れずに  持って  来て  ください。

種　類 場　所 受付時間 対象・内容・申し込みなど

母子健診などのカレンダー母子健診などのカレンダー
日にち

生まれてから  5か月～1歳未満

（標準的  接種期間は  生まれてから  5か月～8か月未満）

赤ちゃん訪問

保健センター

保健センター

離乳食教室
（初期ごっくん教室）

離乳食教室
（後期かみかみ教室）

にこにこむし歯

予防相談

10:00～11:00
ごろ

10:00～11:00
ごろ

保健センター 10:00～12:00

●対象／４か月児以降の 保護者（27人）赤ちゃんも 参加できます
●料金／0円　●申し込み／保健センター
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 抱っこひも など

●対象／乳幼児（特に  1歳ぐらいの  お子さんに  おすすめです）

●内容／歯みがき、 歯ならびに ついての 不安や 心配ごとの 相談　

●持ち物／親子（母子）健康手帳・歯ブラシ

●料金／0円

10:00～11:15

パパママ教室

11月  5日（火）
11月12日（火）
11月19日（火）
11月26日（火）

2019年  7月  1日～  8日生まれ
2019年  7月  9日～16日生まれ
2019年  7月17日～23日生まれ
2019年  7月24日～31日生まれ

11月  8日（金）
11月15日（金）
11月22日（金）

2018年  5月11日～20日生まれ
2018年  5月21日～31日生まれ
2018年  6月  1日～10日生まれ

11月  7日（木）
11月21日（木）

2017年  8月  1日～15日生まれ
2017年  8月16日～31日生まれ

11月  6日（水）
11月13日（水）
11月27日（水）

2016年11月  1日～10日生まれ
2016年11月11日～20日生まれ
2016年11月21日～30日生まれ

11月  7日（木）

11月18日（月）
11月28日（木）

13:00～16:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00

9:30～17:15

●内容／赤ちゃんとの くらしについて、 お父さんの 役割について、 妊娠中の 食事について、
　パパ・ママの お口の 健康に ついて、 赤ちゃん人形 だっこ体験、 妊婦体験　●申し込み／保健センター
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 筆記用具、 塩分濃度を 測るための 汁物（30㏄ぐらい）、 飲み物　●料金／0円

●対象／９か月児以降の 親子（21組）
●料金／0円　●申し込み／保健センター
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 お手ふき など

●対象／市内在住の  妊婦と  その夫
　妊婦のみでも  参加できます。 30組

申し込みは いりません
もう こ

申し込みは いりません
もう こ

問合先
といあわせさき

ほけん せんたー

保健センター　TEL.0568-75-6471　FAX.0568-75-8545
こそだ せだい ほうかつ しえん せんたー らぴお かい

子育て世代 包括支援センター（ラピオ3階）　TEL.0568-71-8611　FAX.0568-71-8612

子育て世代

包括支援センター

（ラピオ3階）

子育て世代

包括支援センター

（ラピオ3階）

10:00～11:15

●料金／無料

●申し込み／子育て世代 包括支援センター（ラピオ3階）

　　　　　　電話  0568-71-8611

こども政策課、 各児童クラブ、 各市民センター

住所クラブ名 電 話児
童
ク
ラ
ブ
一
覧
表

市内の  小学校に  通う  1～6年生で、 昼間  保護者が  就労などで  家庭に  いない  など、 

一定の  条件に  あてはまる  子どもたち。 （年度ごとに  申し込みが  いります。）

申し込み

期間

及び場所

申し込み用紙の設置場所

○平日：授業終了後 ～ 18:30 ○長期休業期間：7:30 ～ 18:30（土曜日を除く）

○土曜日：8:30 ～ 18:00 ○学校代休日・卒業式：7:30 ～ 18:30

月額5,000円 （おやつ代が  別に  かかります） ※おやつ代は  月額500円～1,000円です。 ※口座振替で  お願いします。

※日曜日、 祝日、 年末年始を  除く　※必ず  時間内に  送り迎えして  ください。

料金

対象

開所時間

❶2019年 11月 11日（月）～ 11月 22日（金）
　平日：13:30 ～ 18:00　土曜日：13:00 ～ 17:00　※祝日、 日曜日を  除く

桃ヶ丘 桃ヶ丘二丁目3（桃ヶ丘小学校内） 79-2110
一色 大字久保一色3500（一色小学校内） 77-3275
米野 中央五丁目339（米野小学校敷地内） 77-3357
北里 下小針中島二丁目50（北里小学校内） 71-2584
本庄 大字本庄2597-18（本庄小学校東側） 78-5711
光ヶ丘 光ヶ丘三丁目50（光ヶ丘小学校内） 78-2110
篠岡 篠岡二丁目25（篠岡小学校内） 79-8041
小牧 小牧三丁目17（小牧小学校敷地内） 77-5122
味岡 小松寺五丁目150（味岡小学校敷地内） 77-8666
小牧原 大字小牧原新田1125（小牧原小学校内） 73-7339
小木 小木西二丁目1（小木小学校内） 72-8655
村中 大字村中1045（村中小学校敷地内） 76-2655
小牧南 若草町82（小牧南小学校敷地内） 76-8851
三ッ渕 大字三ッ渕480（三ッ渕小学校敷地内） 76-8100
陶   上末3450-282（陶小学校内敷地内） 78-1101
大城 城山三丁目2-4（大城児童館2F） 78-1102

こども政策課　TEL.0568-76-1129こども政策課　TEL.0568-76-1129問合先
といあわせさき せいさくせいさく かか

○申し込み場所：加入したい  児童クラブ

❷2019年 11月 25日（月） 以降
　平日：8:30 ～ 17:15　※土・日・祝日・年末年始 （12月29日～1月3日） を除く

最終申し込み締切：2020年 1月 15日（水）

○申し込み場所：こども政策課

母乳相談

●内容／育児についての 不安や 心配なことの相談、身体計測、 

　 血圧測定、尿検査（希望する人）

低体重児届

生後 10か月ごろ  アンケートが  ご自宅に  届きます。 アンケートを  出して  プレゼントを  もらいましょう。

●お渡し場所／子育て世代  包括支援センター（ラピオ3階） または  市内児童館   
1st  アニバーサリー 事業

予約必要
よやくひつよう

親子健康手帳
（母子健康手帳）交付

育児相談・

妊婦・産婦健康相談

●内容／保健師・助産師が  親子健康手帳を  交付します
　　　　妊娠中の  不安や  心配事など  気軽に  相談して ください
●持ち物／妊娠届出書  または  医師の  診断書、 個人番号カード

（個人番号カードが ない場合は 通知カード 及び 身分証が いります））（
平日  月～金

予約必要
よやくひつよう

予約必要
よやくひつよう

予約必要
よやくひつよう

健診のおしらせ

詳しいことを  知りたい人は、 下の  問合先へ  聞いて  ください。

次の 税金の 支払い期限は 12月 2日（月）です

収税課　TEL.0568-76-1117問合先

支払いを  忘れないように  するには、 口座振替が  便利です。 税金を  口座振替で  

支払う人は、 支払い期限の  前の日までに  口座の  残りの  お金を  確認して  ください。
支払いは  早めに！ 

●国民健康保険税（第6期） ●介護保険料（第5期） ●後期高齢者医療保険料（第4期）

平日の 昼は 忙しくて、税金の 支払いが できない 人は…

❸ バーコード付きの  税金の  納付書は  コンビニエンスストアでも  払うことが  できます。

　 ※ただし、 納付書に  書いてある  期限までです。

❶ 市役所本庁舎２階で、 税金の  払い方の  相談が  できます。 税金を  払うことも  できます｡

とき  11月10日（日）、 11月24日（日） 　8:30～17:15

とき  11月3日（日）、 10日（日）、 17日（日）、 24日（日）　8:30～17:15

❷ 市役所本庁舎１階で、 税金を  払うことが  できます。

毎週日曜日に 市役所の 窓口で 支払いが できます。（年末年始除く）
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健診のおしらせ〈成人検診の おしらせ〉

保健センター 
骨粗しょう症検診

（超音波）
12月12日（木）

11月27日（水）

※今年度最後の 検診

13:30～14:30
●対象／30歳以上で  小牧市に  住民登録の  ある人

●定員／75人/回　●料金／700円　●申し込み／保健センター

【乳がん検診・子宮がん検診】に ついて　※乳がん（マンモグラフィ）、 子宮がん検診は、

 厚生労働省の 「がん検診の指針」 に基づき、 2年に1回の 受診と しています。

 わからないことが あれば、 保健センターへ 聞いてください。

対象者
② 誕生日が 1989年 1月7日 以前で 偶数年に 生まれた人

③ 誕生日が 1989年 1月8日 以降で 奇数年に 生まれた人

① 無料クーポンが 届いた人

④ ①～③以外で 2018年度に 受診して いない人

 9:30～11:10

 9:00～11:10

 9:30～14:45

胸部X線検診
※今年度最後の 検診

12月  9日（月）

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

日にち 時間 場所

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

勤労センター

保健センター

保健センター

勤労センター 

対象・料金・申し込みなど

●対象／30歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人　

●定員／40人/回　●料金／1,000円（70歳以上は 500円）　

●申し込み／保健センター 

●対象／30歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人

●料金／500円　●申し込み／保健センター

●対象／20歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で 下記の 表の 

　どれかに あてはまる人　●定員／11/2 180人,  11/27 90人/回　

●料金／1,000円（70歳以上は 500円）　●申し込み／保健センター

●対象／65歳以上で 小牧市に 住民登録の ある人　●定員／なし　●料金／0円　

●申し込み／予約は いりません。 希望する人は、 当日会場に 直接 来てください。

●受診期間

 2020年  

 3月31日（火）

 まで

●受診期間 2020年  2月28日（金） まで

●受診期間

 2020年

 2月14日(金)

 まで 

●対象／20歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で 下の 表の どれかに あてはまる人

●料金／頸部がん検診：1,000円　頸部・体部がん検診：2,000円（70歳以上は 500円）

　　　※体部がん検診は 医師が 必要と 認めた人だけ うけることが できます　

●申し込み／下の表の ①～③の人：小牧市内の 産婦人科、

　　　　　　下の表の ④の人：前もって 保健センターへ 聞いてください。

11月  2日（土）

12月  3日（火）

11月  2日（土）

13:30～14:45 東部市民センター11月27日（水）

保健センター 

勤労センター

勤労センター

保健
センター 

※検体容器は 保健センターで 回収します。

　回収日の 予定は、 検体容器を 送る時に 知らせます。

乳がん検診
（マンモグラフィ）

子宮がん検診
(頸部のみ)

乳がん検診
（超音波）

12月12日（木）

11月  2日（土）

 9:00～15:30

 9:30～15:00

 9:00～15:30

東部市民センター

11月  2日（土）

9:00
〜

11:00

●対象／40歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で 下の 表の 

　どれかに あてはまる人　

●定員／保健センター・勤労センター：120人/回　

●料金／1,000円（70歳以上は 500円）　●申し込み／保健センター

身体計測・血圧・

尿検査・

血液検査・胃、

大腸、胸部Ｘ線の

がん検診

●対象／30歳から 39歳の 小牧市に 住民登録の ある人　

●定員／120人/回　●料金／1,000円

乳がん
個別検診

（マンモグラフィ）

人間ドック

●対象／40歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で 下の 表の どれかに あてはまる人

●料金／1,500円（70歳以上は 500円）　●申し込み／下の表の ①～③の人：みわレディースクリニック

 （0568-76-2603）、 下の表の ④の人：前もって 保健センターへ 聞いてください。

●対象／40歳以上の 市内に 住民登録の ある人で、 国民健康保険または 後期高齢者医療保険に

　　　   入っている人と、 協会けんぽの 被扶養者　

●料金／国民健康保険・後期高齢者医療保険に 入っている人：4,900円（70歳以上 1,900円）、

　　　   協会けんぽの 被扶養者：6,780円（70歳以上 3,780円)

※人間ドックを 受診する際は それぞれの 保険から 送られた 受診券が いります。

●申し込み／市内指定医療機関（詳しくは、 保健センターに 聞いてください）

個
別
検
診

みわ

レディース

クリニック

小牧市内の

産婦人科

市内の  

指定

医療機関

種類

子宮がん
個別検診

内診、視診、

細胞診 ）（

集
団
検
診

肺がん検診
（喀痰検査）

●対象／50歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で「1日にたばこを吸う本数」×

 「たばこを吸った年数」が 600以上の人　●定員／なし　●料金／500円　

●申し込み／2020年2月14日(金)までに 保健センター

※痰を とる 検査です。 検体容器を 回収する日の

 　予定は、 検体容器を 渡す時に 知らせます。

問合先
といあわせさき 保健センター

TEL.0568-75-6471　FAX.0568-75-8545

ほけん せんたー

小牧市役所 本庁舎 2階  多文化共生推進室の中  9:00～17:00 （12:00～13:00は お休み）

そのほか、 保険年金課と  幼児教育・保育課に  ポルトガル語（9:00～17:00）、 福祉総務課に  ポルトガル語（9:00～16:30）、 

子育て世代包括支援センターに  ポルトガル語と  スペイン語（9:30～17:30）を  話すことが  できる  職員が  います。 

その他の  言語も、 自動翻訳機を  使って  話すことが  できます。

ポルトガル語・スペイン語・英語 月～金外国人のための 相談窓口の おしらせ

多文化共生推進室　TEL.0568-76-1675（相談直通）問合先
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もう こ さんふじんかしないこまきひとひょうした

もう こ ひょう れでぃーす くりにっくした ひと

ひと まえ ほけん せんたー きひょうした

ひと まえ ほけん せんたー きひょうした

ねん がつ にち きんしときわたけんたいようきよてい

ひかいしゅうけんたいようきけんさたん

じゅしん きかん ねん がつ にち きん

さんふじんか

こまきしない

れでぃーす

しない

してい

いりょう きかん

くりにっく

きかんじゅしん

ねん

にちがつ

きかんじゅしん

ねん

にちがつ

じゅしんかいねんもと

ほけん せんたー き

ししんけんしんこうせいろうどうしょう

けんしんしきゅうまんもぐらふぃにゅうけんしんしきゅうけんしんにゅう

ひと ひとじゅしんねんどいがいうきすうどしいこうにちがつねんたんじょうび

ひとうぐうすうどしいこうにちがつねんたんじょうびひととどくーぽんむりょう
たいしょうしゃ

べんせんけつ

いぶ

きかん くわ ほけん せんたー きいりょうしていしないこもう

じゅしんけんおくほけんさいじゅしんどっくにんげん

えんさいいじょうえんひふようしゃきょうかい

さいいじょうえん えんほけんいりょうこうれいしゃこうきほけんけんこうこくみんりょうきん

ひふようしゃきょうかい

ほけんいりょうひと

ひとはい

ひとはい

こうれいしゃこうきけんこう ほけんこくみんじゅうみんとうろくしないさいいじょうたいしょう

せんけんしん

かくたんけんさ

きょうぶ

けんしんはい

しょくいんはな

が い こ く じ ん そ う だ ん ま ど ぐ ち

ご

こそだ

ほか げんご じどう ほんやくき つか はな

せだい ほうかつ しえん せんたー

ぽるとがるそうむかふくしごぽるとがる

ごぽると が る ごすぺ い ん

ほいくかようじきょういくほけんねんきんか

やすなかたぶんか きょうせい すいしんしつかいほんちょうしゃしやくしょこまき

きんげつご ご えいごぽると が る すぺ い ん
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●パネル展示

●おもちゃの  修理 …壊れた  おもちゃを  持ってきて  ください。 部品代が  必要な  場合も  あります。

●授産所製品の 販売　　●デコパージュ 展示・講習

●生活展クイズ …先着で  粗品を プレゼント　　●ちびっこ警察官に  なろう！ …ミニ白バイも  あるよ！

暮らしに  役立つ  情報を  お知らせ  します。

●体験  コーナー … 自然の  ものを  使った  工作や、 マイバッグ作り  などの  体験が  できます

●ぜんざい、 五平餅の  販売 ●丸太切り体験

●パソコン・携帯電話の  解体体験 ●バス・タクシー乗車体験  など

来て、 見て、 触れて！ 環境について  楽しく  学ぼう!!

＊防火…火事を  防ぐこと　＊防災…地震などの  自然に  おきる  事故を  防ぐこと

●消防車・救急車の 展示 … 写真撮影  できます。 ●住宅防災機器の  展示

●防災ボランティアに  よる  防災啓発コーナー ●不用消火器の  回収 … 16日 土曜日のみ・有料

※各ブースで  体験・学習した方  には、 消防グッズの  プレゼントが  あります。

□地震体験  □消火器体験  □救急体験  □濃煙体験  □放水体験　

□ちびっ子  レスキュー （こども  のみ）

各種体験

消防教室、 各種体験に  参加して  防火*・防災*に  ついて  楽しく  学ぼう！

●物産展  コーナー いろいろな  地域の  食べ物を  売っています。

●生産者直売  コーナー 野菜、 もち米、 柿、 じねんじょ、 エビ芋などを  売っています。

●米消費  拡大推進  コーナー 五平餅、 みたらし団子  などを  売っています。

●緑化推進  コーナー 苗木を  配ります。

小牧市で  作られた  野菜や  果物を  売っています。

●簡単!! 楽しく  リサイクル  工作

●スタンプラリー … 全ての  フェアを  まわると  プレゼントが  あります

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

「住みよいこまき ～食・緑・くらし・安全安心～ 」 を  テーマに  農業、 生活、 環境、 消防イベントを  通じ、

 食・環境・生活・防火防災に  ついて  学んで  もらう。

農 業 祭

共同  イベント

消防フェア

環境フェア

みんなの  生活展

小牧市市民会館 ・ 公民館

11月 16日 (土) ・ 17日 (日)　各日 10:00 ～ 15:00

2019 いきいきこまき

市民安全課　TEL.0568-76-1120問合先
といあわせさき しみん あんぜん か

環境対策課　TEL.0568-76-1181問合先
といあわせさき かんきょう たいさく か

農政課　TEL.0568-76-1131問合先
といあわせさき のうせい か

消防本部予防課　TEL.0568-76-0223問合先
といあわせさき しょうぼう ほんぶ よぼう か

こうみんかんかいかんしみんこまきし

くばなえぎこーなーすいしんりょくか

うだんごごへいもちこーなーすいしんかくだいしょうひこめ

ういもえびかきこめやさいこーなーちょくばいせいさんしゃ

うものたちいきこーなーぶっさんてん

うくだものやさいつくこまきし

ぷれぜんとふぇあすべす た んぷらりー

こうさくりさいくるたのかんたん

しろばいみにけいさつかんぷれぜんとそしなせんちゃくくいずせいかつてん

こうしゅうてんじでこぱーじゅはんばいせいひんじゅさんしょ

ばあいひつようぶひんだいもこわしゅうり

てんじぱねる

しじょうほうやくだく

じょうしゃ たいけんたくしーばすたいけんかいたいけいたいでんわぱそこん

たいけんきまるたはんばいごへいもち

たいけんつくまいばっぐこうさくつかしぜんこーなーたいけん

まなたのかんきょうふみき

ふせじこしぜんじしんぼうさいふせかじぼうか

ゆうりょうどようびにちかいしゅうしょうかきふようこーなーけいはつぼうさいぼらんてぃあぼうさい

てんじききじゅうたく ぼうさいさつえいしゃしんてんじきゅうきゅうしゃしょうぼうしゃ

ぷれぜんとぐっずしょうぼうかたがくしゅうたいけんぶーすかく

れすきゅーこ

たいけんほうすいたいけんのうえんきゅうきゅうたいけんたいけんしょうかきたいけんじしんたいけんかくしゅ

まなたのぼうさいぼうかさんかたいけんかくしゅきょうしつしょうぼう

にち かくじつにちどにちがつ

まなぼうさいぼうかせいかつ

せいかつ かんきょう

かんきょう

しょうぼう いべんと つう

しょく

てーま のうぎょうあんしんあんぜんみどりしょくす

せいかつてん

ふ ぇ あかんきょう

ふ ぇ あしょうぼう

の う ぎょ う さ い

い べ ん ときょうどう
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健診のおしらせ〈成人検診の おしらせ〉

保健センター 
骨粗しょう症検診

（超音波）
12月12日（木）

11月27日（水）

※今年度最後の 検診

13:30～14:30
●対象／30歳以上で  小牧市に  住民登録の  ある人

●定員／75人/回　●料金／700円　●申し込み／保健センター

【乳がん検診・子宮がん検診】に ついて　※乳がん（マンモグラフィ）、 子宮がん検診は、

 厚生労働省の 「がん検診の指針」 に基づき、 2年に1回の 受診と しています。

 わからないことが あれば、 保健センターへ 聞いてください。

対象者
② 誕生日が 1989年 1月7日 以前で 偶数年に 生まれた人

③ 誕生日が 1989年 1月8日 以降で 奇数年に 生まれた人

① 無料クーポンが 届いた人

④ ①～③以外で 2018年度に 受診して いない人

 9:30～11:10

 9:00～11:10

 9:30～14:45

胸部X線検診
※今年度最後の 検診

12月  9日（月）

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

日にち 時間 場所

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

勤労センター

保健センター

保健センター

勤労センター 

対象・料金・申し込みなど

●対象／30歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人　

●定員／40人/回　●料金／1,000円（70歳以上は 500円）　

●申し込み／保健センター 

●対象／30歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人

●料金／500円　●申し込み／保健センター

●対象／20歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で 下記の 表の 

　どれかに あてはまる人　●定員／11/2 180人,  11/27 90人/回　

●料金／1,000円（70歳以上は 500円）　●申し込み／保健センター

●対象／65歳以上で 小牧市に 住民登録の ある人　●定員／なし　●料金／0円　

●申し込み／予約は いりません。 希望する人は、 当日会場に 直接 来てください。

●受診期間

 2020年  

 3月31日（火）

 まで

●受診期間 2020年  2月28日（金） まで

●受診期間

 2020年

 2月14日(金)

 まで 

●対象／20歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で 下の 表の どれかに あてはまる人

●料金／頸部がん検診：1,000円　頸部・体部がん検診：2,000円（70歳以上は 500円）

　　　※体部がん検診は 医師が 必要と 認めた人だけ うけることが できます　

●申し込み／下の表の ①～③の人：小牧市内の 産婦人科、

　　　　　　下の表の ④の人：前もって 保健センターへ 聞いてください。

11月  2日（土）

12月  3日（火）

11月  2日（土）

13:30～14:45 東部市民センター11月27日（水）

保健センター 

勤労センター

勤労センター

保健
センター 

※検体容器は 保健センターで 回収します。

　回収日の 予定は、 検体容器を 送る時に 知らせます。

乳がん検診
（マンモグラフィ）

子宮がん検診
(頸部のみ)

乳がん検診
（超音波）

12月12日（木）

11月  2日（土）

 9:00～15:30

 9:30～15:00

 9:00～15:30

東部市民センター

11月  2日（土）

9:00
〜

11:00

●対象／40歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で 下の 表の 

　どれかに あてはまる人　

●定員／保健センター・勤労センター：120人/回　

●料金／1,000円（70歳以上は 500円）　●申し込み／保健センター

身体計測・血圧・

尿検査・

血液検査・胃、

大腸、胸部Ｘ線の

がん検診

●対象／30歳から 39歳の 小牧市に 住民登録の ある人　

●定員／120人/回　●料金／1,000円

乳がん
個別検診

（マンモグラフィ）

人間ドック

●対象／40歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で 下の 表の どれかに あてはまる人

●料金／1,500円（70歳以上は 500円）　●申し込み／下の表の ①～③の人：みわレディースクリニック

 （0568-76-2603）、 下の表の ④の人：前もって 保健センターへ 聞いてください。

●対象／40歳以上の 市内に 住民登録の ある人で、 国民健康保険または 後期高齢者医療保険に

　　　   入っている人と、 協会けんぽの 被扶養者　

●料金／国民健康保険・後期高齢者医療保険に 入っている人：4,900円（70歳以上 1,900円）、

　　　   協会けんぽの 被扶養者：6,780円（70歳以上 3,780円)

※人間ドックを 受診する際は それぞれの 保険から 送られた 受診券が いります。

●申し込み／市内指定医療機関（詳しくは、 保健センターに 聞いてください）

個
別
検
診

みわ

レディース

クリニック

小牧市内の

産婦人科

市内の  

指定

医療機関

種類

子宮がん
個別検診

内診、視診、

細胞診 ）（

集
団
検
診

肺がん検診
（喀痰検査）

●対象／50歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で「1日にたばこを吸う本数」×

 「たばこを吸った年数」が 600以上の人　●定員／なし　●料金／500円　

●申し込み／2020年2月14日(金)までに 保健センター

※痰を とる 検査です。 検体容器を 回収する日の

 　予定は、 検体容器を 渡す時に 知らせます。

問合先
といあわせさき 保健センター

TEL.0568-75-6471　FAX.0568-75-8545

ほけん せんたー

小牧市役所 本庁舎 2階  多文化共生推進室の中  9:00～17:00 （12:00～13:00は お休み）

そのほか、 保険年金課と  幼児教育・保育課に  ポルトガル語（9:00～17:00）、 福祉総務課に  ポルトガル語（9:00～16:30）、 

子育て世代包括支援センターに  ポルトガル語と  スペイン語（9:30～17:30）を  話すことが  できる  職員が  います。 

その他の  言語も、 自動翻訳機を  使って  話すことが  できます。

ポルトガル語・スペイン語・英語 月～金外国人のための 相談窓口の おしらせ

多文化共生推進室　TEL.0568-76-1675（相談直通）問合先
といあわせさき たぶんか　　きょうせい　すいしんしつ そうだん ちょくつう

）（

けんしん せいじん けんしん

け
ん
し
ん
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つ

け
ん
し
ん

し
ゅ
う
だ
ん

けいぶ
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さいいじょうえん えんほけんいりょうこうれいしゃこうきほけんけんこうこくみんりょうきん

ひふようしゃきょうかい

ほけんいりょうひと

ひとはい

ひとはい

こうれいしゃこうきけんこう ほけんこくみんじゅうみんとうろくしないさいいじょうたいしょう

せんけんしん

かくたんけんさ

きょうぶ

けんしんはい

しょくいんはな

が い こ く じ ん そ う だ ん ま ど ぐ ち

ご

こそだ

ほか げんご じどう ほんやくき つか はな

せだい ほうかつ しえん せんたー

ぽるとがるそうむかふくしごぽるとがる

ごぽると が る ごすぺ い ん

ほいくかようじきょういくほけんねんきんか

やすなかたぶんか きょうせい すいしんしつかいほんちょうしゃしやくしょこまき

きんげつご ご えいごぽると が る すぺ い ん
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●パネル展示

●おもちゃの  修理 …壊れた  おもちゃを  持ってきて  ください。 部品代が  必要な  場合も  あります。

●授産所製品の 販売　　●デコパージュ 展示・講習

●生活展クイズ …先着で  粗品を プレゼント　　●ちびっこ警察官に  なろう！ …ミニ白バイも  あるよ！

暮らしに  役立つ  情報を  お知らせ  します。

●体験  コーナー … 自然の  ものを  使った  工作や、 マイバッグ作り  などの  体験が  できます

●ぜんざい、 五平餅の  販売 ●丸太切り体験

●パソコン・携帯電話の  解体体験 ●バス・タクシー乗車体験  など

来て、 見て、 触れて！ 環境について  楽しく  学ぼう!!

＊防火…火事を  防ぐこと　＊防災…地震などの  自然に  おきる  事故を  防ぐこと

●消防車・救急車の 展示 … 写真撮影  できます。 ●住宅防災機器の  展示

●防災ボランティアに  よる  防災啓発コーナー ●不用消火器の  回収 … 16日 土曜日のみ・有料

※各ブースで  体験・学習した方  には、 消防グッズの  プレゼントが  あります。

□地震体験  □消火器体験  □救急体験  □濃煙体験  □放水体験　

□ちびっ子  レスキュー （こども  のみ）

各種体験

消防教室、 各種体験に  参加して  防火*・防災*に  ついて  楽しく  学ぼう！

●物産展  コーナー いろいろな  地域の  食べ物を  売っています。

●生産者直売  コーナー 野菜、 もち米、 柿、 じねんじょ、 エビ芋などを  売っています。

●米消費  拡大推進  コーナー 五平餅、 みたらし団子  などを  売っています。

●緑化推進  コーナー 苗木を  配ります。

小牧市で  作られた  野菜や  果物を  売っています。

●簡単!! 楽しく  リサイクル  工作

●スタンプラリー … 全ての  フェアを  まわると  プレゼントが  あります

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

「住みよいこまき ～食・緑・くらし・安全安心～ 」 を  テーマに  農業、 生活、 環境、 消防イベントを  通じ、

 食・環境・生活・防火防災に  ついて  学んで  もらう。

農 業 祭

共同  イベント

消防フェア

環境フェア

みんなの  生活展

小牧市市民会館 ・ 公民館

11月 16日 (土) ・ 17日 (日)　各日 10:00 ～ 15:00

2019 いきいきこまき

市民安全課　TEL.0568-76-1120問合先
といあわせさき しみん あんぜん か

環境対策課　TEL.0568-76-1181問合先
といあわせさき かんきょう たいさく か

農政課　TEL.0568-76-1131問合先
といあわせさき のうせい か

消防本部予防課　TEL.0568-76-0223問合先
といあわせさき しょうぼう ほんぶ よぼう か

こうみんかんかいかんしみんこまきし

くばなえぎこーなーすいしんりょくか

うだんごごへいもちこーなーすいしんかくだいしょうひこめ

ういもえびかきこめやさいこーなーちょくばいせいさんしゃ

うものたちいきこーなーぶっさんてん

うくだものやさいつくこまきし

ぷれぜんとふぇあすべす た んぷらりー

こうさくりさいくるたのかんたん

しろばいみにけいさつかんぷれぜんとそしなせんちゃくくいずせいかつてん

こうしゅうてんじでこぱーじゅはんばいせいひんじゅさんしょ

ばあいひつようぶひんだいもこわしゅうり

てんじぱねる

しじょうほうやくだく

じょうしゃ たいけんたくしーばすたいけんかいたいけいたいでんわぱそこん

たいけんきまるたはんばいごへいもち

たいけんつくまいばっぐこうさくつかしぜんこーなーたいけん

まなたのかんきょうふみき

ふせじこしぜんじしんぼうさいふせかじぼうか

ゆうりょうどようびにちかいしゅうしょうかきふようこーなーけいはつぼうさいぼらんてぃあぼうさい

てんじききじゅうたく ぼうさいさつえいしゃしんてんじきゅうきゅうしゃしょうぼうしゃ

ぷれぜんとぐっずしょうぼうかたがくしゅうたいけんぶーすかく

れすきゅーこ

たいけんほうすいたいけんのうえんきゅうきゅうたいけんたいけんしょうかきたいけんじしんたいけんかくしゅ

まなたのぼうさいぼうかさんかたいけんかくしゅきょうしつしょうぼう

にち かくじつにちどにちがつ

まなぼうさいぼうかせいかつ

せいかつ かんきょう

かんきょう

しょうぼう いべんと つう

しょく

てーま のうぎょうあんしんあんぜんみどりしょくす

せいかつてん

ふ ぇ あかんきょう

ふ ぇ あしょうぼう

の う ぎょ う さ い

い べ ん ときょうどう
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11月10日（日）

保健連絡員  または  保健連絡員OBが、 生まれてから  ２～３か月ぐらいの  赤ちゃんの  いる家に、

出産祝い品を  持って  訪問します。（前もって  電話で  都合を  ききます）

11月  6日（水）

12月  4日（水）

11月22日（金）

味岡児童館

小牧児童館11月  1日（金）
11月  5日（火）

北里児童館11月11日（月）

11月26日（火）
11月20日（水）
11月12日（火）
11月  6日（水）

毎月第3火曜日、祝日、

年末年始除く、11月のみ  

第3月曜日も  休み

北里児童館11月11日（月）

出生体重が  2,500g未満の  赤ちゃんが  生まれたら、 低体重児届出書を  出しましょう。　　 

●届出先／子育て世代  包括支援センター（ラピオ3階） または  保険年金課

保健センター

保健センター

保健センター

保健センター

※対象の  人には  事前に  お手紙を  送りますので、 受付時間の  詳細は  手紙で  確認してください。

※健診は  必ず  受けましょう。 都合が  悪い場合は、 保健センターへ  相談して  下さい。

４か月児健診・

母親歯科健診

1歳6か月児健診

2歳3か月児歯科健診

3歳児健診

BCG接種

13：05～13：35

13：05～14：15

９:0０～10:10

13:05～14:15

保健センター 13:45～14:30

※親子(母子）健康手帳を  忘れずに  持って  来て  ください。

種　類 場　所 受付時間 対象・内容・申し込みなど

母子健診などのカレンダー母子健診などのカレンダー
日にち

生まれてから  5か月～1歳未満

（標準的  接種期間は  生まれてから  5か月～8か月未満）

赤ちゃん訪問

保健センター

保健センター

離乳食教室
（初期ごっくん教室）

離乳食教室
（後期かみかみ教室）

にこにこむし歯

予防相談

10:00～11:00
ごろ

10:00～11:00
ごろ

保健センター 10:00～12:00

●対象／４か月児以降の 保護者（27人）赤ちゃんも 参加できます
●料金／0円　●申し込み／保健センター
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 抱っこひも など

●対象／乳幼児（特に  1歳ぐらいの  お子さんに  おすすめです）

●内容／歯みがき、 歯ならびに ついての 不安や 心配ごとの 相談　

●持ち物／親子（母子）健康手帳・歯ブラシ

●料金／0円

10:00～11:15

パパママ教室

11月  5日（火）
11月12日（火）
11月19日（火）
11月26日（火）

2019年  7月  1日～  8日生まれ
2019年  7月  9日～16日生まれ
2019年  7月17日～23日生まれ
2019年  7月24日～31日生まれ

11月  8日（金）
11月15日（金）
11月22日（金）

2018年  5月11日～20日生まれ
2018年  5月21日～31日生まれ
2018年  6月  1日～10日生まれ

11月  7日（木）
11月21日（木）

2017年  8月  1日～15日生まれ
2017年  8月16日～31日生まれ

11月  6日（水）
11月13日（水）
11月27日（水）

2016年11月  1日～10日生まれ
2016年11月11日～20日生まれ
2016年11月21日～30日生まれ

11月  7日（木）

11月18日（月）
11月28日（木）

13:00～16:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00

9:30～17:15

●内容／赤ちゃんとの くらしについて、 お父さんの 役割について、 妊娠中の 食事について、
　パパ・ママの お口の 健康に ついて、 赤ちゃん人形 だっこ体験、 妊婦体験　●申し込み／保健センター
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 筆記用具、 塩分濃度を 測るための 汁物（30㏄ぐらい）、 飲み物　●料金／0円

●対象／９か月児以降の 親子（21組）
●料金／0円　●申し込み／保健センター
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 お手ふき など

●対象／市内在住の  妊婦と  その夫
　妊婦のみでも  参加できます。 30組

申し込みは いりません
もう こ

申し込みは いりません
もう こ

問合先
といあわせさき

ほけん せんたー

保健センター　TEL.0568-75-6471　FAX.0568-75-8545
こそだ せだい ほうかつ しえん せんたー らぴお かい

子育て世代 包括支援センター（ラピオ3階）　TEL.0568-71-8611　FAX.0568-71-8612

子育て世代

包括支援センター

（ラピオ3階）

子育て世代

包括支援センター

（ラピオ3階）

10:00～11:15

●料金／無料

●申し込み／子育て世代 包括支援センター（ラピオ3階）

　　　　　　電話  0568-71-8611

こども政策課、 各児童クラブ、 各市民センター

住所クラブ名 電 話児
童
ク
ラ
ブ
一
覧
表

市内の  小学校に  通う  1～6年生で、 昼間  保護者が  就労などで  家庭に  いない  など、 

一定の  条件に  あてはまる  子どもたち。 （年度ごとに  申し込みが  いります。）

申し込み

期間

及び場所

申し込み用紙の設置場所

○平日：授業終了後 ～ 18:30 ○長期休業期間：7:30 ～ 18:30（土曜日を除く）

○土曜日：8:30 ～ 18:00 ○学校代休日・卒業式：7:30 ～ 18:30

月額5,000円 （おやつ代が  別に  かかります） ※おやつ代は  月額500円～1,000円です。 ※口座振替で  お願いします。

※日曜日、 祝日、 年末年始を  除く　※必ず  時間内に  送り迎えして  ください。

料金

対象

開所時間

❶2019年 11月 11日（月）～ 11月 22日（金）
　平日：13:30 ～ 18:00　土曜日：13:00 ～ 17:00　※祝日、 日曜日を  除く

桃ヶ丘 桃ヶ丘二丁目3（桃ヶ丘小学校内） 79-2110
一色 大字久保一色3500（一色小学校内） 77-3275
米野 中央五丁目339（米野小学校敷地内） 77-3357
北里 下小針中島二丁目50（北里小学校内） 71-2584
本庄 大字本庄2597-18（本庄小学校東側） 78-5711
光ヶ丘 光ヶ丘三丁目50（光ヶ丘小学校内） 78-2110
篠岡 篠岡二丁目25（篠岡小学校内） 79-8041
小牧 小牧三丁目17（小牧小学校敷地内） 77-5122
味岡 小松寺五丁目150（味岡小学校敷地内） 77-8666
小牧原 大字小牧原新田1125（小牧原小学校内） 73-7339
小木 小木西二丁目1（小木小学校内） 72-8655
村中 大字村中1045（村中小学校敷地内） 76-2655
小牧南 若草町82（小牧南小学校敷地内） 76-8851
三ッ渕 大字三ッ渕480（三ッ渕小学校敷地内） 76-8100
陶   上末3450-282（陶小学校内敷地内） 78-1101
大城 城山三丁目2-4（大城児童館2F） 78-1102

こども政策課　TEL.0568-76-1129こども政策課　TEL.0568-76-1129問合先
といあわせさき せいさくせいさく かか

○申し込み場所：加入したい  児童クラブ

❷2019年 11月 25日（月） 以降
　平日：8:30 ～ 17:15　※土・日・祝日・年末年始 （12月29日～1月3日） を除く

最終申し込み締切：2020年 1月 15日（水）

○申し込み場所：こども政策課

母乳相談

●内容／育児についての 不安や 心配なことの相談、身体計測、 

　 血圧測定、尿検査（希望する人）

低体重児届

生後 10か月ごろ  アンケートが  ご自宅に  届きます。 アンケートを  出して  プレゼントを  もらいましょう。

●お渡し場所／子育て世代  包括支援センター（ラピオ3階） または  市内児童館   
1st  アニバーサリー 事業

予約必要
よやくひつよう

親子健康手帳
（母子健康手帳）交付

育児相談・

妊婦・産婦健康相談

●内容／保健師・助産師が  親子健康手帳を  交付します
　　　　妊娠中の  不安や  心配事など  気軽に  相談して ください
●持ち物／妊娠届出書  または  医師の  診断書、 個人番号カード

（個人番号カードが ない場合は 通知カード 及び 身分証が いります））（
平日  月～金

予約必要
よやくひつよう

予約必要
よやくひつよう

予約必要
よやくひつよう

健診のおしらせ

詳しいことを  知りたい人は、 下の  問合先へ  聞いて  ください。

次の 税金の 支払い期限は 12月 2日（月）です

収税課　TEL.0568-76-1117問合先

支払いを  忘れないように  するには、 口座振替が  便利です。 税金を  口座振替で  

支払う人は、 支払い期限の  前の日までに  口座の  残りの  お金を  確認して  ください。
支払いは  早めに！ 

●国民健康保険税（第6期） ●介護保険料（第5期） ●後期高齢者医療保険料（第4期）

平日の 昼は 忙しくて、税金の 支払いが できない 人は…

❸ バーコード付きの  税金の  納付書は  コンビニエンスストアでも  払うことが  できます。

　 ※ただし、 納付書に  書いてある  期限までです。

❶ 市役所本庁舎２階で、 税金の  払い方の  相談が  できます。 税金を  払うことも  できます｡

とき  11月10日（日）、 11月24日（日） 　8:30～17:15

とき  11月3日（日）、 10日（日）、 17日（日）、 24日（日）　8:30～17:15

❷ 市役所本庁舎１階で、 税金を  払うことが  できます。

毎週日曜日に 市役所の 窓口で 支払いが できます。（年末年始除く）

といあわせさき しゅうぜいか
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こまき じどうかん

あじおか じどうかん

きたさと じどうかん

きたさと じどうかん

も ほうもん でんわ つごうまえ

ほけん れんらくいんほけん れんらくいん げつう あか いえ

しゅっさんいわ ひん

こ そだ せだい ほうかつ しえん せんたーとどけでさき

みまんしゅっせいたいじゅう

じどうかんしないかいら ぴ おせ ん た ーほうかつしえんせだいそだこわた ばしょ

ぷ れ ぜ ん とだとどじたくあ ん け ー と あ ん け ー とげつせいご

あか う とどけでしょ だていたいじゅうじ

ほけんらぴお かい ねんきんか

あか ほうもん

よぼう　そうだん

ば

ぼにゅう そうだん

いくじ そうだん

そうだんけんこうさんぷ

ていたいじゅうじとどけ

あ に ばー さ り ー じぎょう

にんぷ

えん

むりょう

ふあん

きぼう ひとけんさにょう

でんわ

らぴお かい

こ そだ せだい

ほうかつ しえん せんたー もう こ

りょうきん

えんりょうきん

こ そだ せだい ほうかつ しえん せんたー

そくていけつあつ

けいそくしんたいそうだんしんぱいふあんいくじないよう

とくにゅうようじたいしょう さい こ

りょうきん

は ぶらしけんこうてちょうおやこ ぼしものも

そうだんしんぱいは はないよう

ぱぱ

も もの おやこ ぼし けんこうてちょう ひっき ようぐ はかのうどえんぶん しるもの の もの

まま くち けんこう あか にんぎょう たいけん にんぷたいけん もう こ ほけん せんたー

ないよう あか とう やくわり にんしんちゅう しょくじ

けんしん

きした といあわせさきひとしくわ

ももがおか

いしき

こめの

きたさと

ほんじょう

ひかりがおか

しのおか

こまき

あじおか

こまきはら

こき

むらなか

こまきみなみ

みつぶち

すえ

おおしろ

じゅうしょ

ももがおか 2ちょうめ 3 ももがおかしょうがっこうない

おおあざ くぼいしき 3500 いしきしょうがっこうない

ちゅうおう 5ちょうめ 339 こめのしょうがっこうしきちない

しもおばり なかしま 2ちょうめ50 きたさとしょうがっこうない

おおあざ ほんじょう 2597-18 ほんじょうしょうがっこうひがしがわ

ひかりがおか 3ちょうめ 50 ひかりがおかしょうがっこうない

しのおか 2ちょうめ 25 しのおかしょうがっこうない

こまき 3ちょうめ 17 こまきしょうがっこうしきちない

こまつじ 5ちょうめ150 あじおかしょうがっこうしきちない

おおあざ こまきはら しんでん 1125 こまきはらしょうがっこうない

こきにし 2ちょうめ 1 こきしょうがっこうない

おおあざ むらなか 1045 むらなかしょうがっこうしきちない

わかくさちょう 82 こまきみなみしょうがっこうしきちない

おおあざ みつぶち 480 みつぶちしょうがっこうしきちない

かみずえ 3450-282 すえしょうがっこうしきちない

しろやま 3ちょうめ 2-4 おおしろじどうかん2かい

くらぶめい でんわ

つ ぎ ぜ い き ん

こも うか に ゅ うく ら ぶじ ど うね ん ど

し は ら き げ ん が つ に ち げ つ

こうきこうれいしゃいりょうほけんりょうこうきこうれいしゃいりょうほけんりょうか い ご ほ けん りょ うか い ご ほ けん りょ う だいだいだいだい きき だいだい ききこくみ ん けん こう ほ けん ぜ いこくみ ん けん こう ほ けん ぜ い

はやはらし

かくにんかねのここうざひまえきげんしはらひと

しはら

しはら

わす ふりかえこうざぜいきんべんりふりかえこうざ

へいじつ ひる ぜいきんいそが しはら ひと ねんまつねんしのぞしはらまどぐちしやくしょにちようびまいしゅう

がつ にちにち がつ にち にち

がつ にちにち にち にち にち にち にち にち

ほんちょうしゃしやくしょ かい

ほんちょうしゃしやくしょ かい

ぜいきん はら かた そうだん ぜいきん はら

ぜいきん はら

つ

ばしょおよ

きかん

こもう

こ ようし せっち ばしょもう

りょうきん

かいしょきかん

たいしょう

こ もう こねんどじょうけんいってい

かていしゅうろうほごしゃひるまねんせいかよしょうがっこうしない

こうざふりかえ ねが

すいにちがつねんしめきりこもう

せ ん た ーしみんかくくら ぶじどうかくせいさくか

さいしゅう

のぞにちがつにちがつねんまつねんししゅくじつにちど

い
ち
ら
ん
ひ
ょ
う

く
ら
ぶ

じ
ど
う

へいじつ

せいさくかばしょこもういこうげつにちがつねん

のぞにちようびしゅくじつどようびへいじつ

くら ぶじどうかにゅうばしょこもうきんにちがつげつにちがつねん

べつだい だい げつがくえん えん えんげつがく

おく むかじかんないかならのぞねんまつねんししゅくじつにちようび

そつぎょうしきだいきゅうびがっこうどようび

のぞどようびちょうききゅうぎょうきかんじゅぎょうしゅうりょうへいじつ

ぜいきん こ ん び に え ん す す と あ

きげんのうふしょ か

のうふしょ はらば ー こ ー ど

きき



小学校に通う前に「プレスクール」で日本語をべんきょうしませんか？

電話.0568-39-6527　FAX.0568-72-2340

小牧市役所  市民生活部  多文化共生推進室  多文化共生係
〒485-8650 愛知県小牧市堀の内三丁目1番地

編 集

発 行

※詳しくは  各担当  窓口に  聞いて  ください

環境のためにリサイクルペーパーを使用しています。
環境のためにインキには
大豆油インキを使用しています。

http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/lifeinfo/10822.html

P4 ●2019 いきいきこまき

P5 ●次の  税金の  支払い期限は  

　12月 2日（月）です

●2020年度  児童クラブ  加入申し込みP3 ●成人検診の  おしらせ

●外国人の  ための  相談窓口の  

　おしらせ

P2 ●母子健診などの  カレンダー

P1 ●イルミネーション

P6 ●にほんご体験隊“NAKAMA”

●「プレスクール」で  日本語を  べんきょうしませんか？

●災害時  外国人支援  ボランティア養成講座

多文化共生推進室　TEL.0568-39-6527多文化共生推進室　TEL.0568-39-6527
問合先

といあわせさき

たぶんか　　きょうせい　すいしんしつたぶんか　　きょうせい　すいしんしつ

小牧市国際交流協会（小牧市公民館4階）　TEL.0568-76-0905小牧市国際交流協会（小牧市公民館4階）　TEL.0568-76-0905
こまきしこまきし こくさいこくさい こうりゅうきょうかいこうりゅうきょうかい こまきしこまきし こいみんかんこいみんかん かいかい

小牧駅の  近くの  道路

2019年11月15日（金）～2020年1月13日（月）
17:00～22:00

今年も  イルミネーションを  行ないます。 小牧駅の  近くの  道路が  

約25万球の  LEDライトに  照らされ  イルミネーションで  きれいに  

明るく  輝きます。 来て  見て  楽しんで  ください。

イルミネーション

シンボルロードの  外灯、 街路樹の  装飾駅前の  シンボルツリー

料金を  もって  直接  KIAに  来てください。電話や  メール、 ラインで 連絡できること

11月1日（金）～  11月20日（水）会員300円、 会員でない人 500円

12人 （予約が  いります。 先に  申し込んだ  人順、 会員優先）

小牧市に  住んでいる人、 小牧市で  仕事を  している人、 小牧市の  学校で  勉強を  している人、 

または  KIA会員。 中学生以上。

小牧市公民館 3階 料理教室12月 8日（日） 9:00～14:00頃

年越しそばと  雑煮を  作ろう！ レシピを  見て、 スーパーで  食材を  買ってみよう。

11月15日（金）までに  小牧市国際交流協会（KIA）に  電話をするか  直接  きてください。

問合先
といあわせさき 小牧市国際交流協会（KIA)  TEL.0568-76-0905 FAX.0568-71-8396 E-mail: kia@ma.ccnw.ne.jp

きょうかいこうりゅうこくさいこまきし

やすしゅくじつげつようびにちようびかいこうみんかんこまきしこまきこまきし

小牧市小牧2-107 小牧市公民館 4階  ※9:00～17:00 （12:00～13:00、日曜日、月曜日、祝日は お休み）

無料それぞれの  場所で  10人くらい

2020年に  日本の  小学校に  行く  外国に  ルーツのある  こども

岩崎保育園・古雅保育園・市公民館4階
（好きな場所で  べんきょうして  ください）

2020年1月4日～2020年3月28日の  土曜日  12回　べんきょうじかんは  1じかん  です。

①ひらがなをよむ。 かく。　②すうじをよむ。 かく。　③がっこうの  ルール　をべんきょうします。

「プレスクール」では  小牧の  小学校に  通う前に、 こどもたちが  日本語や  小学校の  ことを  べんきょうします。

11月1日（金）～19日（火）9時～17時に、 小牧市国際交流協会（日・祝・月・正午～13時は  除く）

または  市多文化共生推進室へ  電話して  ください。

無料30人程度

地域の  防災に  関心の  ある方で、 

日本語  および  日本語以外の  言語で  

日常会話程度の  コミュニケーションが  とれる方

2003年から  災害ボランティア  

コーディネーターとしての  活動を  開始。 

2016年には  多文化防災  ネットワーク愛知・

名古屋  立上げに  協力。

椿  佳代  先生小牧市公民館  3階  3の2学習室

※午後には、 昨年度に  ボランティア登録された  方の  フォローアップ研修が 

　ありますので、 よろしければ  そちらも  ご参加ください。

※非常食・保存食の  試食会の  後、 終了と  なります。11月24日（日）午前10時00分～午後1時

災害が  おきたら、

どうするの？
災害時外国人支援ボランティア養成講座

勉強した  日本語を  使って  いろいろ  体験し、 自分で  できることを  増やそう！

にほんご体験隊“NAKAMA”

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

講　師 こうし

申し込み もうしこみ

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

期　間 きかん

場　所 ばしょ

定　員 ていいん 料　金 りょうきん

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

場　所 ばしょ

定　員 ていいん

料　金 りょうきん

その他 そのた

募集期間 ぼしゅう
きかん

日　時 にちじ

対　象 たいしょう

申し込み もうしこみ

場　所 ばしょ

定　員 ていいん 受講料 じゅこうりょう

こまきしがいこくじんのかたへ 検 索 シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173シティプロモーション課　TEL.0568-76-1173問合先
といあわせさき してぃしてぃ ぷ ろ も ー しょ んぷ ろ も ー しょ ん かか

こまきしやくしょ

 ほりのうち

でんわ

まどぐちかくたんとうくわ き

へんしゅう

はっこう

しみん たぶんか きょうせい たぶんか きょうせいかかりすいしんしつせいかつぶ

あいちけん こまきし さんちょうめ ばんち

にほんごぷ れすくー る

こうざようせいぼ ら んてぃあしえんがいこくじんさいがいじ

たいけんたい

げつにちがつ

きげんしはらぜいきんつぎ

もう こかにゅうくら ぶじどうねんど

まどぐちそうだんがいこくじん

けんしんせいじん

か れ ん だ ーけんしんぼし

い る み ね ーしょ ん

た ん け ん た い

こ う ざよ う せ いぼ ら ん て ぃ あし え んが い こ く じ んさ い が い じ

に ほ ん ごぷ れ す くー るま えか よし ょ う が っ こ う

きちょくせつりょうきんれんらくらいんめーるでんわ

すいにちがつきんにちがつえんひとかいいんえんかいいん

かいいんゆうせんひとじゅんこもうさきよやくにん

ちゅうがくせいいじょうかいいん

ひとべんきょうがっこうこまきしひとしごとこまきしひとすこまきし

きょうしつりょうりかいこうみんかんこまきしころにちにちがつ

かしょくざいすー ぱーみれし ぴつくぞうにとしこ

ちょくせつでんわこくさいこうりゅうきょうかいこまきしきんにちがつ

むりょうにんばしょ

る ーつがいこくいしょうがっこうにほんねん

ばしょす

かいしみんこうみんかんほいくえんこがほいくえんいわさき

かいどようびにちがつねんにちがつねん

るーる

しょうがっこうにほんごまえかよしょうがっこうこまきぷ れすくー る

さいがい

でんわたぶんかきょうせいすいしんしつし

のぞじしょうごげつしゅくにちこうさいこうりゅうきょうかいこまきしじ じかにちきんにちがつ

むりょうていどにん

かたこ みゅに け ーしょ んていどにちじょうかいわ

げんごにほんご いがいにほんご

かたかんしんぼうさいちいき

がくしゅうしつかいこうみんかんこまきし

きょうりょくたちあなごや

あいちねっと わ ー くたぶんかぼうさいねん

かいしかつどうこーでぃ ね ーた ー

ぼ ら んてぃあさいがいねん

せんせいかよつばき

さんか

けんしゅうふ ぉろ ー あっぷかたとうろくぼ ら んてぃあさくねんどごご

しゅうりょうあとししょくかいほぞんしょくひじょうしょくじごごふんじごぜんにちにちがつ

ふじぶんたいけんつかにほんごべんきょう

そうしょくがいろじゅがいとうしん ぼ る ろ ー どしん ぼ るつり ーえきまえ

どうろちかこまきえき

げつきんにち にちがつ がつねん ねん

たのみきかがやあか

い る み ね ーしょ んてら い とまんきゅうやく

どうろちかこまきえきおこい る み ね ーしょ んことし

い る み ね ー し ょ ん
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がつごう

がつ ごう

ねんばんにほんごじょうほうしせいかつ

生活情報誌こまき やさしい日本語版 2019年11月号

がいこくじん じんこう じんこうにん にんこまき ねん がつ にちげんざい

2019
月号11

外国人の人口：9,752人 / 小牧の人口：153,138人（2019年 10月 1日現在）


