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●あけまして  おめでとうございます!
●国際交流  ふれあいフェスタ
●火災の  備え 
●小牧市遺児手当の  1月の  支払い日が  
　変更に  なります
●母子健診などの  カレンダー
●成人検診の  お知らせ
●次の  税金の  支払い期限は  1月31日(金)です
●20歳から  みんなが  加入  国民年金

新年！ あけましておめでとうございます！

●就学援助制度
●児童クラブの  加入申込は  
　済みましたか？
●外国人の  ための  相談窓口の  おしらせ
●年末年始の  水道修繕当番店
●私たちが  住む街・小牧に  ついての  Q&A
●こまなびフェスティバル　●消費生活相談
●冬は  1年で  一番  歩行者の  死亡事故が  
　多い  季節です！

P2・3

P4

P5

P6

P1

国際交流  ふれあいフェスタ

1月 4日（土）から  KIA事務局で  売ります。 

1枚500円 （5か国の  食べもの・飲みもの・ちゅうせん券が  ついています）

お金は  いりません （やたいの  料理を  食べるひとは  食券を  買って  ください）

いろいろな  国の  人と  友だちに  なりたい人

小牧市公民館講堂・ロビー

12:00～15:30  くらいまで2020年 1月 19日（日）

ダンス・音楽、 ちゅうせん会、 お茶席、 きものの試着、 

国際やたい、 外国人と  お話コーナー  など

もっと  身近に  外国を！

日　時 にちじ

内　容 ないよう

しんねん

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

食　券 しょっけん

入　場 にゅうじょう

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

やすがつ にちねんげつようびにちようびかようび どようび

火曜日～土曜日、9:00～17:00（12:00～13:00、 日曜日、 月曜日、 12/29～2020年1月3日は  お休み）
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逃げ遅れないために、 住宅用火災警報器を  設置する※。

※火災 … 火による  災害のこと。

※防火 … 火災の  発生を  防ぐこと。

※予防 … まえもって  ふせぐこと。

※設置する … そなえつけること。

ベッドや  ふとん、 着るものや  カーテンからの  火災を  防ぐために、 防炎品を  使用する。

火災を  小さいうちに  消すために、 住宅用消火器  などを  置く。

お年寄りや  身体の  不自由な  人を  守るために、 隣近所の  協力体制を  つくる。

対 

策

習 

慣

寝たばこは、 絶対やめる。

ストーブは、燃えやすい  ものから 離れた  ところで  使う。

ガスコンロなどの  そばを  離れるときは、必ず  火を  消す。

火災火災
日頃から、 火を  出さないように  することが  大切です。 
次の  7つの  ポイントに  注意をして、 火災予防※に  努めましよう。

トラッキング現象を  発生させないよう  ときどき  

プラグの  ホコリや  サビを  取り除く。

使わないときは、 プラグを  コンセントから  抜く。 

プラグを  抜くときは、 コードを  無理に  引っ張らない。

たこ足配線を  しない。

（たこ足配線は  右の  図の  ようなもの）

●トラッキング現象  とは

差しっぱなしの  コンセントに  

ホコリと  水分が  溜まり、

電気の  火花が  出て  火が  

出る  現象です。

（写真は、 東京消防庁HP  より）

電気器具の  取り扱い方法と  普段から  気をつけること

への備え
住宅防火

（参考 : 総務省消防庁HP）

防炎品

7つの  ポイント

❶

❷

❸

❹

住宅防火  いのちを  守る  

1

2

3

4

5

6

7

※

※

消防本部 予防課　TEL.0568-76-0223問合先
といあわせさき よぼうかしょうぼうほんぶ
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早く  消す2

早く  逃げる3

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

※避難 … 安全な 場所に  逃げること。 ※初期消火 … 早いうちに  火を  消すこと。

※変更 … 決められたことを  変えること。

◯「火事だ」と  大声を  出して  近所に  知らせましょう。 

◯119番に  電話して  知らせましょう。

◯消火器などを  使って  落ちついて  消火  しましよう。

◯建物の  中では  天井に  火が  燃え移ったら  

　消火を  止め  逃げましよう。 

◯煙の中を  逃げるときは、 なるベく  低い姿勢で、

　タオルなどで  口と  鼻を  おさえ  逃げましよう。

火

設置  しなければ  いけない  所

火

火

◯寝室 : 寝る部屋に  設置！

◯階段 : 寝室が  ある階の  階段に  設置！

◯台所 : 義務※ではないが、 設置が  おすすめ！

火災で  発生する  煙や  

熱などを  感知し、

ブザーや  音声で  

火災の  発生を  知らせます。

着ている  服に  燃え移る  火災を  着衣着火と  いいます。
小牧市内でも  死傷者※が  発生しています。 身の周りで  起こりやすい  火災です。
もし、 着ている  衣服に  火が  移って  しまったら、 地面で  転げ回って  消火※します。 近くに  風呂場や  汲み置きの  

水が  ある場合は、 水を  かけて  消火します。　※消火した後は、 必ず  病院で  医師の  診察※を  受けましよう。

●街頭消火器を  利用しよう！

小牧市では、 災害時の  

初期消火※用として  

街頭消火器を  設置しています。

住宅火災に  よる  死者が  増えたので、 住宅や  アパート、 マンションへの  
住宅用火災警報器の  設置が  義務づけられました。

壁掛け タイプ天井 タイプ

火災が  発生した時は、  次の  3ステップを  心がけ、 あわてずに  冷静に  行動しましよう。

消火器の  使い方 

レバーを  

強く  握る。

ホースを外し、 

火元に  向ける。 

安全栓を  

引き抜く。 
③②①

③②①

早く  知らせる１

小牧市遺児手当の １月の 支払い日が 変更になります
小牧市遺児手当 （ひとり親手当の  うち  小牧市から  支払う手当） の  支払いは、

通常 1・３・５・７・９・１１月（奇数月）の  ５日に、 ２か月分の  手当が  支払われますが、 

1月の  支払いに  つきましては、 年末年始の  休みが  重なるため、 12月 27日（金）に  支払い日を  変更※します。

※

通 報

消 火

避 難

※設置 … そなえつけること。

※死傷者 … 死んだ人と  けがをした人。 ※消火 … 火を消すこと。 ※診察 … 医師に  からだを  診てもらうこと。

※義務 … 当然しなければ  ならないこと。

住宅 火 ※
せっちけ い ほうきかさいじゅうたくよう
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1月12日（日）

保健連絡員  または  保健連絡員OBが、 生まれてから  1～３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）

1月  8日（水）

2月  5日（水）

1月24日（金）

味岡児童館

西部児童館1月10日（金）
篠岡児童館1月24日（金）

1月28日（火）

1月22日（水）
1月15日（水）
1月14日（火）
1月  7日（火）

毎月第3火曜日、
祝日、年末年始除く

味岡児童館1月28日（火）

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  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

1月  7日（火）
1月14日（火）
1月21日（火）
1月28日（火）

2019年  9月  1日～  8日生まれ
2019年  9月  9日～16日生まれ
2019年  9月17日～23日生まれ
2019年  9月24日～30日生まれ

1月10日（金）
1月17日（金）
1月24日（金）

2018年  7月11日～20日生まれ
2018年  7月21日～31日生まれ
2018年  8月  1日～10日生まれ

1月16日（木）
1月30日（木）

2017年10月  1日～15日生まれ
2017年10月16日～31日生まれ

1月  8日（水）
1月15日（水）
1月22日（水）

2017年  1月  1日～10日生まれ
2017年  1月11日～20日生まれ
2017年  1月21日～31日生まれ

1月  9日（木）

1月20日（月）
1月29日（水）

1月29日（水） 13:00～16:00

10:00～12:00
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

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

生まれてから  10か月ぐらいの  赤ちゃんが  いる家に  アンケートが  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 健診のおしらせ

詳しいことを  知りたい人は、

右の  問合先へ  

聞いて  ください。

成人検診の おしらせ成人検診の おしらせ

※今年度

　最後の 検診

※今年度

　最後の 検診

※今年度

　最後の 検診

【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。

 9:00～10:30

日にち 時　間 場　所

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

保健センター

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

●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 

　　　　下の 表の どれかに あてはまる人　

●定員／90人  ●料金／1,000円 （70歳以上は 500円）　

●申し込み／保健センター

●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 受けることが 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。

1月31日（金）

保健センター 

保健センター 

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）

2月10日（月）

1月31日（金）

 9:00～11:15

 9:00～14:45

2月26日（水）

●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／120人/回　

●料金／1,000円（70歳以上は 500円）　

●申し込み／2月実施分は  12月20日（金）から 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／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、 保健センターへ 聞いてください）

●対象／30歳から 39歳の 小牧市に 住民登録の ある人　

●定員／60人/回  ●料金／1,000円  

●申し込み／保健センター

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 （Tel.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。
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。

保健センター  TEL.0568-75-6471　FAX.0568-75-8545
ほけん せんたー

問合先
といあわせさき

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
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1月12日（日）

保健連絡員  または  保健連絡員OBが、 生まれてから  1～３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）

1月  8日（水）

2月  5日（水）

1月24日（金）

味岡児童館

西部児童館1月10日（金）
篠岡児童館1月24日（金）

1月28日（火）

1月22日（水）
1月15日（水）
1月14日（火）
1月  7日（火）

毎月第3火曜日、
祝日、年末年始除く

味岡児童館1月28日（火）

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  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

1月  7日（火）
1月14日（火）
1月21日（火）
1月28日（火）

2019年  9月  1日～  8日生まれ
2019年  9月  9日～16日生まれ
2019年  9月17日～23日生まれ
2019年  9月24日～30日生まれ

1月10日（金）
1月17日（金）
1月24日（金）

2018年  7月11日～20日生まれ
2018年  7月21日～31日生まれ
2018年  8月  1日～10日生まれ

1月16日（木）
1月30日（木）

2017年10月  1日～15日生まれ
2017年10月16日～31日生まれ

1月  8日（水）
1月15日（水）
1月22日（水）

2017年  1月  1日～10日生まれ
2017年  1月11日～20日生まれ
2017年  1月21日～31日生まれ

1月  9日（木）

1月20日（月）
1月29日（水）

1月29日（水） 13:00～16:00

10:00～12:00
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

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

生まれてから  10か月ぐらいの  赤ちゃんが  いる家に  アンケートが  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 健診のおしらせ

詳しいことを  知りたい人は、

右の  問合先へ  

聞いて  ください。

成人検診の おしらせ成人検診の おしらせ

※今年度

　最後の 検診

※今年度

　最後の 検診

※今年度

　最後の 検診

【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。

 9:00～10:30

日にち 時　間 場　所

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

保健センター

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

●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 

　　　　下の 表の どれかに あてはまる人　

●定員／90人  ●料金／1,000円 （70歳以上は 500円）　

●申し込み／保健センター

●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 受けることが 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。

1月31日（金）

保健センター 

保健センター 

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）

2月10日（月）

1月31日（金）

 9:00～11:15

 9:00～14:45

2月26日（水）

●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／120人/回　

●料金／1,000円（70歳以上は 500円）　

●申し込み／2月実施分は  12月20日（金）から 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／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、 保健センターへ 聞いてください）

●対象／30歳から 39歳の 小牧市に 住民登録の ある人　

●定員／60人/回  ●料金／1,000円  

●申し込み／保健センター

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 （Tel.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。
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。

保健センター  TEL.0568-75-6471　FAX.0568-75-8545
ほけん せんたー

問合先
といあわせさき

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

ぼ　し けんしん か れ んだ ー
おやこ ぼし も きけんこうてちょう わす

ひ ばしょ じかんうけつけ たいしょう ないよう もう こしゅるい

げつじ　けんしん

ははおや　し　か　けんしん
ほけん せんたー

ほけん せんたー

ねん がつ にちがつ にち か にち う

う げつ さい

ひょうじゅんてき せっしゅ きかん う げつげつ みまん

みまん

げつじ　けんしん

さい げつじ し　か　けんしん

さいじ　けんしん

せっしゅ

さい

きん

もく

すい

げつ

せんたー

たいしょう ひと てがみじぜん おく しょうさいうけつけ じかん かくにんてがみ

そうだん くだほけんわる ばあいつごううかならけんしん

にち

しゅくじつ ねんまつねんしのぞ

かようびまいつきだい

へいじつ げつ きん

りにゅうしょく きょうしつ

おやこ

ぼし てちょうけんこう こうふ

けんこう てちょう

しょき きょうしつ

りにゅうしょく きょうしつ

こうき きょうしつ

ぱ ぱ 　  ま ま   きょうしつ

いこうげつ じたいしょう ほごしゃ にん

だばすたおるけんこうてちょうぼしおやこものも

あか

えん

えん

さんか

りょうきん もう こ ほけん せんたー

こ そだ せだい

みぶんしょうおよかーどつうちばあいかーどばんごうこじん

かーどばんごうこじんしんだんしょいしにんしんとどけでしょものも

そうだんきがるしんぱいごとふあんにんしんちゅう

てちょう こうふけんこうおやこじょさんしほけんしないよう

ほうかつ しえん せんたー

らぴお かい

らぴお かい

りょうきん ほけん

たいしょう

てばすたおるけんこうてちょうぼしおやこものも

もう こ

 げつ じ おやこ くみ

せんたー

いこう

さんか くみにんぷ

おっとにんぷざいじゅうしないたいしょう

せいぶ じどうかん

しのおか じどうかん

あじおか じどうかん

あじおか 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ばしょわた

ぷれぜんとだとどいえあか あんけーとあんけーとげつう

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 けんしん

き

みぎ といあわせさき

ひとしくわ

せ いじんけんしん

け
ん
し
ん

こ
べ
つ

け
ん
し
ん

し
ゅ
う
だ
ん

けいぶ

さいぼうしん

ししんないしん

けんしんこべつ

けんしんこべつ

まんもぐらふぃ

にゅう

にんげん どっく

しきゅう

けんしんしきゅう

ちょうおんぱ

けんしんにゅう

けんしんにゅう

まんもぐらふぃ

けんさはんのう

けんしんだいちょう

しゅるい こもうりょうきんたいしょうばしょじかんひ

せんた ーほけん

せんた ーほけん

こもう

えんりょうきんよてい

けんたい ようき おく とき し

ていいん

ひととうろくじゅうみんこまきしいじょうさいたいしょう

たいしょう

すい

きん

げつ

こんねんど

さいご けんしん

こんねんど

さいご けんしん

こんねんど

さいご けんしん

せんた ー

かいしゅう

ほけんようきけんたい

かいしゅうび

せんたーほけんきんにちがつじっしぶんがつこもう

せんたーほけん

りょうきん

かいにんひと ていいん

ひと した ひょうじゅうみんとうろくこまきしさい いじょうたいしょう

せんたーほけんこもう

えんさいいじょうえんりょうきんにん

ひと

した ひょう ひと

じゅうみんとうろくこまきしさいいじょう

さいえん えん

りょうきん えん

ほけん せんたーこもう

いじょう

りょうきん えんけんしんけいぶ けんしんけいぶ たいぶ

けんしん いし ひつよう みと ひと うたいぶ

えん えん

にん かいていいん

ひとじゅうみんとうろくこまきしさい さいたいしょう

りょうきん えんていいん

ひと した ひょう ひとじゅうみんとうろくこまきしさい いじょう

さい いじょう

りょうきん えん えんさい いじょう

たいしょう

ひと した ひょう ひとじゅうみんとうろくこまきしさい いじょうたいしょう

ひと

ひと

す ほんすうにち

じゅうみんとうろくこまきしさい いじょうたいしょう

す ねんすう

いじょう

もう こ

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 かがつ

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

べんせんけつ

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

しんたい けいそく けつあつ にょうけんさ けんさけつえき い だいちょう きょうぶ せん けんしん

かくたんけんさ

けんしんはい

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



生活情報誌こまき

6

※ただし、 納付書に  書いてある  期限までです。

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。

❷ 市役所本庁舎  1階で、 税金を  払うことが  できます。

とき ▶ 1月 12日（日）、 1月 26日（日）  8：30～17：15

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 ▶ 1月5日（日）、12日（日）、 19日（日）、 26日（日）  8：30～17：15

次の 税金の 支払い期限は 1月 31日（金）です

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。

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）

支払いは
早めに！ 

●市県民税（第4期） ●国民健康保険税（第8期）
●介護保険料（第7期） ●後期高齢者医療保険料（第6期）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

20歳から みんなが加入  国民年金

国民年金（基礎年金） 3つの メリット

国民年金は  老後や  万一のときの  生活保障として、 基礎年金を  支給する  制度です。 

日本国内に  住所がある  20歳以上  60歳未満の  人は、 職業等に  関係なく  みんなが  国民年金(基礎年金)に  

加入しなければ  なりません。 20歳の  誕生日以降に  日本年金機構が  年金手帳と  納付書を  送ります。 

保険料の  納付が  困難な  50歳未満の  人や  学生の人には、 納付猶予制度や  学生納付特例制度が  ありますので  

詳しくは  下の  問合先に  聞いてください。

1、老後を  支えます。 老齢基礎年金
2、病気や  けがで  障害の  状態に  なったときに  支えます。 障害基礎年金
3、加入者が  亡くなったとき、 子どもがいる  配偶者と  子どもを  支えます。 遺族基礎年金

2019年 1月 1日から  12月 31日までの  1年間に  払った  国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の  

金額を  確認するための、 「納付済額の  お知らせ」を  1月 14日（火）に  送ります。

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の  納付済額の  おしらせ

問合先
といあわせさき

収税課 TEL.0568-76-1117収税課 TEL.0568-76-1117 介護保険課 TEL.0568-76-1197介護保険課 TEL.0568-76-1197 保険年金課 TEL.0568-76-1128保険年金課 TEL.0568-76-1128
しゅうぜいかしゅうぜいか かいごかいご ほけんほけん かか ねんきんねんきんほけんほけん かか

収税課 TEL.0568-72-2101（代表） 内線276～279   TEL.0568-76-1117／0568-76-1118（直通）問合先
といあわせさき しゅうぜいか だいひょう ないせん ちょくつう

問合先 名古屋北年金事務所 TEL.052-912-1246名古屋北年金事務所 TEL.052-912-1246 保険年金課 TEL.0568-76-1124保険年金課 TEL.0568-76-1124
といあわせさき なごやなごや きたきた ねんきんねんきん じむしょじむしょ ねんきんねんきんほけんほけん かか

つ ぎ ぜ い きん し はら き げん が つ に ち きん

きだいこうき こうれいしゃ いりょうほけんりょうきだいかいご ほけんりょう

きだいこくみん けんこう ほけんぜいきだいし けん みんぜい

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

ふりかえこうざぜいきんべんりふりかえこうざわすしはら

はや

しはら

へいじつ ひる ぜいきんいそが しはら ひと

がつ にちにち がつ にち にち

にちにちがつ にちにち にち にち にち にち

そうだんかたはら はらぜいきん ぜいきんかいほんちょうしゃしやくしょ

まいしゅう にちようび しやくしょ まどぐち しはら ねんまつねんし

しやくしょ ほんちょうしゃ かい

のぞ

ぜいきん はら

つ こ ん び に え ん す す と あ

のうふしょ

のうふしょぜいきん はらば ー こ ー ど

きげんか

がくずみのうふほけんりょういりょうこうれいしゃこうきほけんりょうかいごほけんぜいこくみんけんこう

おくのうふ かにちがつしがくずみかくにんきんがく

ほけんりょういりょうこうれいしゃこうきほけんりょうかいごほけんぜいけんこうこくみんはらねんかんにちがつにちがつねん

ね ん き んこ く み んか に ゅ うさ い

といあわせさきした きくわ

せいどとくれいのうふがくせいせいどゆうよのうふひとがくせいひとみまんさいこんなんのうふほけんりょう

のうふしょ おくきこうねんきんにほんいこうたんじょうびさいかにゅう

ねんきんきそねんきん

ねんきん てちょう

こくみんかんけいしょくぎょうなどさい いじょう みまんさい ひとじゅうしょこくないにほん

せいどねんきん しきゅうきそまんいち せいかつ ほしょうろうごねんきんこくみん

ねんきんきそいぞくささこはいぐうしゃこなかにゅうしゃ

ねんきんきそしょうがいささじょうたいしょうがいびょうき

ねんきんきそろうれいささろうご

ねんきんこくみん めりっとねんきんきそ
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小牧市では、 子どもが  学校に  通うために  必要な  給食（お昼ごはん）の

お金などを  払うことが  できない  場合、 お金の  支払いを  助ける  制度が  あります。

詳しくは、 学校教育課  または  子どもが  通っている  学校に  聞いてください。

●水道の  中止 ・ 開栓の  お知らせ　引越し  または  入居などによる  水道の  中止 ・ 開栓業務は、 下記の  期間は  
休みのため  行いませんので  ご了承ください。   期間  12月 28日（土） ～ 1月 5日（日）

●水道管の  凍結※防止には　気温が  マイナス４度以下に  なると、  防寒※の  不完全※な  水道管は  凍ったり  

破裂することが  多くなります。  むき出しの  水道管や  屋外※の  蛇口には  保温材などの  カバーを  取り付けましょう。

学校教育課　TEL.0568-76-1165問合先
といあわせさき がっこう きょういく か

就学援助
制度

昼間に  保護者が  働いていて  家に  いないなど、 一定の  条件に  あてはまる  児童について、 

2020年度 4月 1日から  児童クラブに  加入したい場合、 毎年度  申し込みが  必要です。

2020年度児童クラブの 加入申込は お済みですか

月額  5,000円（おやつ代は  別）

市内の  小学校に  通う  1～6年生

小牧市役所  こども政策課

2020年 1月 15日（水）までに申込期間 もうしこみきかん

申込場所 もうしこみばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

※土・日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）を  除く  平日：8：30 ～ 17：15

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

上水道管理センター　TEL.0568-３９-４０３１問合先
といあわせさき じょうすいどう かんり せんたー

年末年始の 水道修繕 当番店

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

当番日

2019年12月28日（土）

12月29日（日）

12月30日（月）

12月31日（火）

2020年  1月  1日（祝）

  1月  2日（木）

  1月  3日（金）

  1月  4日（土）

  1月  5日（日）

共立工業社 ： 下末

桶正 ： 小牧五丁目

伊藤次郎商店 ： 池之内

中部燃料 ： 大草

中部水道  小牧営業所 ： 若草町

加藤工業： 中央一丁目

井戸田水道店 ： 野口

尾張クリーンパイプ ： 間々原新田

東春管工設備 ： 常普請二丁目

北斗設備 ： 曙町

福永工業 ： 大草

寺川水道ポンプ店 ： 小牧四丁目

北斗設備 ： 曙町

伊藤ポンプ店 ： 小牧五丁目

水野工業 ： 中央一丁目

愛北工業 ： 北外山

尾北住設 ： 久保一色南二丁目

共立工業社 ： 下末

当番店名 ： 所在地

※凍結 … 凍りつくこと。 ※防寒 … 寒さを  ふせぐこと。 ※不完全 … 十分でないこと。 ※屋外 … 建物の  外。

※修繕 … こわれた  ところを  

　　　　  直すこと。

※

きがっこうかよこきょういくかがっこうくわ

せいどかね しはら たすばあいはらかね

ひるきゅうしょくひつようかよがっこうここまきし

せ い ど

え んじょしゅうが く

へいじつ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

すいにちがつねん

せいさくかこまき しやくしょべつだいげつがく えん

ねんせいかよしょうがっこうしない

こもう ひつようまいねんどかにゅう ばあいくらぶじどうにちがつねんど

じどうじょうけんいっていいえはたらほごしゃひるま

ね ん ど じどう すも うしこ みか にゅうくらぶ

しょくいんはな

が い こくじん

ね ん ま つ ね んし す い どう しゅうぜん とうば んてん

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

とうばんび

ねん がつ にち あけぼのちょうきょうりつこうぎょうしゃ ほくとせつびしもずえ

きょうりつこうぎょうしゃ しもずえ

おけしょう ふくながこうぎょう おおくさ

ほくとせつび あけぼのちょう

ごちょうめこまき

ちゅうぶすいどう

ちゅうおういっちょうめ ちゅうおういっちょうめかとうこうぎょう みずのこうぎょう

きたとやまあいほくこうぎょう

わかくさちょうこまきえいぎょうしょ

ぽんぷてんてらかわすいどう よんちょうめこまき

ぽんぷてんいとう ごちょうめこまき

びほくじゅうせつ にちょうめくぼいしきみなみ

とうしゅんかんこうせつび

にちにちがつどにちがつきかんりょうしょうおこなやす

きかんかきぎょうむかいせんちゅうしすいどうにゅうきょひっこしかいせんちゅうしすいどう

つとかばーほおんざいじゃぐちおくがいすいどうかんだおおはれつ

そとたてものおくがいじゅうぶんふかんぜんさむぼうかんこおとうけつ

こおすいどうかんふかんぜんぼうかんいかどまいなすきおんぼうしとうけつすいどうかん

じょうぶしにちょうめ

いとうじろうしょうてん いけのうち

ちゅうぶねんりょう おおくさ

いどたすいどうてん のぐち

おわり ままはらしんでんくりーんぱいぷ

ど

にち

げつ

しゅく

もく

きん

か

とうばんてんめい しょざいち

しゅうぜん

なお



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

こまきしがいこくじんのかたへ 検 索

小牧市には、 狐に  まつわる  多くの  伝説が  残っています。 その中でも  特に  有名な、 小牧山に  住んでいたと  される  狐の  親分

「吉五郎」の  伝説は、  江戸時代に  作られたものと  言われて  います。  吉五郎は  いたずらが  大好きで、 辺りの  村人の  ご馳走を  

盗んで  しまったり、 美しい  女の人に  化けたりして、 いたずらを  楽しんでいた  そうです。

8ページの こたえ

こまき市民文化財団  こまなびサロン  TEL.0568-77-8269問合先
といあわせさき しみん ぶんか ざいだん さろん

市民安全課相談係  TEL.０５６８-７６-１１２０問合先
といあわせさき しみん あんぜんか そうだんがかり

～おとなと  子どもの  
　　生涯学習の  つどい～

おとなと  子どもが  市民講座や  サークル活動等で  学んだことを  舞台、 展示発表する  おまつりです。 
体験講座も  いっぱい  ありますので、 ぜひ  来てください。

こまなび フェスティバル ２０２０

市民会館・市公民館

11:00～16:00（展示・体験） 13:10～15:30（舞台発表）1月 25日(土)
10:00～16:00（展示・体験） 12:35～15:40（舞台発表）

※体験受付は  2日間とも  15:00まで　※体験講座は  一部有料　※お昼は 「パン・パスタ・カレー・ナン」を！

1月 26日(日)

音楽を  聴いて、 ダンスを  楽しめる  舞台発表、 好奇心を  引き立てる  

展示作品、 茶道・パソコン・将棋・花・楽器などの  体験講座

日　時 にちじ

内　容 ないよう

場　所 ばしょ

消費生活  ホットライン188（局番なし）は、 お近くの  消費生活センターの  

窓口を  案内して  消費生活相談の  お手伝いを  します。 

「悪質商法等の  被害に  あった」など、 困っている  時は 

「188」に  電話して  ください。 専門の  相談員が  トラブルを  

解決する  お手伝いを  します。

消費生活
相談

市民安全課 交通防犯係  TEL.０５６８-７６-１１３７問合先
といあわせさき しみん こうつう ぼうはんがかりあんぜんか

１. 冬は、 日が  沈むのが  早い  季節です。 車を  運転するときは、 早めに  ライトを  点けましょう。
　　※冬における  ライトを  点ける  時間の  めやすは、 16:00です。

２. 暗くなってから  外を  歩くときは、  明るい  服を  着て、 反射材を  活用※しましょう。 

　  車に  自分が  いることを  早めに  知らせる  ことで、 交通事故を  防ぐことが  できます。

３. 自転車に  乗る人の  事故も  増えています。 暗くなる  前に  ライトを  点け、 交通ルールを  
　  守りましょう。 事故が  起こった  ときの  ために、  自転車の  保険に  入りましょう。

冬は １年で 一番 歩行者の 死亡事故が 多い 季節です！

（答えは  8ページを  ご覧ください）

小牧市には、 狐に  まつわる  多くの  伝説が  残っています。 その中でも、 

小牧山に  住んでいたと  される  狐の  親分※「吉五郎」は、 今では  

小牧市立図書館の  シンボルに  なっています。 吉五郎の  好きなことは  なんでしょうか。
Q

私たちが  住む街 ･ 小牧に  ついての  Ｑ＆Ａ

小牧市マスコット

キャラクター「こまき山」

消費者庁  消費者  ホットライン

イメージ  キャラクター  イヤヤン

※こちらのイラスト画像は過去の原稿から転用しました↓

※親分 … 仲間などの  リーダー。 

※活用 … うまく  使うこと。

こまきしやくしょ

たのばひとおんなうつぬす

ちそうむらびとあただいすきちごろういつくえどじだいでんせつきちごろう

おやぶんきつねすこまきやまゆうめいとくなかのこでんせつおおきつねこまきしぺーじ

 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

しょうがいがくしゅう

こ

しこうみんかんかいかんしみん

こうざたいけんがっきはなしょうぎぱそこんさどうさくひんてんじ

たひこうきしんはっぴょうぶたいたのだんすきおんがく

きこうざたいけん

はっぴょうてんじぶたいまななどかつどうさーくるしみんこうざこ

はっぴょうぶたいたいけんてんじ

はっぴょうぶたいたいけんてんじ

どにちがつ

なんかれーぱすたぱんひるゆうりょういちぶこうざたいけんふつかかん

てつだかいけつ

とらぶるそうだんいんせんもんでんわいやや

ときこまひがい

てつだそうだんせいかつしょうひあんないまどぐち

せんたーせいかつしょうひちかきょくばんいややしょうひせいかつ ほっとらいん

うけつけたいけん

にちにちがつ

ふ ぇ す て ぃ ば る

そ う だ ん

せ い か つし ょ う ひ

きせつおおじこしぼうほこうしゃいちばんねんふゆ

らんぺーじこた

すきちごろうしんぼるとしょかんこまきしりつ

いまきちごろうおやぶんきつねすこまきやま

なかのこでんせつおおきつねこまきし

こまきまちすわたし

こまきし ますこっと

きゃらくたーおやぶん なかま りーだー

きゃらくたーいめーじ いややん

ほっとらいんしょうひしゃしょうひしゃちょう

やま

あくしつしょうほうなど

はいほけんじてんしゃおじこまも

かつよう つか

るーるこうつうつらいとまえくらふじこひとのじてんしゃ

ふせこうつうじこしはやじぶんくるま

かつようはんしゃざいきふくあかあるそとくら

じかんつらいとふゆ

つらいとはやうんてんくるまきせつはやしずひふゆ

8

生活情報誌こまき


