
●日本料理で  国際交流
●こども企画  体験ツアー 
●2019年分の  確定申告相談会場の  おしらせ
●多文化共生セミナー
●「小牧市 多文化共生推進プラン」への  意見を  募集します
●次の  税金の  支払い期限は  3月 2日（月）です

P2

P3

●母子健診などの  カレンダー
●成人検診の  お知らせ
●外国人の  ための  相談窓口の  おしらせ
●山猫団 「小さな  牧の  サーカス」
●歴史館から  見える  あの山  この山　
●危険ごみの  正しい  出し方

P4

P5

P6

P1

日本料理で  国際交流

2月 1日（土）～2月 15日（土） 9:00～17:00の  間に  お金を  持って、
小牧市国際交流協会（小牧市公民館4階）へ  来てください  ※12:00～13:00、 日曜日・月曜日・祝日は  お休み

エプロン・ふきん・ペン  または  えんぴつ

20人（早く  申し込んだ人） KIA会員  200円、 会員ではない人  500円

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会員で  小学3年生以上の  外国人（小学生は  親子で  参加して  ください）

2月 22日（土) 10:00～13:30
小牧市公民館３階  料理教室 講師：倉知 龍子氏

昨年の  こども企画の  様子

世界の  友だちと  オカリナ・コースター作りに  チャレンジしよう！

とりてり丼を  
一緒に  作ろう！

こども企画  体験ツアー

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

しゅくじつ やすげつようびにちようび

※12:00～13:00、 日曜日・月曜日・祝日は  お休み

2月 1日（土）～2月 15日（土） ※ひとり  ３人まで  申し込むことが  できます。 お金を  もって  
国際交流協会事務局（小牧市公民館４階）へ  来てください。

会員  500円、 会員でない人  1000円　

日本人  18人、 外国人  18人の  子ども（早く  申し込んだ人、 会員優先）

小学3年～小学6年で  小牧市に  住んでいる人、 小牧市の  学校で  勉強している人、 または  KIAの  会員。

おかざき世界こども美術博物館

3月 8日（日） 9:00～16:00 雨でも  行きます。

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

参加費 さんかひ定　員 ていいん

持ち物 もちもの

ただ だ かたきけん

やま やまみれきしかん

さーかすまきちいやまねこだん

まどぐちそうだんがいこくじん

しけんしんせいじん

かれんだーけんしんぼし

にちがつ げつきげんしはらいぜいきんつぎ

せみなーきょうせいたぶんか

ぷらんきょうせいたぶんかこまきし すいしん いけん ぼしゅう

かいじょうそうだんしんこくかくていねんぶん

つあーたいけんきかく

こうりゅうこくさいりょうりにほん

やすしゅくじつげつようびにちようびきかいこうみんかんこまきしこくさいこうりゅうきょうかいこまきし

もかねあいだどにちがつどにちがつ

ぺんえぷろん

えんひとかいいんえんかいいんひとこもうはやにん

さんかおやこしょうがくせいがいこくじんいじょうねんせいしょうがくかいいん

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こうみんかんこまきし かい

どにちがつ

りゅうこ しくらちこうし

つく

どん

いっしょ

かい きこうみんかんこまきしじむきょくこくさいいこうりゅうきょうかい

かねこもうにんどにちがつどにちがつ

えんひとかいいんえんかいいん

ゆうせんかいいんひとこもうはやこにんがいこくじんにんにほんじん

かいいんひとべんきょうがっこうこまきしひとすこまきしねんしょうがくねんしょうがく

はくぶつかんびじゅつせかい

いあめにちにちがつ

ちゃれんじづくこーすたーおかりなともせかい

さくねん きかく ようす

こ う り ゅ うこ く さ いり ょ う りに ほ ん

つ あ ーた い け んき か く

がつごうねんばんにほんごじょうほうしせいかつ
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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

外国人の人口：9,912人 / 小牧の人口：153,026人（2019年 1月 1日現在）
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「確定申告書等作成コーナー」では、  所得税と  復興特別所得税の  確定申告書、 青色申告決算書、 
収支内訳書、 消費税の  確定申告書、 贈与税の  申告書などを  作ることが  できます。

●税務署に  行かなくても  家の  パソコンで  確定申告書を  作ることが  できます。

＊電話は  自動音声（日本語）で  案内しています。 

　案内に  従って  操作して  ください。 

　電話を  かけるときは、 

　番号を  よく  確かめて  

　ください。

▶詳しくは、  国税庁ホームページを  見てください。（http://www.nta.go.jp）

2019年分の  確定申告相談会場  の おしらせ

小牧税務署　TEL.0568-72-2111
ぜいむしょ こまきし ちゅうおうこまき

〒485-8651 小牧市中央1-424問合先
といあわせさき

2020年 2月 17日（月）～ 2020年 3月 16日（月）

9:00～17:00

開いている

期間

小牧市小牧二丁目107番地（地図参照）小牧市公民館（小牧市市民会館南側）会　場

＊所得税や  復興特別所得税 ・ 贈与税の  申告と  納税の  期限は、 3月 16日（月）です。

　個人事業者の  場合、 消費税や  地方消費税の  申告と  納税の  期限は、 3月 31日（火）です。

（土曜日・日曜日および祝日は  開いていませんが、 2月 24日（月・祝）と  3月 1日（日）は  開きます。）

1巡回バス （⑪西部右まわりコース、 ⑫西部左まわりコース、 ⑯小牧・味岡西コース）

 「市民会館前」で  降りてください。

2名鉄小牧駅で  降りてから  歩いて  15分くらい。

交通機関

開いている

時間 ＊会場が  混んでいると、  受け付けが  早めに  終わる  場合が  あります。

（受け付けは  16時に  終わります。）

年末調整を  していない  給与所得が  ある人、 2ヶ所  以上の  給与を  合計して  申告する人の  場合

持っていく

書類

＊申告される  内容により、 他にも  必要な  書類が  あります。

　分からない  ときは、 小牧税務署に  電話して  聞いて  ください。

＊この期間（2月17日（月）～3月16日（月））は、 税務署内では  申告書の  作り方は  

　教えていません。 作った  申告書の  提出だけ  受け付けしています。

生命保険料 ・ 地震保険料控除証明書社会保険料を  証明する  書類

印鑑医療費控除の  明細書

給与所得の  源泉徴収票（原本。コピーでは  受け付けすることが  できません。）

払いすぎた  税金が  返ってくる  場合は  振込先が  わかるもの（本人の  名前の  通帳）

きでんわぜいむしょこまきわ

しょるいひつようほかないようしんこく

しょるい

も

ばあいひとしんこくごうけいきゅうよいじょうかしょひとしょとくきゅうよねんまつちょうせい

ふんあるおこまきえきめいてつ

おしみんかいかんまえ

こーす こーすひだり にしせいぶこーすみぎせいぶ あじおかこまきばすじゅんかい
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かたつくない しんこくしょぜいむしょにちがつげつ げつにちがつきかん
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にちがつげつ げつにちがつねん ねん

きかん

あ
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たしばんごう

でんわ

そうさしたが

あんない

あんない

にほんごじどうおんせいでんわ
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「円滑な 外国人 雇用について」

（日系ブラジル人で 初めて 司法試験 合格）

弁護士

（所属 大嶽達哉法律事務所・名古屋市中区錦）　

講師 照屋 エイジ 先生 

小牧市役所  本庁舎  601会議室

2月 19日（水） 18：30～20：00

労働力不足が  社会問題と  なっており、 外国人労働者の  受け入れを  拡大するため、 入管法が  改正されました。

それに  伴う  新たな  外国人雇用の  ルールや、 想定される  市役所での  手続きなどを  説明します。

多くの  業界で  外国人労働者の  雇用が  注目されて  いますが、 外国人  雇用に  おいて  極めて  重要な

入管法や  ビザの  就労制限に  ついては  正しく  理解されていない  場合が  多く、 ときに  トラブルとなっています。

外国人  雇用における  注意点、 入管法改正の  ポイント等について  講演して  いただきます。

※参加する人は、 2月 7日（金）までに、 
　この欄の  問合先へ、 ハガキか、 FAXか、 

　メールで  申し込んでください。

　「多文化共生セミナー参加希望 ／ 

　 名前（読み方） ／ 年齢 ／ 

　 連絡先の電話番号」を  書いてください。

※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 ▶ 2月 9日（日）、 2月 23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 ▶ 2月 2日（日）、 9日（日）、 16日（日）、 23日（日）  8：30～17：15

次の 税金の 支払い期限は ３月 ２日 (月) 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！ 

●固定資産税（第4期） ●国民健康保険税（第9期）

●介護保険料（第8期） ●後期高齢者医療保険料（第7期）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

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

日　時 にちじ

会　場 かいじょう

内　容 ないよう 無料参加料金 さんか
りょうきん

問合先
といあわせさき 小牧市役所本庁舎２階 多文化共生推進室（〒485-8650 住所を  書かなくても  届きます）

TEL.0568-39-6527  FAX.0568-72-2340  Email: tabunka@city.komaki.lg.jp

たぶんか　　きょうせい　すいしんしつ じゅうしょ かか とどこまきしやくしょ ほんちょうしゃ かい

つ ぎ

せみ なーきょうせ いた ぶ んか

ぜ い きん し はら き げん が つ げ つに ち

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 ほけんぜいきだいこてい　 しさんぜい

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

にしきなかくなごやしじむしょほうりつおおたけたつやしょぞく

べんごし

ごうかくしけんしほうはじぶらじるじんにっけい

せんせいえいじてるやこうし

こようがいこくじんえんかつ むりょう

かいぎしつほんちょうしゃしやくしょこまき

すいにちがつ

こうえんなどぽいんとかいせいにゅうかんほうちゅういてんこようがいこくじん

とらぶるおおばあいりかいただせいげんしゅうろうびざ

さんか

たぶんか きょうせい せみなー さんか きぼう

なまえ よ かた ねんれい

れんらくさき でんわ ばんごう か

らん といあわせさき はがき

めーる もう こ

ひと がつ にち きん

にゅうかんほう

じゅうようきわこようがいこくじんちゅうもくこようろうどうしゃがいこくじんぎょうかいおお

せつめいてつづしやくしょそうているーるこようがいこくじんあらたともな

かいせいにゅうかんほうかくだいいうろうどうしゃがいこくじんしゃかいもんだいぶそくろうどうりょく

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

がつ にちにち 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
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3月  1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  電話等で  都合を  ききます）

2月  5日（水）

2月21日（金）

小牧児童館2月  7日（金）

北里児童館2月17日（月）

2月25日（火）
2月19日（水）
2月12日（水）
2月  4日（火）

毎月第3火曜日、
祝日、年末年始除く

小牧児童館2月  7日（金）

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、 詳しい  受付時間は  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  ください。

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

2月  4日（火）
2月18日（火）
2月25日（火）
3月  3日（火）

2019年10月  1日～  8日生まれ
2019年10月  9日～16日生まれ
2019年10月17日～23日生まれ
2019年10月24日～31日生まれ

2月  7日（金）
2月14日（金）
2月21日（金）

2018年  8月11日～20日生まれ
2018年  8月21日～31日生まれ
2018年  9月  1日～10日生まれ

2月  6日（木）
2月20日（木）

2017年11月  1日～15日生まれ
2017年11月16日～30日生まれ

2月5日（水）
2月12日（水）
2月26日（水）

2017年  2月  1日～10日生まれ
2017年  2月11日～20日生まれ
2017年  2月21日～28日生まれ

2月13日（木）
2月19日（水）
2月27日（木）

2月26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
　（妊婦のみの  参加も  可) 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  心配ごとの  相談、 身体計測

　　　　血圧測定、 尿検査（希望者のみ）

低体重児届

赤ちゃんが  生まれてから  10か月ごろ  自宅に  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。  ●もらえる場所／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  渡します
　　　　妊娠中の  不安や  心配な  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 通知カードと 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、

右の  問合先へ  

聞いて  ください。
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「円滑な 外国人 雇用について」

（日系ブラジル人で 初めて 司法試験 合格）

弁護士

（所属 大嶽達哉法律事務所・名古屋市中区錦）　

講師 照屋 エイジ 先生 

小牧市役所  本庁舎  601会議室

2月 19日（水） 18：30～20：00

労働力不足が  社会問題と  なっており、 外国人労働者の  受け入れを  拡大するため、 入管法が  改正されました。

それに  伴う  新たな  外国人雇用の  ルールや、 想定される  市役所での  手続きなどを  説明します。

多くの  業界で  外国人労働者の  雇用が  注目されて  いますが、 外国人  雇用に  おいて  極めて  重要な

入管法や  ビザの  就労制限に  ついては  正しく  理解されていない  場合が  多く、 ときに  トラブルとなっています。

外国人  雇用における  注意点、 入管法改正の  ポイント等について  講演して  いただきます。

※参加する人は、 2月 7日（金）までに、 
　この欄の  問合先へ、 ハガキか、 FAXか、 

　メールで  申し込んでください。

　「多文化共生セミナー参加希望 ／ 

　 名前（読み方） ／ 年齢 ／ 

　 連絡先の電話番号」を  書いてください。

※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 ▶ 2月 9日（日）、 2月 23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 ▶ 2月 2日（日）、 9日（日）、 16日（日）、 23日（日）  8：30～17：15

次の 税金の 支払い期限は ３月 ２日 (月) 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！ 

●固定資産税（第4期） ●国民健康保険税（第9期）

●介護保険料（第8期） ●後期高齢者医療保険料（第7期）

平日の  昼は  忙しくて、税金の  支払いが  できない  人は…

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

日　時 にちじ

会　場 かいじょう

内　容 ないよう 無料参加料金 さんか
りょうきん

問合先
といあわせさき 小牧市役所本庁舎２階 多文化共生推進室（〒485-8650 住所を  書かなくても  届きます）

TEL.0568-39-6527  FAX.0568-72-2340  Email: tabunka@city.komaki.lg.jp
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3月  1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  電話等で  都合を  ききます）

2月  5日（水）

2月21日（金）

小牧児童館2月  7日（金）

北里児童館2月17日（月）

2月25日（火）
2月19日（水）
2月12日（水）
2月  4日（火）

毎月第3火曜日、
祝日、年末年始除く

小牧児童館2月  7日（金）

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、 詳しい  受付時間は  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  ください。

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

2月  4日（火）
2月18日（火）
2月25日（火）
3月  3日（火）

2019年10月  1日～  8日生まれ
2019年10月  9日～16日生まれ
2019年10月17日～23日生まれ
2019年10月24日～31日生まれ

2月  7日（金）
2月14日（金）
2月21日（金）

2018年  8月11日～20日生まれ
2018年  8月21日～31日生まれ
2018年  9月  1日～10日生まれ

2月  6日（木）
2月20日（木）

2017年11月  1日～15日生まれ
2017年11月16日～30日生まれ

2月5日（水）
2月12日（水）
2月26日（水）

2017年  2月  1日～10日生まれ
2017年  2月11日～20日生まれ
2017年  2月21日～28日生まれ

2月13日（木）
2月19日（水）
2月27日（木）

2月26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
　（妊婦のみの  参加も  可) 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  心配ごとの  相談、 身体計測

　　　　血圧測定、 尿検査（希望者のみ）

低体重児届

赤ちゃんが  生まれてから  10か月ごろ  自宅に  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。  ●もらえる場所／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  渡します
　　　　妊娠中の  不安や  心配な  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 通知カードと 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、

右の  問合先へ  

聞いて  ください。
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※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。

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

●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。

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）

乳がん検診
（超音波）

2月10日（月）

 9:00～10:10

 9:00～15:10

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）　

●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／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。

●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）

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

健診のおしらせ
成人検診の おしらせ成人検診の おしらせ

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

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

け
ん
し
ん

こ
べ
つ

け
ん
し
ん

し
ゅ
う
だ
ん

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

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

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

げつ

すい

こんねんどさいご けんしん

せんた ー かいしゅうほけん

せんた ーほけん

ようきけんたい

かいしゅうび

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

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

にんていいん かい

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

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ぜん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

けんしん

せ いじん けんしん



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。

カメラ、コードレス電話機、シェーバー、モバイルバッテリー、加熱式タバコ

コンセントやUSBを使用し充電できるもの

小型充電式電池（バッテリー）を取り外すことの

できない小型家電は「危険ごみ」で出してください。

バッテリーキャンプ用

携帯ボンベ

など包丁やはさみなど殺虫剤や芳香剤など

コイン電池

（形式記号CR・BR）

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

小牧市歴史館  TEL.0568-72-0712問合先
といあわせさき こまきし れきしかん

小牧市歴史館の  ４階  展望室から  見える  日本百名山等を
パネル写真にして、 それらの  山に  まつわる  歴史も  交えて  紹介します。

市制65周年 記念事業 歴史館 企画展

歴史館から 見える あの山 この山

無料

小牧市歴史館  展示無料 スペース

1月 4日（土）～ 3月 31日（火）

小牧市では  スプレー缶や  リチウムイオンバッテリーなどの  火が  つきやすい  ごみは
「危険ごみ」として、 専用の  車と  施設で  安全に  処理を  しています。 
指定ごみ袋（白・赤・緑）に  入れて  出すと、 ごみ収集車や  施設が  火事に  なるかも  
しれません。 必ず 透明袋で 「危険ごみ」 として  出してください。

スプレー缶が  混じっていて 
火事に  なった  写真

危険ごみを  指定ごみ袋 (白・赤・緑)では  絶対に  出さないでください。

※写真は  他の市で  起こった  事故です

危険ごみの  
正しい  出し方

危険ごみとして 透明袋で 出すもの

ごみ政策課  TEL.０５６８-76-1187問合先
といあわせさき せいさくか

 山猫団 「小さな 牧の サーカス」 コンテンポラリー ダンス公演

(一財)こまき市民文化財団　TEL.0568-71-9700問合先
といあわせさき いちざい しみん ぶんか ざいだん

※オンラインチケットサービスの ご利用には、 チケット代の 他に 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： 9：00から17:00まで こまき市民文化財団 （月曜日休館）
※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。

危険ごみ (スプレー缶、リチウムイオンバッテリーなど) の 正しい 出し方
エコリンからの  お知ら

せ

日  時 にちじ 会  場 かいじょう

料  金 りょうきん

チケット販売ちけっとはんばい

日  時 にちじ

会  場 かいじょう

料  金 りょうきん

（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
好評発売中　こまき市民文化財団オンラインチケットサービス

一般：1,500円　アートフレンド会員一般：1,200円　高校生以下：無料（要整理券）※全席自由

市民会館 大ホール  小牧市 小牧２丁目107番地3月 7日（土）14:00開演 (13:45開場)

その他： 託児サービス　料金： 子ども  1人につき 1,000円（定員10人 先着順）  対象： 1歳以上の  未就学児
　　　　希望する人は、 2月26日(水)までに  こまき市民文化財団へ  申し込んで  ください。

※歴史館内観覧の場合、 大人（れきしるこまき共通入場券）100円、 中学生以下  無料　

9:00～16:30
※休館日：2月 20日（木）、 3月 19日（木）　
※3月 19日（予定）までは 工事のため 4階展望室には 入れません。

小型充電式電池が内蔵されたもの

乾電池、小型充電式電池使い捨てライター刃 物スプレー缶類

その他

中身の  見える  透明袋に  

入れ  資源回収場所へ  出す

市制65周年 記念事業 

館内観覧の 場合は 16:15まで 

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

や ま ね こ だ ん

や ま や まみれ き し か ん

か ただた だ
ば っ て り ーい お んり ち う むか んす ぷ れ ー

き け ん

じぎょうきねんしゅうねんしせい

じぎょうきねんしゅうねんしせい

きかくてんれきしかん

むりょう ちゅうがくせいいか むりょうえんれきし かんない かんらん ばあい きょうつうにゅうじょうけんおとな

にち よてい こうじ かい はいてんぼうしつがつ

がつ にちきゅうかんび

かんない かんらん ばあい

もく もくにちがつれきしかん てんじ むりょう すぺーすこまきし

かにちがつどにちがつ

しょうかいまじれきしやましゃしんぱねる

にほんひゃくめいざんなどみてんぼうしつ

えこりん
し

かいこまきしれきしかん

だぜったいあかしろ みどり

あかしろ い だみどり

ふくろしていきけん

きけん

ただ だ かた

だとうめいふくろきけん

かんでんち
すぷれー かんるい はもの つか

ほか

こがた じゅうでんしき でんち ないぞう

す らいたー
こがた じゅうでんしき でんち

だとうめいふくろ きけんかなら

しょりあんぜんくるま しせつせんようきけん

しゅうしゅうしゃ しせつ かじしてい ふくろ

ひりちうむいおんばってりーかんすぷれーこまきし

なかみ み とうめいふくろ

い しげん かいしゅう ばしょ だ

じこおしほかしゃしん

けいたいぼんべ

きゃんぷよう

こいんでんち
ばってりー

こんせんと

かめら

こがたじゅうでんしきでんち ばってりー と はず

こがたかでん きけん だ

こーどれすでんわき しぇーばー もばいるばってりー かねつしきたばこ

しよう じゅうでん

けいしききごうほうちょうほうこうざいさっちゅうざい

しゃしんかじ

まかんすぷれー

ち い ま き さ ー か す こ ん て ん ぽ ら り ー だ ん す こ う え ん

もう こしみんぶんかざいだんすいにちがつひときぼう

みしゅうがくじさいいじょうたいしょうせんちゃくじゅんていいん にんえんひとりこりょうきんさーびすたくじほか

けとよやくばあいかひにゅうきんにちいないちゅう

ねがかひにゅうきんにちいないよやくご

げつようびきゅうかんしみんぶんかざいだんよやくでんわこときゅうぎょうびじかんかいかんしせつ

ばあいかくしゅ てすうりょうほかちけっと だいりようさーびすちけっとおんらいん

そうぞうかんせんたーかくしみんきたさとあじおかとうぶかいかんしみん

さーびすちけっとおんらいんざいだんぶんかしみんはつばいちゅうこうひょう

じゆうぜんせきせいりけんようむりょういかこうこうせいえんいっぱんかいいんあーとふれんどえんいっぱん

ちょうめ ばんちこまきこまきしほーるだいかいかんしみんかいじょうかいえんどにちがつ
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