
小牧市指定収集袋

（白色）
燃やすごみ用

小牧市指定収集袋

（緑色）
資 源 用

小牧市指定収集袋

（赤色）
破砕ごみ用 危険ごみ用

（透明）

どうしても  中身が  使い切れない  ときは、小牧市役所  ごみ政策課  
または  資源回収ステーションへ  お持ち込み  ください。

※専用の 袋は ありません

お知らせ

！注意点！
❶ 必ず 中身は 使い切って ください
❷ 必ず 危険ごみ（中身が見える透明袋）で 出して ください

P2

P1

P3

P5
P6・7
P7

P8

P4・5

●次の 税金の 支払い期限は 4月30日（木）です

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

みどり公園課  TEL.0568-76-1191
こうえんか

市民四季の森は、 面積 28.2ha。

桜や  アジサイ、 バラなどの  多数  

植物が  植えられています。 例年、

4月 上旬には  桜並木が 見ごろです。

2020年４月１日から
スプレー缶は 穴を 開けなくても よくなりました

●2020年４月１日から  スプレー缶は 
　穴を  開けなくても よくなりました

●みんなで つくろう 安心の まち

ᨊ⍣�ᗈᡤಓ�Ⅻಓ�℃

●ＫＩＡ ハングル講座（入門）募集

●外国人のための 相談窓口の おしらせ

●ＫＩＡ 英語基礎講座の  おしらせ

●住宅用 地球温暖化 対策設備 設置費の 補助

●区（自治会）の 活動に 参加しましょう

●AIA 日本語教室

●母子健診などの カレンダー 

●小牧山の  桜

●市民 四季の 森の 桜

SafetyDanger

OK!NG!

みさくらなみきじょうじゅんがつ

れいねんうしょくぶつ

たすうばらあじさいさくら

めんせきもりしきしみん

さくらこまきやま

もり さくらしきしみん

もりしきしみん さくら

あんしん

ほじょせっちひせつびたいさくおんだんかちきゅうじゅうたくよう

さんかかつどうじちかいく

そうだんまどぐちがいこくじん

ぼし けんしん かれんだー こうざ にゅうもん ぼしゅうはんぐる

こうざきそえいごきょうしつにほんご

もくにちがつきげんしはらぜいきんつぎ

も こすてーしょんしげんかいしゅう

せいさくかしやくしょこまき

ようきけん

とうめい

ふくろせんよう

きつかなかみ

きつかなかみかなら

かなら

ちゅういてん

し
ああなかんすぷれー

にちがつねん

ああな

かんすぷれーにちがつねん

だぶくろとうめいみなかみきけん

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 2020年4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

2020
月号4

外国人の人口：9,961人 / 小牧の人口：152,820人（2020年  3月 1日現在）
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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

多文化共生推進室　TEL.0568-76-1675（相談直通）
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

AIA 日本語教室〈4月～7月〉

主催
問合先

しゅさい

といあわせさき

公益財団法人愛知県国際交流協会  TEL.052-961-8746 FAX.052-961-8045 
あいちけん こくさいこうりゅうきょうかいこうえきざいだんほうじん

まるさんなかくなごやし

名古屋市中区三の丸2-6-1  E-mail: koryu@aia.pref.aichi.jp   http://www2.aia.pref.aichi.jp

申込
問合先

もうしこみ

といあわせさき
ALOE （海外生活体験のある女性の会） 

かいじょせいたいけんせいかつかいがい

E-mail:  akasatanaaloe@gmail.com   https://aloenagoyavol.com

予約不要、 当日  参加できます。 定員になった  場合は  断ることも  あります。

※今後、 新型コロナウイルスの  発生状況に  よっては、 講座の  日程を  変更するか、 開催を  取りやめる  場合が  あります。 

　不明な  場合は  聞いて  ください。

2,000円 （初回に  支払いください。 欠席する日が  あっても、 返金は  しません。）

あいち国際プラザ  2階  研修室 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-6-1

年間予定 ねんかんよてい

場　所 ばしょ 対  象 たいしょう

参加費 さんかひ

2,600円 

クラス くらす

参加費 さんかひ

申し込み もうしこみ

第1期：4月 14日 ～   7月  7日
第2期：9月 15日 ～ 12月 15日
第3期：1月  9日 ～   3月 27日

年間予定ねんかんよてい 第1期：4月 16日 ～   7月  9日
第2期：9月 10日 ～ 12月  3日
第3期：1月   7日 ～   3月 18日

※学期の  途中からでも  参加できます　※少人数制 

満16歳以上

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

火曜日
13:30～15:00
金曜日 午後
13:30～15:00

金曜日 夜
19:00～20:30
土曜日 午前
10:30～12:00

土曜日 午後
14:00～15:30

2020年度  第1期  日程

あいち国際プラザ にほんご教室

初級から  上級まで、 レベルに  合わせて  学べます

会話クラス （レベルに  応じて  クラス分け  します）
時  間 じかん 10:00 ～ 12:00 ／ 12:00 ～ 13:00

市街地の  西に  位置する  標高86mの  小牧山城は、織田信長が  初めて  築いた  城

であり、 小牧・長久手の  戦いなど  歴史色の  濃い  城山の  森で、 さらに「続 日本 100 

名城」 にも  選定されました。 今では  自然豊かな  市民の  憩いの  場となっており、 春

の桜、夏の  青葉、 秋の  紅葉、 冬の  雪景色など  

季節ごとに  風情ある  景色が  楽しめます。 春には  

山全体で  ソメイヨシノ、 カンザン、 シダレザクラ  

など  約10種  1,150本の  桜が  咲き  競います。 

ᗈᡤᴼఫಓ�べ♐�⇎౼ದರ��ᨊ⍣Კ౩ಓ� ᣮ⛴ᤴ౺ಮಣಉಯ��ಌಔ��
◻⍧ಔ��Ⴞ⢗ಌಣಀಸ
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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、 保険医療課と  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

小牧市シティプロモーション課
TEL.0568-76-1172

問合先
といあわせさき

こまきし してぃ ぷろもーしょん か

 4/14 4/21 4/28 5/12 5/19 5/26 6/2 6/9 6/16 6/23 6/30 7/7

4/17 4/24 5/1 5/8 5/15 5/22 5/29 6/5 6/12 6/19 6/26 7/3

4/17 4/24 5/1 5/8 5/15 5/22 5/29 6/5 6/12 6/19 6/26 7/3

4/18 4/25 5/2 5/9 5/16 5/23 5/30 6/6 6/13 6/20 6/27 7/4

4/18 4/25 5/2 5/9 5/16 5/23 5/30 6/6 6/13 6/20 6/27 7/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

木曜日
10:30～12:00

日本語教室 あかさたな

4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18 6/25 7/2 7/9

例年  小牧山さくらまつりの  

期間中、 桜の  馬場と  山北緑地に

おけるバーベキュー等の  火気の

使用許可に  ついて  事前に  届出を

受付していましたが、 新型コロナ

ウイルスの  感染拡大を  防止する

ため、 今年は 「火気の 使用許可」と

 「区画割り」は  実施しません。

便利な  口座振替の  ご利用を

購入、 譲渡、 廃車、 申告（登録）事項の  変更をした  場合は  申告（登録）を  してください。

毎年  4月1日  現在、 市内に  置場が  ある  軽自動車、 原付、 二輪車（バイクなど）の  所有者

毎年 1月1日  現在、 市内に  土地、 家屋、 償却資産を  持っている  人

市街化区域の  土地・家屋には  あわせて  都市計画税が  かかります。

●納める人

●納める人

●申告（登録）と  納税

納税の  方法には、 普通徴収と  特別徴収の  2通りが  あります。

① 普通徴収 … 6月・8月・10月・翌年の  1月の  4回の  納期に  分けて  納めてもらう  方法。

② 特別徴収 … 毎月の  給与や  年金から  あらかじめ  差し引いて  納めてもらう  方法。

●納税

① 1月1日 現在、 市内に  住所が  ある  人

② 1月1日 現在、 市内に  住所は  ないが、 事務所、 事業所、 家屋敷が  ある  人

●納める（支払う） 人 （納税義務者）

▶市民税課

個人の
市民税

▶資産税課

固定資産税
都市計画税

▶市民税課

軽自動車税
（種別割）

市税などの  納付は  口座振替が  便利です。 電気、 水道料金などの  公共料金の  支払いと  同じように、 

簡単な  手続きで  安全  確実に  納付することが  できます。 忙しくて  金融機関に  足を  運ぶ  時間の  ない  人、 

不在がちな  人は  ぜひ  利用して  ください。

●精神 障害者 保健 福祉 手帳 1･2級●同 4級 （音声・言語、下肢1・3・4号）
●療育（愛護）手帳 A判定 （1･2度）●身体 障害者 手帳 1～3級

※一定の  障害の  ある人  とは、 おもに  以下の  手帳を  お持ちの  人です。

広域連合の  認定を  受け、 後期  高齢者  医療制度に  加入できます。
加入を  希望する  人は、 市役所 保険医療課 医療係で  認定の  申請を  してください。

▶ 65歳 ～ 74歳で 一定の 障害の ある人※

75歳の  誕生日  当日から  加入します。 加入についての  手続きは  いりません。

▶ 75歳 以上の 人

後期 高齢者 医療制度の 対象となる 人は 保険医療課  Tel.0568-76-1128

Tel.0568-76-1182

Tel.0568-76-1115

Tel.0568-76-1114

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

に ほ ん ご きょうしつ

さくらこまきやま

ごごどようび

ごぜんどようび

よるきんようび

ごごきんようび

かようび

もくようび

ことわばあいていいんさんかとうじつふようよやく

さいいじょう

わ

きばあいふめい

ばあいとかいさいにってい へんこうこうざじょうきょうはっせいういるすころなしんがたこんご

くらすおうれべるくらすかいわ

まん

へんきんひけっせきしはらしょかいえん

えん

まるさんなかくなごやしけんしゅうしつかいぷらざこくさい

しょうにんずうせいさんかとちゅうがっき

にちがつにちがつきだい

ねんどがつ がつ きだい にってい

じっしわくかく

きょかしようかきことし

ぼうしかんせんかくだいういるす

ころなしんがたうけつけ

とどけでじぜんしよう きょか

かきなどばーべきゅー

りょくちやまきたばばさくらきかんちゅう

こまきやまれいねん

しようかき

こまきやま

しだれざくらかんざんそめいよしのやまぜんたい

きそさくら さほんやく しゅ

たのけしきふぜいきせつ

ゆきげしきふゆこうようあきあおばなつさくら

はる

はる

ばいこしみんゆたしぜんいませんていめいじょう

にほんぞくもりしろやまこれきししょくたたかながくてこまき

しろきずはじのぶながおだこまきやまじょうひょうこういちにししがいち

ばいこしみんたのしぜんおりおりしき

しょきゅう じょうきゅう れべる あ まな

にちがつにちがつきだい

にちがつにちがつきだい

にちがつにちがつきだい

にちがつにちがつきだい

にちがつにちがつきだい

しょくいんはな

が い こくじん

きょうしつにほんご

きょうしつぷらざこくさい

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いりょうか

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

ぎむしゃのうぜいひとおさ しはら

しみんぜいか

しゅべつわり

ぜいけいじどうしゃ

しさんぜいか

ぜいしさんこてい

とし けいかく ぜい

しみんぜいか

しみんぜい

こじん

りようひとふざい

ひとじかんはこあしきかんきんゆういそがのうふかくじつあんぜんてつづかんたん

おなしはらこうきょうりょうきんすいどうりょうきんでんきべんりふりかえこうざのうふしぜい

りようふりかえこうざべんり

とうろくしんこくばあいへんこうじこうとうろくしんこくはいしゃじょうとこうにゅう

のうぜいとうろくしんこく

しょゆうしゃばいくにりんしゃげんつきけいじどうしゃおきばしないげんざいにちがつまいとし

ひとおさ

ぜいけいかくとしかおくとちくいきしがいか

ひともしょうきゃくしさんかおくとちしないげんざいにちがつまいとし

ひとおさ

ひさ ほうほう

ほうほう

おさねんきんきゅうよまいつきとくべつちょうしゅう

おさわのうきかいよくねんがつ がつ がつがつふつうちょうしゅう

とおとくべつちょうしゅうふつうちょうしゅうほうほうのうぜい

のうぜい

ひとやしきいえじぎょうしょじむしょ

ひとじゅうしょしないげんざいにちがつ

じゅうしょしないげんざいにちがつ

ごうかしげんごおんせいきゅうどう きゅうてちょうふくしほけんしょうがいしゃせいしん

どはんていてちょうあいごりょういくきゅうてちょうしょうがいしゃしんたい

ひともてちょういかひとしょうがいいってい

しんせいにんていほけん いりょうがかりいりょうかしやくしょひときぼうかにゅう

かにゅうせいどいりょうこうれいしゃこうきうにんていれんごうこういき

ひとしょうがいいっていさいさい

てつづかにゅうかにゅうとうじつたんじょうびさい

ひといじょうさい

ひとたいしょうせいどいりょうこうれいしゃこうき
ほけん いりょうか
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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  前もって  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

13：05～13：55

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

健診のおしらせ

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

5月10日（日）

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名）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

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）   

4月  7日（火）
4月14日（火）
4月21日（火）
4月28日（火）

2019年10月24日～11月5日生まれ
2019年11月6日～11月18日生まれ
2019年11月19日～11月26日生まれ
2019年11月27日～12月9日生まれ

4月10日（金）
4月17日（金）
4月24日（金）

2018年9月11日～9月18日生まれ、10月1日～10日生まれ
2018年9月19日～9月25日生まれ、10月11日～20日生まれ
2018年9月26日～9月30日生まれ、10月21日～31日生まれ

4月  9日（木）
4月16日（木）

2017年12月1日～12月24日生まれ
2017年12月25日～2018年1月11日生まれ

4月  8日（水）
4月15日（水）
4月22日（水）

2017年3月1日～3月5日生まれ、4月1日～4月10日生まれ
2017年3月6日～3月10日生まれ、4月11日～20日生まれ
2017年3月11日～3月16日生まれ、4月21日～30日生まれ

4月  9日（木）
4月16日（木）

4月27日（月）

4月24日（金）

4月15日（水）

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

4月10日（金）
4月17日（金）
4月21日（火）
4月23日（木）
4月28日（火）

●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 心配事などを 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）

9:30～17:15
平日親子健康手帳

（母子健康手帳）交付

4月23日（木）
ラピオ４階

サークル室

●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、 おうちの  味を  知ろう（塩分濃度測定） ●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  できます) 30組

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

申し込みは いりません
もう こ

祝日、
年末年始除く）（

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）

予約必要●料金／0円　

●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

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  保険医療課

低体重児届

生後  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

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

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。

※新型コロナウイルスの 感染拡大防止のため 状況により 変更 若しくは中止となる 場合がございます。

ぼ　し けんしん か れ んだ ー

ひ ばしょ じかんうけつけ
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たいしょう ないよう もう こ

おやこ

しゅるい

ぼし も きけんこうてちょう わす

げつじ　けんしん

ははおや　し　か　けんしん

ほけん せんたー

ねん がつ がつにちがつ にち か

にち

にち う

けんしん

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

へいじつ

しゅくじつ

のぞねんまつねんし

せんたー

たいしょう ひと てがみまえ おく くわ うけつけじかん かくにんてがみ

そうだんほけんわる ばあいつごううかならけんしん

あか ほうもん

よぼう　そうだん

りにゅうしょく きょうしつ

おやこ
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ぱ ぱ 　  ま ま   きょうしつ

ば
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いこうげつ じたいしょう

たいしょう

ほごしゃ めい さんか

だばすたおるてちょうけんこうぼしおやこものも

てばすたおるてちょうけんこうぼしおやこものも
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りょうきん えん
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もう こ

ほけん

 げつ じ おやこ くみ

せんたー

せんたー

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

よやくひつよう

ぼにゅう そうだん もう こ

りょうきん えん

こ

でんわ

そだ せだい ほうかつ しえん せんたー らぴお かい

こ そだ せだい

らぴお かい

ほうかつしえん せんたー
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避難場所

200m

ばしょひなん

きれいで  住みやすい  地域づくり

まずは、 市役所（自治会支援室）に  相談して  ください

何か  あった時、 頼りに  なるのは  近所の  人です。

地域で  暮らす  みなさんが  快適な  環境で  暮らす  ことが  できるよう  公園等の

まちの清掃や  ゴミ置き場の  管理など  まちを  美しくする  活動を  しています。

※災害 … 地震や  大雨などに  よって  被害を  受けること　

※避難場所 … 逃げる  場所　※被災者 … 災害を  受けた  人

災害が  起きた 時の  助け合い

大きな  災害が  起きた時、 消防や 警察、 

市の  職員などは、 すぐに  その場所に 

来ることが  できません。 

阪神・淡路大震災、 新潟県中越地震の  

時は、 被災者の  約90%の  人が、 

市民の  救助活動により  命を  

救われました。

ᎁ䈰べ⏊ၹ䈱ಓ�␞ጮಐᏡጄ౼ಣ౼ಬ౫

地域における  課題や  問題は、 一人では  解決できません。 

ぜひ、 あなたも  地域の  一員として  区に  入って、 自分が  

暮らす  地域を  みんなで  一緒に  より良く  していきましょう。

区って  なに? 区は、 地域の  住民や  事業所などが  
自主的に  組織している  団体です。

市内には  129の  区が  あり、 それぞれが  住みやすい  地域を  つくる  ために  活動して  います。

どんな  ことを  
しているの?

区は、 市と  かかわりながら、 皆さんの
ために  様々な  活動を  行って  います。

区の  代表者である  区長さんは、 市からの  お知らせなどを    皆さんに  伝えたり、道路の修理を 

市に  お願いしたり、 ごみ置場を  管理するなど、 さまざまな  ことを、市と  連絡 ・ 調整して  います。

ひときんじょたよときなに

ちょうせいれんらくしかんりおきばねがし

しゅうりどうろつたみなししくちょうだいひょうしゃく

おこなかつどうさまざま

みなしく

かつどうちいきすくしない

だんたいそしきじしゅてき

じぎょうしょじゅうみんちいきく
く

ひとうさいがいひさいしゃばしょにひなんばしょ

うひがいおおあめじしんさいがい

そうだんじち か い しえ んしつしやくしょ

ひと

すく

いのちかつどうきゅうじょしみん

ちいきす

かつどううつくかんりばおごみせいそう

こうえんなどくかんきょうかいてきくちいき 

やくひさいしゃとき

じしんちゅうえつにいがたけんだいしんさいあわじはんしん

く

ばしょしょくいんし

けいさつしょうぼうときおさいがいおお

あたすときおさいがい

か つどう さんか
じち か い

く

いっしょ よく

じぶんはいくいちいんちいき

ちいき

かいけつひとりもんだいかだいちいき
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問合先
といあわせさき じちかい しえんしつ

自治会支援室　TEL.0568-39-6573

区の  おもな  活動

地域活動の  拠点となる  集会所の  管理や、  地域での  ふれあいの  輪を  広げるための  
さまざまな  活動など

ごみ置場の  設置と維持管理など 

交通死亡事故ゼロの  日の  街頭活動や  防犯パトロール隊による  防犯活動など 

防火 ・ 防災訓練の  実施、 自主防災会の  設置など  

まちの  清掃や  公園の  清掃、 排水側溝の  清掃など  

市の  広報や  地域の  情報紙を  配布、 回覧、 掲示など  

盆踊りやまつり、  運動会、 敬老会など  

そ　 の　 他

ごみ置場の管理

安全安心活動

防  災  活  動

美  化  活  動

広  報  活  動

親  睦  活  動

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

႘⢗�ᘉ⟣⒯ῌ፣�ᣞⲊ㖘ᆊ�㖘⻱㛹ಓ�㓌ጊ
小牧市に  住んでいる  人で、 自宅に  住宅用  地球温暖化  対策設備を  設置する  人に、
設置する  費用の  一部を  補助します。

対　象

申し込み

2020年度中に、 市内で  自分が  住んでいる  家に  設備を  設置する  人、 または  建売住宅を

売っている  業者などから  設備の  付いた  家（店舗などとの  併用住宅を  含む）を  購入する 人

対象設備
及び
補助金額

４月８日（水）より  受け付けます。 
申請書は  市ホームページ、 環境対策課に  用意しています。

そのほか、 必要な  書類と  合わせて  直接  環境対策課へ  

持ってきて  ください。

※全ての  設備において、 補助対象工事費が  補助金の  額を  下回る  場合は、 

　補助対象の  工事費（税抜き）を  補助額とし、 1,000円未満は  切り捨てる。

●定置用リチウムイオン蓄電システム（蓄電池） … １台につき 100,000円

●家庭用エネルギー管理システム（HEMS） … １台につき 10,000円

●家庭用燃料電池システム … １台につき 100,000円

… 上限 230,000円（ 太陽光発電システム ・ HEMS ・ 蓄電池を  同時に  設置する  場合 ） 

●一体的導入

かつどう

ひろわちいき

たいさくか

も

かんきょう

たいさくかかんきょうほーむぺーじししんせいしょ

う つすいにちがつ
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えんしすてむでんちねんりょうかていよう

えん
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もう こ
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たいしょう

ほじょいちぶせっち ひよう

ひとせっちせつびたいさくおんだんかちきゅうじゅうたくようじたくひとすこまきし

ほじょせっち ひせ つびた い さくおんだ んかち きゅうじゅうたくよう

かんりしゅうかいじょきょてんかつどうちいき
ほか

かんりいじせっちおきば

かつどうぼうはんたいぱとろーるぼうはんかつどうがいとうひぜろじこしぼうこうつうかつどうあんしんあんぜん

おきば かんり
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せいそうそっこうはいすいせいそうこうえんせいそうかつどうびか
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次の 税金の 支払い期限は 4月 30日（木）です

※納付期限の  日は、 各月の  最後の日（12月は25日）です。
※納付期限の  日が  土・日・祝日の  場合は、 次に  金融機関（銀行など）が  営業している日が  納付期限の日（口座振替日）です。

2020年度　税金など  納付期限  一覧表

３/31
（水）

３/1
（月）

2/1
（月）

12/25
（金）

11/30
（月）

11/2
（月）

9/30
（水）

8/31
（月）

7/31
（金）

6/30
（火）

6/1
（月）

4/30
（木）

３月２月１月12月11月10月９月８月７月６月５月４月税  金

市県民税

固定資産税

軽自動車税

国民健康保険税

介護保険料

後期高齢者医療保険料

１期

１期

１期

１期

１期

２期

２期

２期

２期

２期

３期

３期

３期

３期

３期

４期

４期

４期

４期

４期

５期 6期 7期 8期 9期

9期

10期

全期

8期

8期

7期

7期

6期

6期

５期

５期

納付期限の日
および口座振替日

市税は  納付期限までに  納めましょう！

介護保険料は 何歳から 払う（納める）の？

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1期）○固定資産税（第1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 ▶  4月 12日（日）、 4月 26日（日）  8:30～17:15

とき ▶  4月 5日（日）、 4月 12日（日）、 4月 19日（日）、 4月 26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。

市税を  納付書に  書いてある  期限までに  支払わないと、 市役所が  督促状や  催告書を  送ります。 また、 早く
納めるように  電話で  言うか  家まで  言いに  行きます。 それでも  支払いを  しない場合は、 勤務先、 金融機関などへ
お金を  いくら  持っているかを  調べます。 そして、 財産（給与、 預金、 不動産など）を  差押さえることが  あります。
それでもまだ、 支払いを  しない場合は、 差押さえた  財産を  市役所が  お金に  換えることも  あります。

40歳以上の  すべての  人が  介護保険料を  納めます。

40歳 ～ 64歳の  人は、  加入している  医療保険

（会社の  健康保険や  国民健康保険）で  介護保険料も

一緒に  納めます。  65歳以上の  人は、 市から  送られてくる

納付書（又は  口座振替）か、  年金  天引き（あらかじめ

差し引かれること）で  納めます。 原則として  年金  

天引きで  納めることが  介護保険法に規定されて  

いますので、  納め方を  自分で  選ぶことは  できません。

サービスを 利用して いなくても
保険料は 払うの？
はい。  介護保険は、  高齢社会での  介護を  社会全体で

支える  という  目的で  作られた  制度です。 現在  介護

サービスを  使う  必要がない  人も、  今  介護サービスを

使っている  人の  ために、  また  自分の  介護が  必要に

なった  ときの  ためにも、  払うことを  お願いします。

つぎ ぜ い きん し はら き げん が つ に ち も く

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 がつ にち にち がつ にち にち がつ 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

のぞねんしねんまつしはらまどぐちしやくしょにちようびまいしゅう

つ ぜいきん こ ん び に え ん す す と あ

きげんのうふしょ か

ふりかえび

かかねしやくしょざいさん

さしお

ねがはら

ひつようかいごじぶんひとつか

さーびすかいごいまひとひつようつかさーびす

かいごげんざいせいどつくもくてきささ

ぜんたいしゃかいかいごしゃかいこうれいほけんかいご

ほけんりょう はら

りようさーびす

さしお

ふどうさんよきんきゅうよざいさんしらもかね

えらじぶんかたおさ

きていほけんほうかいごおさてんび

ねんきんげんそくさ ひ おさ

てんびねんきんふりかえこうざまたのうふしょ

おくしひといじょうさいおさいっしょ

ほけんりょうかいごほけんけんこうこくみんほけんけんこうかいしゃ

ほけんいりょうかにゅうひとさいさい

おさほけんりょうかいごひといじょうさい

はら おさなんさいほけんりょうかいご

きかんきんゆうきんむさきばあいしはら

ばあいしはら

い いいえいでんわおさ

はやおくさいこくしょとくそくじょうしやくしょしはらきげんかのうふしょしぜい

こうざひひ のうふきげんきんゆうきかんばあい つぎ ぎんこう えいぎょうしゅくじつにちどひのうふきげん

にちがつさいごかくつきひ ひのうふきげん

おさの うふ き げんしぜい

のうふしょ はらば ー こ ー ど

ぜいきん はら

はやはらし
しはら

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

しさんしさんこていこてい ぜいぜい
だいだい きき

いちらんひょうきげんのうふぜいきんねんど

ぜいきん

しけんみんぜい き

き き

き き き き き き き き き

き き き き き き き き

き き き き き き き

き

き

き

き き

き き き

こていしさんぜい

けいじどうしゃぜい ぜんき

こくみんけんこうほけんぜい

かいごほけんりょう

こうきこうれいしゃいりょうほけんりょう

がつ がつ がつ がつ がつ がつ がつ がつ がつ がつ がつ がつ

こうざ　ふりかえび

のうふきげん ひ

げつ げつかもく きん すい きん すいげつげつ げつげつ

介護保険課  Tel.0568-76-1197
かいご ほけんか
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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

多文化共生推進室　TEL.0568-76-1675（相談直通）
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

AIA 日本語教室〈4月～7月〉

主催
問合先

しゅさい

といあわせさき

公益財団法人愛知県国際交流協会  TEL.052-961-8746 FAX.052-961-8045 
あいちけん こくさいこうりゅうきょうかいこうえきざいだんほうじん

まるさんなかくなごやし

名古屋市中区三の丸2-6-1  E-mail: koryu@aia.pref.aichi.jp   http://www2.aia.pref.aichi.jp

申込
問合先

もうしこみ

といあわせさき
ALOE （海外生活体験のある女性の会） 

かいじょせいたいけんせいかつかいがい

E-mail:  akasatanaaloe@gmail.com   https://aloenagoyavol.com

予約不要、 当日  参加できます。 定員になった  場合は  断ることも  あります。

※今後、 新型コロナウイルスの  発生状況に  よっては、 講座の  日程を  変更するか、 開催を  取りやめる  場合が  あります。 

　不明な  場合は  聞いて  ください。

2,000円 （初回に  支払いください。 欠席する日が  あっても、 返金は  しません。）

あいち国際プラザ  2階  研修室 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-6-1

年間予定 ねんかんよてい

場　所 ばしょ 対  象 たいしょう

参加費 さんかひ

2,600円 

クラス くらす

参加費 さんかひ

申し込み もうしこみ

第1期：4月 14日 ～   7月  7日
第2期：9月 15日 ～ 12月 15日
第3期：1月  9日 ～   3月 27日

年間予定ねんかんよてい 第1期：4月 16日 ～   7月  9日
第2期：9月 10日 ～ 12月  3日
第3期：1月   7日 ～   3月 18日

※学期の  途中からでも  参加できます　※少人数制 

満16歳以上

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

火曜日
13:30～15:00
金曜日 午後
13:30～15:00

金曜日 夜
19:00～20:30
土曜日 午前
10:30～12:00

土曜日 午後
14:00～15:30

2020年度  第1期  日程

あいち国際プラザ にほんご教室

初級から  上級まで、 レベルに  合わせて  学べます

会話クラス （レベルに  応じて  クラス分け  します）
時  間 じかん 10:00 ～ 12:00 ／ 12:00 ～ 13:00

市街地の  西に  位置する  標高86mの  小牧山城は、織田信長が  初めて  築いた  城

であり、 小牧・長久手の  戦いなど  歴史色の  濃い  城山の  森で、 さらに「続 日本 100 

名城」 にも  選定されました。 今では  自然豊かな  市民の  憩いの  場となっており、 春

の桜、夏の  青葉、 秋の  紅葉、 冬の  雪景色など  

季節ごとに  風情ある  景色が  楽しめます。 春には  

山全体で  ソメイヨシノ、 カンザン、 シダレザクラ  

など  約10種  1,150本の  桜が  咲き  競います。 

ᗈᡤᴼఫಓ�べ♐�⇎౼ದರ��ᨊ⍣Კ౩ಓ� ᣮ⛴ᤴ౺ಮಣಉಯ��ಌಔ��
◻⍧ಔ��Ⴞ⢗ಌಣಀಸ
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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、 保険医療課と  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

小牧市シティプロモーション課
TEL.0568-76-1172

問合先
といあわせさき

こまきし してぃ ぷろもーしょん か

 4/14 4/21 4/28 5/12 5/19 5/26 6/2 6/9 6/16 6/23 6/30 7/7

4/17 4/24 5/1 5/8 5/15 5/22 5/29 6/5 6/12 6/19 6/26 7/3

4/17 4/24 5/1 5/8 5/15 5/22 5/29 6/5 6/12 6/19 6/26 7/3

4/18 4/25 5/2 5/9 5/16 5/23 5/30 6/6 6/13 6/20 6/27 7/4

4/18 4/25 5/2 5/9 5/16 5/23 5/30 6/6 6/13 6/20 6/27 7/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

木曜日
10:30～12:00

日本語教室 あかさたな

4/16 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18 6/25 7/2 7/9

例年  小牧山さくらまつりの  

期間中、 桜の  馬場と  山北緑地に

おけるバーベキュー等の  火気の

使用許可に  ついて  事前に  届出を

受付していましたが、 新型コロナ

ウイルスの  感染拡大を  防止する

ため、 今年は 「火気の 使用許可」と

 「区画割り」は  実施しません。

便利な  口座振替の  ご利用を

購入、 譲渡、 廃車、 申告（登録）事項の  変更をした  場合は  申告（登録）を  してください。

毎年  4月1日  現在、 市内に  置場が  ある  軽自動車、 原付、 二輪車（バイクなど）の  所有者

毎年 1月1日  現在、 市内に  土地、 家屋、 償却資産を  持っている  人

市街化区域の  土地・家屋には  あわせて  都市計画税が  かかります。

●納める人

●納める人

●申告（登録）と  納税

納税の  方法には、 普通徴収と  特別徴収の  2通りが  あります。

① 普通徴収 … 6月・8月・10月・翌年の  1月の  4回の  納期に  分けて  納めてもらう  方法。

② 特別徴収 … 毎月の  給与や  年金から  あらかじめ  差し引いて  納めてもらう  方法。

●納税

① 1月1日 現在、 市内に  住所が  ある  人

② 1月1日 現在、 市内に  住所は  ないが、 事務所、 事業所、 家屋敷が  ある  人

●納める（支払う） 人 （納税義務者）

▶市民税課

個人の
市民税

▶資産税課

固定資産税
都市計画税

▶市民税課

軽自動車税
（種別割）

市税などの  納付は  口座振替が  便利です。 電気、 水道料金などの  公共料金の  支払いと  同じように、 

簡単な  手続きで  安全  確実に  納付することが  できます。 忙しくて  金融機関に  足を  運ぶ  時間の  ない  人、 

不在がちな  人は  ぜひ  利用して  ください。

●精神 障害者 保健 福祉 手帳 1･2級●同 4級 （音声・言語、下肢1・3・4号）
●療育（愛護）手帳 A判定 （1･2度）●身体 障害者 手帳 1～3級

※一定の  障害の  ある人  とは、 おもに  以下の  手帳を  お持ちの  人です。

広域連合の  認定を  受け、 後期  高齢者  医療制度に  加入できます。
加入を  希望する  人は、 市役所 保険医療課 医療係で  認定の  申請を  してください。

▶ 65歳 ～ 74歳で 一定の 障害の ある人※

75歳の  誕生日  当日から  加入します。 加入についての  手続きは  いりません。

▶ 75歳 以上の 人

後期 高齢者 医療制度の 対象となる 人は 保険医療課  Tel.0568-76-1128

Tel.0568-76-1182

Tel.0568-76-1115

Tel.0568-76-1114

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

に ほ ん ご きょうしつ

さくらこまきやま

ごごどようび

ごぜんどようび

よるきんようび

ごごきんようび

かようび

もくようび

ことわばあいていいんさんかとうじつふようよやく

さいいじょう

わ

きばあいふめい

ばあいとかいさいにってい へんこうこうざじょうきょうはっせいういるすころなしんがたこんご

くらすおうれべるくらすかいわ

まん

へんきんひけっせきしはらしょかいえん

えん

まるさんなかくなごやしけんしゅうしつかいぷらざこくさい

しょうにんずうせいさんかとちゅうがっき

にちがつにちがつきだい

ねんどがつ がつ きだい にってい

じっしわくかく

きょかしようかきことし

ぼうしかんせんかくだいういるす

ころなしんがたうけつけ

とどけでじぜんしよう きょか

かきなどばーべきゅー

りょくちやまきたばばさくらきかんちゅう

こまきやまれいねん

しようかき

こまきやま

しだれざくらかんざんそめいよしのやまぜんたい

きそさくら さほんやく しゅ

たのけしきふぜいきせつ

ゆきげしきふゆこうようあきあおばなつさくら

はる

はる

ばいこしみんゆたしぜんいませんていめいじょう

にほんぞくもりしろやまこれきししょくたたかながくてこまき

しろきずはじのぶながおだこまきやまじょうひょうこういちにししがいち

ばいこしみんたのしぜんおりおりしき

しょきゅう じょうきゅう れべる あ まな

にちがつにちがつきだい

にちがつにちがつきだい

にちがつにちがつきだい

にちがつにちがつきだい

にちがつにちがつきだい

しょくいんはな

が い こくじん

きょうしつにほんご

きょうしつぷらざこくさい

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いりょうか

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

ぎむしゃのうぜいひとおさ しはら

しみんぜいか

しゅべつわり

ぜいけいじどうしゃ

しさんぜいか

ぜいしさんこてい

とし けいかく ぜい

しみんぜいか

しみんぜい

こじん

りようひとふざい

ひとじかんはこあしきかんきんゆういそがのうふかくじつあんぜんてつづかんたん

おなしはらこうきょうりょうきんすいどうりょうきんでんきべんりふりかえこうざのうふしぜい

りようふりかえこうざべんり

とうろくしんこくばあいへんこうじこうとうろくしんこくはいしゃじょうとこうにゅう

のうぜいとうろくしんこく

しょゆうしゃばいくにりんしゃげんつきけいじどうしゃおきばしないげんざいにちがつまいとし

ひとおさ

ぜいけいかくとしかおくとちくいきしがいか

ひともしょうきゃくしさんかおくとちしないげんざいにちがつまいとし

ひとおさ

ひさ ほうほう

ほうほう

おさねんきんきゅうよまいつきとくべつちょうしゅう

おさわのうきかいよくねんがつ がつ がつがつふつうちょうしゅう

とおとくべつちょうしゅうふつうちょうしゅうほうほうのうぜい

のうぜい

ひとやしきいえじぎょうしょじむしょ

ひとじゅうしょしないげんざいにちがつ

じゅうしょしないげんざいにちがつ

ごうかしげんごおんせいきゅうどう きゅうてちょうふくしほけんしょうがいしゃせいしん

どはんていてちょうあいごりょういくきゅうてちょうしょうがいしゃしんたい

ひともてちょういかひとしょうがいいってい

しんせいにんていほけん いりょうがかりいりょうかしやくしょひときぼうかにゅう

かにゅうせいどいりょうこうれいしゃこうきうにんていれんごうこういき

ひとしょうがいいっていさいさい

てつづかにゅうかにゅうとうじつたんじょうびさい

ひといじょうさい

ひとたいしょうせいどいりょうこうれいしゃこうき
ほけん いりょうか



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  窓口まで  確認して  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

▶ 出掛けるときや  寝るときは  もちろん、家に  いるときも  必ず  カギを  かける。

▶ 夜の  間は、  入り口の  ライトを  つけて  家の  周りを  明るくする。

▶ たくさんの  お金を  家に  おかない。　 ▶ 家の  まわりは、 見通しを  良くする。

▶ 近くに  住んでいる  人どうし、 あいさつをして、 あやしい人を  近づけさせない。

対 策

・被害の  約30％が  カギを  かけていない  ドアや  窓から  入られています。

・家に  対する  ドロボウは、 強盗などの  凶悪犯罪になる  おそれのある  危険な  犯罪です。
被害の状況

家に  対する  ドロボウ被害の  防止  ➡  ドアや  窓の  カギかけが  大切です。

4月1日から 10日間、「春の  安全な  まちづくり  県民運動」が  行なわれます。

～「犯罪に あわない」「犯罪を 起こさせない」「犯罪を 見逃さない」～
みんなで つくろう 安心の まち

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

英語基礎講座の おしらせ

ハングル講座（入門） 募集

4月 1日（水）～ 4月 18日（土）の  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。

会員：初級 3,000円  中級 4,000円　会員でない人：初級 6,000円  中級 7,000円

●初級クラス  5月 20日 ～ 7月 22日 （水曜日  13:00～15:00）
●中級クラス  5月 12日 ～ 7月 14日 （火曜日  18:30～20:30）（どちらも  全部で  10回）

小牧市公民館4階
チェスルーム

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  18歳以上の  人

初級・中級  それぞれ  16人
※申し込みが  16人より  多いときは、 くじで  決めます。  ※申し込みが  6人より  少ないときは、 止めます

日　時 にちじ

場　所 ばしょ 対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

定　員 ていいん

※12:00～13:00、 日曜日 ・ 月曜日 ・ 祝日は  お休み

※いつでも  会員に  なれます。（個人年会費  1口  2,000円）　※テキストは  先生が  プリントを  渡します。

  話してみよう、 

はじめての  ハングル！

4月 1日（水）～ 5月 8日（金）の  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。

会員 3,000円、 会員でない人 6,000円 （テキストの  お金も  入っています。）

5月 19日 ～ 7月 21日 （火曜日  10:00～12:00）（10回）

金  慧 林 （Kim Hyelim）

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  18才から  申し込みが  できます。

16人 （先に  申し込んだ人） ※申し込みが  ６人より  少ないときは  止めます。

日　時 にちじ

講　師 こうし小牧市公民館4階  チェスルーム場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

定　員 ていいん

※12:00～13:00、 日曜日 ・ 月曜日 ・ 祝日は  お休み

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

  英語に  もう一度  

チャレンジして  みませんか
！

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 かくにん

へんしゅう

はっこう

しみん せいかつぶ 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

あいちけん こまきし さんちょうめ いちばんち

ちかひとひとすちか

よいえ みとおいえかね

あかまわいえらいとぐちいあいだよる

かならいえ かぎねでか

たいさく

はんざいきけんはんざいきょうあくごうとうどろぼうたいいえ

はいまどどあかぎやくひがい
じょうきょうひがい

たいせつどろぼう どあ かぎまどぼうしひがいたいいえ

おこうんどうけんみんあんぜんはるにちかんにちがつ

みのがはんざいおはんざいはんざい

あんしん

はな

はんぐる

えい ご き そ こうざ

は ん ぐる にゅう も ん ぼ しゅうこうざ

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

こうりゅうきょうかいこくさいこまきしもかねあいだすいにちがつ どにちがつ

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

こうりゅうきょうかいこくさいこまきしもかねあいだすいにちがつ きんにちがつ

えん

かいいん こじん くち えん わたぷりんとせんせいてきすとねんかいひ

ちゅうきゅうえん えん ちゅうきゅう えんしょきゅう しょきゅうかいいん かいいん ひと

えん てきすと かね はいえんかいいん かいいん ひと

すく やにんおおにんこ きもう こもう

にんちゅうきゅうしょきゅう

ひとさいいじょうかいいんべんきょうがっこう

こまきしひとこまきしひと

ひと

すこまきし

ちぇするーむ

かいこうみんかんこまきし

ちぇするーむかいこうみんかんこまきし

かいぜんぶかようびくらすちゅうきゅう

すいようびにちがつ にちがつ

にちがつ

かようび かいにちがつにち

きむ へ りむ

にちがつ

くらすしょきゅう

しごと

べんきょう

がっこうこまきし

にん さき もう こ ひと もう こ にん すく や

ひとこまきしひと

ひと かいいん さい もう こ

すこまきし しごと

えいご

ちゃれ んじ

いちど
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