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●次の 税金の 支払い期限は 
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　うそのショッピングサイトに 注意

●市営大輪住宅 空家 入居者 募集
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●外国人のための 

　相談窓口の おしらせ

●エコリンからの お知らせ

●日頃の 備え できていますか？

●小牧市 防災情報メール 配信サービス

●新しい コロナウイルスの 

　病気に  ついて

メナード美術館 展覧会情報

問合先
といあわせさき めなーど びじゅつかん こまきし こまき

メナード美術館  小牧市小牧5-250　TEL.0568-75-5787

10:00～17:00 （16:30までに  入ってください）

メナード美術館

開催中 － 2020年 9月 6日（日）
※月曜日（ただし  8/10は  開きます）、 金曜日、 8/11（火）は 休みます。

※7/20に  一部展示替を  行います日にち ひにち

開館時間 かいかんじかん

場　所 ばしょ

大人 900円、 高校生・大学生 600円、 小学生・中学生 300円

※障害者手帳を  持っている人と  その同行者（一緒に 来た 人） 一人は  無料（0円）

開館状況、 展覧会の  内容等、 最新の  情報は  

メナード美術館  ホームページを  見てください。  https://museum.menard.co.jp

メナード美術館は、 1987年 10月、 日本メナード化粧品という  会社を  つくった  野々川大介と  美寿子の  夫妻が  

中心となり  集めた  美術品を  もとに  作られました。 小牧市は  二人が  生まれ  育った  場所です。

岸田劉生《童女洋装》（部分） 

1926年  メナード美術館  

初公開コレクション

料　金 りょうきん

防災危機管理課　TEL.0568-76-1171   FAX.0568-41-3799防災危機管理課　TEL.0568-76-1171   FAX.0568-41-3799問合先
といあわせさき ききぼうさいぼうさい きき かんりかんり かか

「非常持出品」 「災害用備蓄品」を  備えて（準備して）おきましょう!

「防災情報メール」 「災害用伝言ダイヤル」などの  使い方を  覚えておきましょう!

家族や  身近な  人と  避難先（待ち合わせ場所）を  決めて  おきましょう！

防災ガイドブックなどで、 自宅、 学校、 会社、 通勤・通学路の  危ない場所を  確認して、

安全な  行き方を  2つ以上  考えて  おきましょう!個人で、 
家族で
できること

毎年、 9月1日は  「防災の日」です。 災害から  自分を  守るため、 「自分の  命は  自分が  守る」

気持ちを  持ちましょう。

（防災週間）  2020年 8月 30日（日）～ 9月 5日（土）と　き

登
録
方
法

小牧市 防災情報 メール配信サービス
地震  大雨  暴風  ミサイルの発射など  防災の  おしらせを  あなたの  E-mail(携帯電話・PC)で  

うけとる  ことが  できる  サービスです。

ミサイル発射台風大雨・暴風 土砂崩れ河川氾濫地震

PC、スマートフォン用t-komaki@sg-m.jp

登録内容を

確認すると

登録できます！

利用規約を  確認して

メール配信に  

同意して  ください。

登録するための  URLが

書かれた  メールが  届きます。 

URLに  アクセスして  ください。

※QRコードが  読み取れない  ときは

　下の  アドレスに  メールを  送って  ください。

QRコードを  携帯電話などで  読み取って  ください。❶

❹
❸
❷

❶

❷ ❸ ❹

フィーチャーフォン（ガラケー）用 問合先
といあわせさき のうせいか

農政課　TEL.0568-76-1131

小牧の  桃は、 小牧市東部の  篠岡地区で  明治時代（1868年～1912年）から  

育てていて、 今では  愛知県の  中でも  有名に  なっています。 

特に 「しのおかの  桃」は、 実が  大きく、 甘みも  強いため、 日本中に  

知られています。 桃の  収穫時期（育てた  実を  取る  時期）は、 6月から  8月中頃までです。 

小牧市東部の  なだらかな  丘の  続く  場所で  育てられている  ぶどうは、 8月から  9月の  

終わりごろまで  収穫されています。 主な  種類は 「巨峰」「デラウェア」で、 

実が  大きくて  甘い 「巨峰」は  人気が  あります。

小牧の 桃と ぶどう

日頃の 備え できてますか？

新しい  コロナウイルスの  病気（COVID-19）が  広がるのを  防ぐため、 

いろいろな  行事が  変わったり  なくなったり  するかも  しれません。 

詳しくは、 各問合せ先に  聞いて  ください。

○新しい  コロナウイルス

 （COVID-19）の  病気に  ついて

http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/lifeinfo/28919.html

P3

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

びょうき

う い るすころ なあたら

さー び すはいしんめ ー るじょうほうぼうさいこまきし

そなひごろ

しえこりん

まどぐちそうだん

がいこくじん

ぼしゅうにゅうきょしゃあきやじゅうたくだいわしえい

ちゅういさ い としょっぴん ぐ

お ー くしょ んい ん た ー ねっと

げつがつ にち

きげんしはらぜいきんつぎ

たいけんたい

こうざきそえいご

きょうしつぶんかにほん

ぼしゅうにゅうもんこうざは ん ぐる

こうざりかいこくさいかいだい

けんしんせいじん

か れ ん だ ーけんしんぼし

じょうほうてんらんかいびじゅつかんめ な ー ど

ももこまき

にんききょほうあまおおみ

で ら うぇあきょほうおも しゅるいしゅうかくお

がつがつそだばしょつづおかとうぶこまきし

なかごろがつ

ばしょそだうふたりこまきしつくびしゅつひんあつちゅうしん

ふさいみつこだいすけののかわかいしゃけしょうひんめ な ー どにほんがつねんびじゅつかんめ な ー ど

みほ ー む ぺーじびじゅつかんめ な ー ど

じょうほうさいしんないようなどてんらんかいかいかんじょうきょう

えんむりょうひときいっしょ ひとりどうこうしゃひともしょうがいしゃてちょう

こ れくしょ んはつこうかい

びじゅつかんめ な ー どねん

どうじょようそう ぶぶんりゅうせいきしだ

えんちゅうがくせいしょうがくせいえんだいがくせいこうこうせいえんおとな

びじゅつかんめ な ー ど

はい

やすかきんようびひらげつようび

おこなてんじがえいちぶにち にちがつねんかいさいちゅう

よーろっぱ

がかきかくてんしょぞう

がつじきとみそだじきしゅうかくもも

にほんじゅう

し

つよあまおおみももとく

ゆうめいなかあいちけんいまそだ

ねんねんじだいめいじちくしのおかとうぶこまきしももこまき

こ ま き

じ ょ う ほ うて ん ら ん か いび じ ゅ つ か んめ な ー ど

も も

こ ま き し ぼ う さ い じ ょ う ほ う め ー る は い し ん さ ー び す

ひ ご ろ そ な

とうろく

かくにん

ないようとうろく

どうい

はいしんめーる

き や く かくにんり よう

あ くせ す

とどめ ー るか

とうろく

めーる おくした あどれす

とよこーど

とよでんわけいたいこー ど

す ま ー と ふ ぉ ん ふ ぃ ー ち ゃ ー ふ ぉ ん が ら け ーよう よう

ほ
う
ほ
う

と
う
ろ
く

さーびす

でんわけいたいぼうさいはっしゃみ さ い るぼうふうおおあめじしん

じゅんびそなびちくひんさいがいようひじょうもちだしひん

おぼかたつかだ い や るでんごんさいがいようめ ー るじょうほうほうさい

ばしょ きあまひなんさきひとみじかかぞく

かんがいじょうかたいあんぜん

かくにんばしょあぶつうがくろつうきんかいしゃがっこうじたくが い ど ぶっくぼうさい

かぞく

こじん

もきも

まもじぶんいのちじぶんまもじぶんさいがいひぼうさいにちがつまいとし

どにちがつにちにちがつねんしゅうかんぼうさい

はっしゃみ さ い るたいふうぼうふうおおあめ くずどしゃはんらんかせんじしん

あたら あたら

びょうき

びょうき

くわ かく さき きといあわ

ひろ ふせ

かぎょうじ

ころ な う い るす ころ な う い るす

8

生活情報誌こまき

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8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8

外国人の人口：9,971人 / 小牧の人口：152,661人（2020年  7月 1日現在）
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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

※新しい  コロナウイルスの  病気が  広がらないようにするため、 予定が  変わることが  あります。
※対象の  人には  前もって  手紙を  送ります。 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

13:10～14:00

13：05～14：15

９:0０～10:10

13:05～14:15

保健センター 13:45～14:30

※マスクを 着用し 親子(母子）健康手帳と バスタオルを 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）

9月  6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  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  など

●対象／乳幼児（特に  1歳ぐらいの  子どもに  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・バスタオル（1枚）　
●料金／0円　●申し込み／保健センター

10:00～11:15

パパママ教室

8月  4日（火）
8月11日（火）
8月18日（火）
8月25日（火）

2020年  4月  1日～ 4月  8日生まれ
2020年  4月  9日～ 4月16日生まれ
2020年  4月17日～ 4月24日生まれ
2020年  4月25日～ 4月30日生まれ

8月  7日（金）
8月21日（金）
8月28日（金）

2018年12月24日～ 2019年1月5日生まれ
2019年  1月  6日～ 1月19日生まれ
2019年  1月20日～ 1月31日生まれ

8月  6日（木）
8月20日（木）

2019年  5月  1日～ 5月15日生まれ
2019年  5月16日～ 5月31日生まれ

8月  5日（水）
8月19日（水）
8月26日（水）

2017年  5月28日～ 6月  7日生まれ
2017年  6月  8日～ 6月22日生まれ
2017年  6月23日～ 7月  5日生まれ

8月  6日（木）
8月20日（木）

8月31日（月）

8月21日（金）

8月  5日（水）

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

8月  4日（火）
8月  7日（金）
8月11日（火）
8月21日（金）
8月25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、 マイナンバーカード

（マイナンバーを  持っていない人は、 マイナンバーの  わかるもの（通知カード、 
住民票など）と  身分証明書（在留カード、 運転免許証など）が  いります。）

9:30～17:30
月～金親子健康手帳

（母子健康手帳）交付

8月28日（金）

●内容／※内容が  一部  変わっています。 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、 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㏄くらい）、 飲み物　●料金／0円

●対象／９か月児以降の  親子
●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  など

●対象／小牧市内に  住んでいる  妊婦と  その夫
（妊婦のみでも  参加できます) 10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

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）

まなび創造館
多目的室

（ラピオ4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）

　　　　　　TEL.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か月ごろの  赤ちゃんの  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。
●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。

母子健診などのカレンダー母子健診などのカレンダー

赤ちゃん訪問
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  もって  訪問します。（前もって  電話などで  都合を  聞きます）

※新しい コロナウイルスの 病気が 広がらないように するため 
　予定が 変わったり 中止になることが あります。

エコリンからの  

お知らせ
病気を 広げないための ごみの 出し方

鼻水などが  ついた  マスクや  ティッシュなどは  密封（外に  出ないよう  しっかり  とじること）した  ビニール袋などに

入れ、 そのまま  燃やすごみ  指定袋（白袋）に  入れてください。 その他、 次のことに  注意してください。

❶ごみ箱に  ごみ袋を

　かぶせて  いっぱいに

　なる前に  出す。

❷ごみを  直接  触らないよう、

　袋の  空気を  抜いて

　口を  しっかり  縛る。

❸ごみを  捨てたあとは、

　石鹸を  使って

　手を  よく洗う。

病気を  再び  広げないためにも  注意してください

使った  マスクや  ティッシュなどの  捨て方

●そうじの作業前、 作業中、 作業後に、 3つの  密（密集、 密接、 密閉）※に  ならないように  してください。

●そうじの時、 手袋、 ゴーグル、 マスクなどの  自分を  守るものを  つけて、 肌が  あまり出ない  

　服（長袖・長ズボン）を  着てください。

●ごみは  手で  直接  さわらないようにし、 消毒、 手洗いを  必ず  してください。

●熱中症（暑くて  気分が  悪くなること）に  ならないように  するため、 水などを  何度も  飲んで  

　他の  人と  十分な  距離が  とれる  場所で  マスクを  外して  休憩を  してください。

ま
ち
の 

そ
う
じ
を 

す
る
時
に 

注
意
す
る
こ
と

●ごみが  ちらからないように  するため、 ごみ袋の  口は  しっかりと  縛って  封をする。

●ごみを  集める車が  ごみを  つぶして  小さくするときに  勢いよく  破れることで、 ごみを  集める

　人に  病気が  うつるかもしれないので、 袋の  空気を  抜く。

●食品（食べるもの）を  使い切るなど、 ごみを  減らすよう  注意して  ごみを  出す量を  減らす。

●ごみを  集める人に  病気を  うつさないように  するため  正しい  分け方・捨て方の  ルールを  守る。

ご
み
を 

出
す
と
き
に 

注
意
す
る
こ
と

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

※新しい  コロナウイルスの  病気についての  小牧市の  最新の情報は、 

　小牧市HP「新型コロナウイルス（COVID-19）に  関する  対応に  ついて」
　（http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/kinkyu/covid_19.html）

　ごみ政策課HP「新型コロナウイルスに  関連する  家庭ごみの  出し方について」（右の QRコード）を  見てください。

※3つの  密（三密）…次の  3つの  状態のことを  いいます。 ●密閉（部屋の  中などで  空気を  入れかえることが  できない）

　●密集（たくさんの  ひとが  集まっている） ●密接（他の人たちと  近くで  触れ合ったり  話をしたりしている）

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

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

外国人のための 相談窓口の おしらせ
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建築課　TEL.0568-76-1143問合先
といあわせさき けんちくか

健診のおしらせ〈成人検診の おしらせ〉

 9:00～11:05

 9:00～15:30

胸部X線検診 8月17日（月）

8月31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）

保健センター

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　

●定員／24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 

　下の 表の どれかに  あてはまる人　

●定員／80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／保健センター

●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

●受診期間

 2021年

 3月31日（水）

 まで

●受診期間 

2021年  2月26日（金）まで

●受診期間

 2021年

 2月14日（日）

 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

　　　　　　④の人：前もって  保健センターへ  聞いてください。 

9月28日（月）

9月16日（水）

8月24日（月）

保健センター 

東部市民センター

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）

骨粗しょう症検診
（超音波）

9月19日（土）

8月27日（木）

9月30日（水）

 9:00～11:00

 9:00～15:30

 9:30～15:30

9月24日（木）

8月11日（火）

9:00
〜

11:00

保健
センター 

保健
センター 

9:00
〜

10:30

●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／80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／50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.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：6,280円（70歳以上 3,280円)

※人間ドックを 受診するときは 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／小牧市内の 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

小牧市内の  

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／2021年2月12日(金)までに  保健センターの  窓口へ  来てください。
※痰を とる 検査です。 容器に ３日分の 
痰を 取り、 自分で 出して ください。

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 奇数年に 生まれた人

③ 誕生日が 1989年 1月8日 以降で 偶数年に 生まれた人

① 無料クーポンが 届いた人

④ ①～③以外で 2019年度に 受診して いない人

【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。

次の 税金の 支払い期限は 8月 31日（月）です
●市県民税（第2期） ●国民健康保険税（第3期）

●介護保険料（第2期） ●後期高齢者医療保険料（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  8月 9日（日）、 23日（日）  8:30～17:15

とき  8月 2日（日）、 9日（日）、 16日（日）、 23日（日）、 30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 しゅうぜいかしゅうぜいか

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。 スマートフォンアプリ 「PayB」でも  市税等の  

支払いが  できます。 くわしくは  PayBホームページ （https://payb.jp/）から  確認してください。

支払いは  

早めに！ 

収税課 TEL.0568-76-1117／0568-76-1118問合先
といあわせさき しゅうぜいか

商品の  写真が  ない。　　値段が  安すぎる。　　電話番号が  書いていない。

お金を払う  銀行口座が  会社の  名前ではない。　

お店で  売り切れている  商品が  サイトでは  在庫が  たくさんある。

❹募集日程の  お知らせ（予定）

❸家　賃 23,400 ～ 38,100円

❷募集内容 市営大輪住宅  １棟  404号 （3DK・エレベーターなし）
  3棟  304号 （3DK・エレベーターあり）

❶申し込み方法　 郵送か  市役所  建築課  窓口へ  直接  もってきてください （東側の  庁舎  １階）

▶申し込み書を  配る  期間…2020年 ８月 17日（月）～ 2020年 ９月 14日（月）

▶申し込み期間 ………………2020年 ９月  ７日（月）～ 2020年 ９月 14日（月）

▶抽 選 日  ……………………2020年 ９月 29日（火）

▶アパートに  入れる日（予定）…2020年 12月 １日（火）

インターネットオークションや うその ショッピングサイトに 注意
インターネットオークションなどは  とても  便利で  人気です。

しかし、 「お金を  払ったのに  商品が  届かない」 「サイトが  消えてしまった」という  相談が  多くあります。

下の  例は、 うその  ショッピングサイトかもしれません。 当てはまる  場合は、 

注意して  ください。 だまされないように  しましょう。
注意  すること

問合先
といあわせさき 市民安全課（小牧市消費生活センター） TEL.0568-76-1119（直通）

こまきしあんぜんか しょうひ せいかつ せんたー ちょくつうしみん

のぞひしやくしょ し

10：00～12：00、 13：00～16：30　市役所が  閉まっている日を  除く 

市営大輪住宅 空家入居者募集【抽選】（一般世帯向け）
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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

さい

えん えん

りょうきん えん ほけんこもう

せんたー

りょうきん えん

ほけん

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

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

ひとじゅうみんとうろくこまきしさいたいしょう

ひと りょうきん

りょうきん

えん

えん

ていいん

ていいん

もう こ

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 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

まえ ほけん せんたー きひと

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

けんさ

じゅしん きかん

ねん

じぶんと だたん

たん にちぶんようき

がつ にち きん

さんふじんか

こまきしない

れでぃーす

しないこまき

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 すいがつ

きかんじゅしん

ねん

にち 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

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まきこもう

じゅしんけんおくほけん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

せんけんしん

かくたんけんさ

きょうぶ

けんしんはい

ひと ひとじゅしんねんどいがいうぐうすうどしいこうにちがつねんたんじょうび

ひとうき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

へいじつ ひる

ぜいきん

いそが

しはら

ひと

がつ にちにち にち にち

がつ にちにち 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

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

い ん た ー ね っ と お ー く し ょ ん

だ い わし え い じ ゅ う た く 　 あ き や に ゅ う き ょ し ゃ ぼ し ゅ う ち ゅ う せ ん い っ ぱ ん せ た い む

し ょ っ ぴ ん ぐ さ い と ち ゅ う い

のぞねんまつねんししはらまどぐちしやくしょにちようびまいしゅう

ぜいきん そうだん ぜいきんはら はらかた

はら

はや

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ふりかえ

かくにんほーむぺーじしはら

などしぜいすまーとふぉんあぷり

こうざぜいきんべんりふりかえこうざし はら わす

し けん み ん ぜ いし けん み ん ぜ 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

か い ご ほ けん りょ うか い ご ほ けん りょ う だいだい きき だいだい ききこう 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

つ ぎ ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ に ち げ つ

ざいこさいとしょうひんきうみせ

なまえかいしゃこうざぎんこうはらかね

ばんごう かでんわやすねだんしゃしんしょうひん

ちゅうい

ばあいあしょっぴんぐ さいとれいした
ちゅうい

おおそうだんきさいととどしょうひんはらかね

にんきべんりい んた ーねっとおー くしょん

かにちがつねんよていひはいあぱーと

かにちがつねんちゅうせんび

げつにちがつねんげつにちがつねんきかんこもう

げつにちがつねんげつにちがつねんきかんくばしょこもう

よていしにっていぼしゅう

えんやちん

えれべーたーごうとう

えれべーたーごうとう

じゅうたくだいわしえいないようぼしゅう

かいちょうしゃひがしがわちょくせつまどぐちけんちくかしやくしょゆうそうほうほうこもう

※新しい コロナウイルスの 病気が 広がらないように するため 
　予定が 変わったり 中止になることが あります。

ちゅうしかよてい

ひろびょうきあたら ういるすころな
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生活情報誌こまき 生活情報誌こまき

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）

ハングル講座（入門） 募集

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。

12人（予約が  いります。 先に  申し込んだ  人順、 会員優先）

一人で  一回  3人まで  申し込めます。

電話や  メール、 ラインで  連絡できること

会員 300円、 会員でない人 500円

8月 1日（土）～ 8月 29日（土）に、 お金を  持って、 直接  小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。

小牧市公民館  他

9月 19日（土） 15：00～17：00 （生活情報誌  こまきを  読む）

 17：00～18：00 （小牧市を  楽しむ）

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！

「せいかつ  じょうほうし  こまき」を  見て、 

小牧市を  もっと  楽しもう！

（注）新型コロナウイルスの  感染状況により  延期 または 中止と  なることが  あります。

日　時 にちじ

内　容 ないよう

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

その他 そのほか

にほんご体験隊“NAKAMA”

参加費 さんかひ

「外国人に  分かる  日本語と  コミュニケーション」
たくさんの  留学生に  教えた経験から、 外国人に  分かる  日本語と  
コミュニケーションの  話を  してもらいます。

日本手ぬぐいを  使って  絞り染めを  体験して  みませんか。
マスクにも  なりますよ。

0円20人（予約が  いります。 先に  申し込んだ  人順）

中学生から  申し込みが  できます。 小牧市に  住んでいる人（市内在住）、 小牧市で  仕事を

している人（在勤）、 小牧市の  学校で  勉強を  している人（在学）、 KIA会員が  優先です。

小牧市公民館4F　視聴覚室

9月 12日（土） 14：00～16：00

◆講師 ： 馬  燕  先生

（Prof. Ma Yan）

　愛知文教大学教授

◆講師 ： 金 慧林  先生
 （Kim Hyelim）

第70回  国際理解講座

8月 4日（火）～ 9月 5日（土）の間に、 電話  または  ファックス／E-メールで、 

①名前、 ②市内在住・在勤・在学  ③会員か  会員でないか、 ④年齢／学年、 ⑤電話番号を  書いて  

申し込んで  ください。

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

申し込み もうしこみ

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。）

11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。

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  勉強している人、

または  KIA会員の人。 18歳から  申し込みが  できます。

小牧市公民館4F　チェスルーム

9月 8日～11月 24日  火曜日  10：00～12：00  10回
※9月 22日、 11月 3日は お休みです 

8月 1日（土）～ 8月 29日（土） お金を  持って、 小牧市国際交流協会（KIA）へ 来てください。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

話してみよう、 はじめての  ハングル！

英語に  もう一度  
チャレンジ  してみませんか！

受講料 じゅこうりょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

8月 1日（土）～ 8月 22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

※いつでも  会員に  なれます。 （個人年会費  1口  2,000円）

初級・中級  それぞれ  11人

※申し込みが  11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。

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  勉強している人、 または  KIA会員で 18歳以上の  人。

小牧市公民館4F　チェスルーム

○初級クラス：9月 11日～11月 13日（金曜日 13：00～15：00）

○中級クラス：9月 18日～12月 4日（金曜日 10：00～12：00）
　※10月 2日、 11月 20日は  お休み　

  （どちらも全部で10回）

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

テキストは、 先生が  プリントを  渡します。その他 そのほか

申し込み もうしこみ

英語基礎講座の おしらせ

8月 1日（土）～ 8月 12日（水）  

お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。

会員 300円、 一般 500円　※材料代、 保険代、 お茶代  含む

エプロン、 汚れてもいい  タオル　※マスクを  して  参加してください

15人 （先に  申し込んだ  人順） １度に  2人まで  申し込めます。

18歳以上で  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の  会員の  人。

小牧市公民館４Ｆ  チェスルーム・ローズルーム

８月 23日（日） 10：00～12：00日　時 にちじ

集合場所 しゅうごう
ばしょ

対　象 たいしょう

持ち物 もちもの

料　金 りょうきん

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

日本文化教室

昨年の  活動の  ようす。

図書館の  貸出券を  作りました。

は ん ぐ る こ う ざ に ゅ う も ん ぼ し ゅ う

に ほ ん ぶ ん か き ょ う し つ

あいちぶんきょうだいがくきょうじゅ

せんせいえんまこうし

しちょうかくしつこうみんかんこまきし

こうみんかん ちぇするーむこまきし

こうみんかん ちぇするーむこまきし

こうみんかん ちぇするーむ ろーずるーむこまきし

こまきし

にちがつ

にち どがつ

にちがつ にちがつ

にちがつ

かようびにちがつ

にち にちがつ

にちがつ にち やすがつ

にち かいがつ

にほんご

はなしこみゅにけーしょん

こみゅにけーしょん

にほんごわがいこくじんけいけんおしりゅうがくせい

わがいこくじん

はな はんぐる

ゆうせんかいいん

かいいん さい

さい いじょう

ざいがくひとべんきょうがっこうこまきし

ひとべんきょうがっこうこまきし

ひとべんきょうがっこうこまきし

ざいきんひと

しごとこまきし

しごとこまきし

ざいじゅうしないひとす

ひと

ひと

かいいん ひと

ひとす

こまきし しごとこまきしひと ひとす

こまきしこもうちゅうがくせい

こもう

かでんわばんごうがくねんねんれいかいいん かいいんざいがくざいきんしないざいじゅうなまえ

めーるふぁっくすでんわあいだどにちかにちがつ がつ

かねどど にちにちがつ がつ

えんひとじゅんこもうさきよやくにん

りむ せんせいへきむこうし

た い け ん た い

ちょくせつ こまきし こくさい こうりゅうきょうかい きかね も

れんらくらいんめーるでんわ

えんひとかいいんえんかいいん

えん えん

えん

ひとかいいん

かいいん

えん えんかいいん

かいいんゆうせんひとじゅんこもう

こもう

さきよやくにん

ひとり いっかい にん

ちゅうがくせい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

いじょうかいいんひと ひとさいべんきょうがっこうこまきし

ひとしごとこまきしひと

にん

すこまきし

こうみんかんこまきし

どにちがつ

どにちがつ どにちがつ

こまきし

こまきしこうみんかん

こくさい こうりゅうきょうかい

きかい

かね もどにちがつ ど あいだにちがつ

ふじぶん

たいけんつかにほんごべんきょう

ちゅうしえんきじょうきょうかんせんういるすころなしんがたちゅう

こ く さ い り か い こ う ざだ い え い ご き そ こ う ざか い

ほか

たのこまきし

よせいかつじょうほうし

たのこまきし

み

き

き

きょうかいこうりゅうこくさいこまきしも

かね

すいど にちにちがつ がつ

きょうかいこうりゅうこくさいこまきし

はいかねてきすとえんひとかいいんえんかいいん

えんかいいん えんいっぱん ざいりょうだい ほけんだい ちゃだい ふく

やすくひとこもう こもう

こもう

さきにん

ひとじゅんこもう どさきにん にん

にん

こもう

さんかますくたおるよごえぷろん

ますく

たいけんぞしぼつかてにほん

かいぜんぶ

ちゅうきゅう

ちゅうきゅう

やす

きんようびくらす

にちがつ にちがつ きんようびくらす

しょきゅう

しょきゅう

ちゃれんじ

いちどえいご

わたぷりんとせんせいてきすと

くちねんかいひこじん

ちゅうきゅうしょきゅう ちゅうきゅうしょきゅう

やすくにんこもう

きおおにんこもう

つくかしだしけんとしょかん

かつどうさくねん
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生活情報誌こまき 生活情報誌こまき

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）

ハングル講座（入門） 募集

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。

12人（予約が  いります。 先に  申し込んだ  人順、 会員優先）

一人で  一回  3人まで  申し込めます。

電話や  メール、 ラインで  連絡できること

会員 300円、 会員でない人 500円

8月 1日（土）～ 8月 29日（土）に、 お金を  持って、 直接  小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。

小牧市公民館  他

9月 19日（土） 15：00～17：00 （生活情報誌  こまきを  読む）

 17：00～18：00 （小牧市を  楽しむ）

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！

「せいかつ  じょうほうし  こまき」を  見て、 

小牧市を  もっと  楽しもう！

（注）新型コロナウイルスの  感染状況により  延期 または 中止と  なることが  あります。

日　時 にちじ

内　容 ないよう

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

その他 そのほか

にほんご体験隊“NAKAMA”

参加費 さんかひ

「外国人に  分かる  日本語と  コミュニケーション」
たくさんの  留学生に  教えた経験から、 外国人に  分かる  日本語と  
コミュニケーションの  話を  してもらいます。

日本手ぬぐいを  使って  絞り染めを  体験して  みませんか。
マスクにも  なりますよ。

0円20人（予約が  いります。 先に  申し込んだ  人順）

中学生から  申し込みが  できます。 小牧市に  住んでいる人（市内在住）、 小牧市で  仕事を

している人（在勤）、 小牧市の  学校で  勉強を  している人（在学）、 KIA会員が  優先です。

小牧市公民館4F　視聴覚室

9月 12日（土） 14：00～16：00

◆講師 ： 馬  燕  先生

（Prof. Ma Yan）

　愛知文教大学教授

◆講師 ： 金 慧林  先生
 （Kim Hyelim）

第70回  国際理解講座

8月 4日（火）～ 9月 5日（土）の間に、 電話  または  ファックス／E-メールで、 

①名前、 ②市内在住・在勤・在学  ③会員か  会員でないか、 ④年齢／学年、 ⑤電話番号を  書いて  

申し込んで  ください。

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

申し込み もうしこみ

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。）

11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。

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  勉強している人、

または  KIA会員の人。 18歳から  申し込みが  できます。

小牧市公民館4F　チェスルーム

9月 8日～11月 24日  火曜日  10：00～12：00  10回
※9月 22日、 11月 3日は お休みです 

8月 1日（土）～ 8月 29日（土） お金を  持って、 小牧市国際交流協会（KIA）へ 来てください。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

話してみよう、 はじめての  ハングル！

英語に  もう一度  
チャレンジ  してみませんか！

受講料 じゅこうりょう

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

8月 1日（土）～ 8月 22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

※いつでも  会員に  なれます。 （個人年会費  1口  2,000円）

初級・中級  それぞれ  11人

※申し込みが  11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。

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  勉強している人、 または  KIA会員で 18歳以上の  人。

小牧市公民館4F　チェスルーム

○初級クラス：9月 11日～11月 13日（金曜日 13：00～15：00）

○中級クラス：9月 18日～12月 4日（金曜日 10：00～12：00）
　※10月 2日、 11月 20日は  お休み　

  （どちらも全部で10回）

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

テキストは、 先生が  プリントを  渡します。その他 そのほか

申し込み もうしこみ

英語基礎講座の おしらせ

8月 1日（土）～ 8月 12日（水）  

お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。

会員 300円、 一般 500円　※材料代、 保険代、 お茶代  含む

エプロン、 汚れてもいい  タオル　※マスクを  して  参加してください

15人 （先に  申し込んだ  人順） １度に  2人まで  申し込めます。

18歳以上で  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の  会員の  人。

小牧市公民館４Ｆ  チェスルーム・ローズルーム

８月 23日（日） 10：00～12：00日　時 にちじ

集合場所 しゅうごう
ばしょ

対　象 たいしょう

持ち物 もちもの

料　金 りょうきん

定　員 ていいん

申し込み もうしこみ

日本文化教室

昨年の  活動の  ようす。

図書館の  貸出券を  作りました。
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建築課　TEL.0568-76-1143問合先
といあわせさき けんちくか

健診のおしらせ〈成人検診の おしらせ〉

 9:00～11:05

 9:00～15:30

胸部X線検診 8月17日（月）

8月31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）

保健センター

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　

●定員／24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 

　下の 表の どれかに  あてはまる人　

●定員／80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／保健センター

●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

●受診期間

 2021年

 3月31日（水）

 まで

●受診期間 

2021年  2月26日（金）まで

●受診期間

 2021年

 2月14日（日）

 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

　　　　　　④の人：前もって  保健センターへ  聞いてください。 

9月28日（月）

9月16日（水）

8月24日（月）

保健センター 

東部市民センター

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）

骨粗しょう症検診
（超音波）

9月19日（土）

8月27日（木）

9月30日（水）

 9:00～11:00

 9:00～15:30

 9:30～15:30

9月24日（木）

8月11日（火）

9:00
〜

11:00

保健
センター 

保健
センター 

9:00
〜

10:30

●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／80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／50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.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：6,280円（70歳以上 3,280円)

※人間ドックを 受診するときは 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／小牧市内の 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

小牧市内の  

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／2021年2月12日(金)までに  保健センターの  窓口へ  来てください。
※痰を とる 検査です。 容器に ３日分の 
痰を 取り、 自分で 出して ください。

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 奇数年に 生まれた人

③ 誕生日が 1989年 1月8日 以降で 偶数年に 生まれた人

① 無料クーポンが 届いた人

④ ①～③以外で 2019年度に 受診して いない人

【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。

次の 税金の 支払い期限は 8月 31日（月）です
●市県民税（第2期） ●国民健康保険税（第3期）

●介護保険料（第2期） ●後期高齢者医療保険料（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  8月 9日（日）、 23日（日）  8:30～17:15

とき  8月 2日（日）、 9日（日）、 16日（日）、 23日（日）、 30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 しゅうぜいかしゅうぜいか

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。 スマートフォンアプリ 「PayB」でも  市税等の  

支払いが  できます。 くわしくは  PayBホームページ （https://payb.jp/）から  確認してください。

支払いは  

早めに！ 

収税課 TEL.0568-76-1117／0568-76-1118問合先
といあわせさき しゅうぜいか

商品の  写真が  ない。　　値段が  安すぎる。　　電話番号が  書いていない。

お金を払う  銀行口座が  会社の  名前ではない。　

お店で  売り切れている  商品が  サイトでは  在庫が  たくさんある。

❹募集日程の  お知らせ（予定）

❸家　賃 23,400 ～ 38,100円

❷募集内容 市営大輪住宅  １棟  404号 （3DK・エレベーターなし）
  3棟  304号 （3DK・エレベーターあり）

❶申し込み方法　 郵送か  市役所  建築課  窓口へ  直接  もってきてください （東側の  庁舎  １階）

▶申し込み書を  配る  期間…2020年 ８月 17日（月）～ 2020年 ９月 14日（月）

▶申し込み期間 ………………2020年 ９月  ７日（月）～ 2020年 ９月 14日（月）

▶抽 選 日  ……………………2020年 ９月 29日（火）

▶アパートに  入れる日（予定）…2020年 12月 １日（火）

インターネットオークションや うその ショッピングサイトに 注意
インターネットオークションなどは  とても  便利で  人気です。

しかし、 「お金を  払ったのに  商品が  届かない」 「サイトが  消えてしまった」という  相談が  多くあります。

下の  例は、 うその  ショッピングサイトかもしれません。 当てはまる  場合は、 

注意して  ください。 だまされないように  しましょう。
注意  すること

問合先
といあわせさき 市民安全課（小牧市消費生活センター） TEL.0568-76-1119（直通）

こまきしあんぜんか しょうひ せいかつ せんたー ちょくつうしみん

のぞひしやくしょ し

10：00～12：00、 13：00～16：30　市役所が  閉まっている日を  除く 

市営大輪住宅 空家入居者募集【抽選】（一般世帯向け）
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りょうきん えん

ほけん

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

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

ひとじゅうみんとうろくこまきしさいたいしょう

ひと りょうきん

りょうきん

えん

えん

ていいん

ていいん

もう こ

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 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

まえ ほけん せんたー きひと

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

けんさ

じゅしん きかん

ねん

じぶんと だたん

たん にちぶんようき

がつ にち きん

さんふじんか

こまきしない

れでぃーす

しないこまき

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 すいがつ

きかんじゅしん

ねん

にち 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

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まきこもう

じゅしんけんおくほけん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

せんけんしん

かくたんけんさ

きょうぶ

けんしんはい

ひと ひとじゅしんねんどいがいうぐうすうどしいこうにちがつねんたんじょうび

ひとうき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

へいじつ ひる

ぜいきん

いそが

しはら

ひと

がつ にちにち にち にち

がつ にちにち 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

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

い ん た ー ね っ と お ー く し ょ ん

だ い わし え い じ ゅ う た く 　 あ き や に ゅ う き ょ し ゃ ぼ し ゅ う ち ゅ う せ ん い っ ぱ ん せ た い む

し ょ っ ぴ ん ぐ さ い と ち ゅ う い

のぞねんまつねんししはらまどぐちしやくしょにちようびまいしゅう

ぜいきん そうだん ぜいきんはら はらかた

はら

はや

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ふりかえ

かくにんほーむぺーじしはら

などしぜいすまーとふぉんあぷり

こうざぜいきんべんりふりかえこうざし はら わす

し けん み ん ぜ いし けん み ん ぜ 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

か い ご ほ けん りょ うか い ご ほ けん りょ う だいだい きき だいだい ききこう 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

つ ぎ ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ に ち げ つ

ざいこさいとしょうひんきうみせ

なまえかいしゃこうざぎんこうはらかね

ばんごう かでんわやすねだんしゃしんしょうひん

ちゅうい

ばあいあしょっぴんぐ さいとれいした
ちゅうい

おおそうだんきさいととどしょうひんはらかね

にんきべんりい んた ーねっとおー くしょん

かにちがつねんよていひはいあぱーと

かにちがつねんちゅうせんび

げつにちがつねんげつにちがつねんきかんこもう

げつにちがつねんげつにちがつねんきかんくばしょこもう

よていしにっていぼしゅう

えんやちん

えれべーたーごうとう

えれべーたーごうとう

じゅうたくだいわしえいないようぼしゅう

かいちょうしゃひがしがわちょくせつまどぐちけんちくかしやくしょゆうそうほうほうこもう

※新しい コロナウイルスの 病気が 広がらないように するため 
　予定が 変わったり 中止になることが あります。

ちゅうしかよてい

ひろびょうきあたら ういるすころな
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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

※新しい  コロナウイルスの  病気が  広がらないようにするため、 予定が  変わることが  あります。
※対象の  人には  前もって  手紙を  送ります。 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

13:10～14:00

13：05～14：15

９:0０～10:10

13:05～14:15

保健センター 13:45～14:30

※マスクを 着用し 親子(母子）健康手帳と バスタオルを 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）

9月  6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  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  など

●対象／乳幼児（特に  1歳ぐらいの  子どもに  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・バスタオル（1枚）　
●料金／0円　●申し込み／保健センター

10:00～11:15

パパママ教室

8月  4日（火）
8月11日（火）
8月18日（火）
8月25日（火）

2020年  4月  1日～ 4月  8日生まれ
2020年  4月  9日～ 4月16日生まれ
2020年  4月17日～ 4月24日生まれ
2020年  4月25日～ 4月30日生まれ

8月  7日（金）
8月21日（金）
8月28日（金）

2018年12月24日～ 2019年1月5日生まれ
2019年  1月  6日～ 1月19日生まれ
2019年  1月20日～ 1月31日生まれ

8月  6日（木）
8月20日（木）

2019年  5月  1日～ 5月15日生まれ
2019年  5月16日～ 5月31日生まれ

8月  5日（水）
8月19日（水）
8月26日（水）

2017年  5月28日～ 6月  7日生まれ
2017年  6月  8日～ 6月22日生まれ
2017年  6月23日～ 7月  5日生まれ

8月  6日（木）
8月20日（木）

8月31日（月）

8月21日（金）

8月  5日（水）

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

8月  4日（火）
8月  7日（金）
8月11日（火）
8月21日（金）
8月25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、 マイナンバーカード

（マイナンバーを  持っていない人は、 マイナンバーの  わかるもの（通知カード、 
住民票など）と  身分証明書（在留カード、 運転免許証など）が  いります。）

9:30～17:30
月～金親子健康手帳

（母子健康手帳）交付

8月28日（金）

●内容／※内容が  一部  変わっています。 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、 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㏄くらい）、 飲み物　●料金／0円

●対象／９か月児以降の  親子
●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  など

●対象／小牧市内に  住んでいる  妊婦と  その夫
（妊婦のみでも  参加できます) 10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

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）

まなび創造館
多目的室

（ラピオ4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）

　　　　　　TEL.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か月ごろの  赤ちゃんの  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。
●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。

母子健診などのカレンダー母子健診などのカレンダー

赤ちゃん訪問
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  もって  訪問します。（前もって  電話などで  都合を  聞きます）

※新しい コロナウイルスの 病気が 広がらないように するため 
　予定が 変わったり 中止になることが あります。

エコリンからの  

お知らせ
病気を 広げないための ごみの 出し方

鼻水などが  ついた  マスクや  ティッシュなどは  密封（外に  出ないよう  しっかり  とじること）した  ビニール袋などに

入れ、 そのまま  燃やすごみ  指定袋（白袋）に  入れてください。 その他、 次のことに  注意してください。

❶ごみ箱に  ごみ袋を

　かぶせて  いっぱいに

　なる前に  出す。

❷ごみを  直接  触らないよう、

　袋の  空気を  抜いて

　口を  しっかり  縛る。

❸ごみを  捨てたあとは、

　石鹸を  使って

　手を  よく洗う。

病気を  再び  広げないためにも  注意してください

使った  マスクや  ティッシュなどの  捨て方

●そうじの作業前、 作業中、 作業後に、 3つの  密（密集、 密接、 密閉）※に  ならないように  してください。

●そうじの時、 手袋、 ゴーグル、 マスクなどの  自分を  守るものを  つけて、 肌が  あまり出ない  

　服（長袖・長ズボン）を  着てください。

●ごみは  手で  直接  さわらないようにし、 消毒、 手洗いを  必ず  してください。

●熱中症（暑くて  気分が  悪くなること）に  ならないように  するため、 水などを  何度も  飲んで  

　他の  人と  十分な  距離が  とれる  場所で  マスクを  外して  休憩を  してください。

ま
ち
の 

そ
う
じ
を 

す
る
時
に 

注
意
す
る
こ
と

●ごみが  ちらからないように  するため、 ごみ袋の  口は  しっかりと  縛って  封をする。

●ごみを  集める車が  ごみを  つぶして  小さくするときに  勢いよく  破れることで、 ごみを  集める

　人に  病気が  うつるかもしれないので、 袋の  空気を  抜く。

●食品（食べるもの）を  使い切るなど、 ごみを  減らすよう  注意して  ごみを  出す量を  減らす。

●ごみを  集める人に  病気を  うつさないように  するため  正しい  分け方・捨て方の  ルールを  守る。

ご
み
を 

出
す
と
き
に 

注
意
す
る
こ
と

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

※新しい  コロナウイルスの  病気についての  小牧市の  最新の情報は、 

　小牧市HP「新型コロナウイルス（COVID-19）に  関する  対応に  ついて」
　（http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/kinkyu/covid_19.html）

　ごみ政策課HP「新型コロナウイルスに  関連する  家庭ごみの  出し方について」（右の QRコード）を  見てください。

※3つの  密（三密）…次の  3つの  状態のことを  いいます。 ●密閉（部屋の  中などで  空気を  入れかえることが  できない）

　●密集（たくさんの  ひとが  集まっている） ●密接（他の人たちと  近くで  触れ合ったり  話をしたりしている）

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

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

外国人のための 相談窓口の おしらせ

月～金
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所蔵企画展  画家たちの  

欧羅巴

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

P1

P2
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●小牧の 桃と ぶどう

●メナード美術館 展覧会 情報

●母子健診などの カレンダー

●成人検診の おしらせ

●KIA 第70回 国際理解講座　

●KIA ハングル講座（入門） 募集

●KIA 日本文化教室

P6

P5 ●KIA 英語基礎講座の おしらせ　

●KIA にほんご体験隊 

　“NAKAMA”

●次の 税金の 支払い期限は 

　8月31日（月）です

●インターネットオークションや 

　うそのショッピングサイトに 注意

●市営大輪住宅 空家 入居者 募集

P7

P8

●外国人のための 

　相談窓口の おしらせ

●エコリンからの お知らせ

●日頃の 備え できていますか？

●小牧市 防災情報メール 配信サービス

●新しい コロナウイルスの 

　病気に  ついて

メナード美術館 展覧会情報

問合先
といあわせさき めなーど びじゅつかん こまきし こまき

メナード美術館  小牧市小牧5-250　TEL.0568-75-5787

10:00～17:00 （16:30までに  入ってください）

メナード美術館

開催中 － 2020年 9月 6日（日）
※月曜日（ただし  8/10は  開きます）、 金曜日、 8/11（火）は 休みます。

※7/20に  一部展示替を  行います日にち ひにち

開館時間 かいかんじかん

場　所 ばしょ

大人 900円、 高校生・大学生 600円、 小学生・中学生 300円

※障害者手帳を  持っている人と  その同行者（一緒に 来た 人） 一人は  無料（0円）

開館状況、 展覧会の  内容等、 最新の  情報は  

メナード美術館  ホームページを  見てください。  https://museum.menard.co.jp

メナード美術館は、 1987年 10月、 日本メナード化粧品という  会社を  つくった  野々川大介と  美寿子の  夫妻が  

中心となり  集めた  美術品を  もとに  作られました。 小牧市は  二人が  生まれ  育った  場所です。

岸田劉生《童女洋装》（部分） 

1926年  メナード美術館  

初公開コレクション

料　金 りょうきん

防災危機管理課　TEL.0568-76-1171   FAX.0568-41-3799防災危機管理課　TEL.0568-76-1171   FAX.0568-41-3799問合先
といあわせさき ききぼうさいぼうさい きき かんりかんり かか

「非常持出品」 「災害用備蓄品」を  備えて（準備して）おきましょう!

「防災情報メール」 「災害用伝言ダイヤル」などの  使い方を  覚えておきましょう!

家族や  身近な  人と  避難先（待ち合わせ場所）を  決めて  おきましょう！

防災ガイドブックなどで、 自宅、 学校、 会社、 通勤・通学路の  危ない場所を  確認して、

安全な  行き方を  2つ以上  考えて  おきましょう!個人で、 
家族で
できること

毎年、 9月1日は  「防災の日」です。 災害から  自分を  守るため、 「自分の  命は  自分が  守る」

気持ちを  持ちましょう。

（防災週間）  2020年 8月 30日（日）～ 9月 5日（土）と　き

登
録
方
法

小牧市 防災情報 メール配信サービス
地震  大雨  暴風  ミサイルの発射など  防災の  おしらせを  あなたの  E-mail(携帯電話・PC)で  

うけとる  ことが  できる  サービスです。

ミサイル発射台風大雨・暴風 土砂崩れ河川氾濫地震

PC、スマートフォン用t-komaki@sg-m.jp

登録内容を

確認すると

登録できます！

利用規約を  確認して

メール配信に  

同意して  ください。

登録するための  URLが

書かれた  メールが  届きます。 

URLに  アクセスして  ください。

※QRコードが  読み取れない  ときは

　下の  アドレスに  メールを  送って  ください。

QRコードを  携帯電話などで  読み取って  ください。❶

❹
❸
❷

❶

❷ ❸ ❹

フィーチャーフォン（ガラケー）用 問合先
といあわせさき のうせいか

農政課　TEL.0568-76-1131

小牧の  桃は、 小牧市東部の  篠岡地区で  明治時代（1868年～1912年）から  

育てていて、 今では  愛知県の  中でも  有名に  なっています。 

特に 「しのおかの  桃」は、 実が  大きく、 甘みも  強いため、 日本中に  

知られています。 桃の  収穫時期（育てた  実を  取る  時期）は、 6月から  8月中頃までです。 

小牧市東部の  なだらかな  丘の  続く  場所で  育てられている  ぶどうは、 8月から  9月の  

終わりごろまで  収穫されています。 主な  種類は 「巨峰」「デラウェア」で、 

実が  大きくて  甘い 「巨峰」は  人気が  あります。

小牧の 桃と ぶどう

日頃の 備え できてますか？

新しい  コロナウイルスの  病気（COVID-19）が  広がるのを  防ぐため、 

いろいろな  行事が  変わったり  なくなったり  するかも  しれません。 

詳しくは、 各問合せ先に  聞いて  ください。

○新しい  コロナウイルス

 （COVID-19）の  病気に  ついて

http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/lifeinfo/28919.html
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外国人の人口：9,971人 / 小牧の人口：152,661人（2020年  7月 1日現在）


