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●小牧市  歴史館　●2021年  小牧市  成人祝賀式

●小牧隕石  レプリカを  見ることが  できます

●母子健診などの  カレンダー

●成人検診の  おしらせ

●風しん抗体検査 ・ 予防接種  のおしらせ

●次の  税金の  支払い期限は  11月30日（月）です

●新しい  コロナウイルスの  病気に  ついて

●外国人のための  相談窓口の  おしらせ

●2021年度  児童クラブ  加入申し込み

●交通事故を  なくそう！

●あなたは  COPDを  知っていますか？

●災害時  外国人支援  ボランティア  養成講座

●KIA  小学校に  通う前に 「プレスクール」で  

　日本語を  べんきょうしませんか？ 

2021年 小牧市 成人祝賀式

問合先
といあわせさき こまきちゅうぶこうみんかん

小牧中部公民館  TEL.0568-75-1861

問合先
といあわせさき せいさくか

こども政策課　TEL.0568-76-1179

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 こまきし こうみんかん かい

多文化共生推進室 TEL.0568-39-6527
こまきし こくさい こうりゅう きょうかい

小牧市国際交流協会 小牧市公民館4階  TEL.0568-76-0905

京都の  有名な  お寺に  ある 「飛雲閣」という  立派な  建物を  モデルに  設計され、

1968年 3月26日に  建物が  できあがり、 小牧市へ  寄付されました。 その後、 2007年 3月31日に

木造の  城を  イメージさせる  内装で  リニューアルオープンし、 2019年に  展示を  一部  かえました。（写真提供  文化財課）

（小牧山の  頂上に  ある  お城の  形をした  建物の  名前です）小牧市 歴史館

あなたは COPDを 知っていますか？

P3

2021年 1月 10日（日）
13：30 ～ 14：30 （12:45に  会場を  開けます）

パークアリーナ  小牧
2000年 4月 2日 ～ 2001年 4月 1日に  生まれ、

小牧市に  住民登録の  ある人

当日は、 直接会場に  来てください。

第1部…式典　　第2部…イベント（ビデオレター）

11月中旬頃、 対象者に  案内を  送ります。 当日は、 2階席も  対象者の  座席として使うので、 

対象者のみ  会場（建物の中）に  入ることが  できます。 そのため、 小牧市は  保護者など  一般の  来場者の  入場  および  

観覧※を  お断りさせていただきます。 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  協力してください。

「小牧隕石」は  国内で  52番目に  見つかった  隕石です。 2018年 9月に、 小牧市に  落ちてきました。

「小牧隕石」の  レプリカ※を  見ることが  できます。 ぜひ  見にきて  ください。

※レプリカ ： 間違いなく  うつしたもの。

※観覧 ： 見ること。

●日時：11月 1日（日）から ●場所：小牧中部公民館1階ロビー

●料金：0円 ●申し込み：いりません

（実物写真）

  名古屋市科学館 提供小牧隕石 レプリカ※を 見ることが できます

11月 29日（日）  10：00～13：00
※非常食・保存食の  試食会の後、 終わりに  なります。

小牧市公民館  3階　学習室3の2

市内在住・在勤・在学で  地域の  防災に  関心が  あり、 

日本語  および  日本語以外の  言語で  

日常会話程度の  コミュニケーションが  とれる人

16人ぐらい（先に  申し込んだ  人順） 0円

11月 4日（水）～ 21日（土） 9：00～17：00、 インターネットの  申し込みページ（QRコード）か、

小牧市国際交流協会（日・祝日・月・12：00～13：00は  除く） または

小牧市多文化共生推進室（土・日・祝日・12：00～13：00は  除く）へ  電話してください。

※COPD（chronic obstructive pulmonary disease）…慢性閉塞性肺疾患

災害時 外国人支援 ボランティア 養成講座
災害が  おきたら、 どうするの？ 新型コロナウイルス  感染症防止を  踏まえて

●講師 

椿 佳代  先生

紅葉の

天守閣

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

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

日　時 にちじ

会  場 かいじょう

対象者 たいしょうしゃ

内容（予定） ないよう
（よてい）

新しい  コロナウイルスの  病気を  悪くさせないためには、 肺の  病気（COPD）を  早く  見付けて  治すことが  大切です。

COPDは、 たばこの  けむりなどが  原因で  肺が  悪くなり、 

息をするのが  苦しくなる  病気です。

肺は  一度  悪くなると、 もとに  戻すことが  できません。

そのため、 たばこを  すわない、 やめることが  大切です。

早く  病気を  みつけて、 治療することも  同じように  大切です。 

2003年から 災害ボランティア 

コーディネーターとしての 活動を 開始。

2016年には 多文化防災 ネットワーク

愛知・名古屋 立上げに 尽力。

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

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

12月 15日（火） までに  小牧市国際交流協会（KIA）に  電話をするか  直接  来てください。

2021年に  日本の  小学校に  行く  外国に  ルーツの  ある  こども 0円

動画（You Tube）を  配信します。 パソコン、 スマートフォンで  学習してください。

2021年 1月 9日 ～ 3月 13日 の 土曜日　10回

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）

日　時 にちじ

勉強の方法 べんきょうの
ほうほう

勉強する人 べんきょう
するひと

申し込み もうしこみ

料　金 りょうきん

小学校に 
通う前に 「プレスクール」で 日本語を べんきょうしませんか？

保健センター TEL.0568-75-6471 FAX.0568-75-8545問合先
といあわせさき ほけん せんたー
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外国人の人口：9,904人 / 小牧の人口：152,476人（2020年  10月 1日現在）
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夜、 出かけるときは、 白色などの  明るい色の  服を  着ましょう。 

光るものを  持ちましょう。車から、 早く  見つけることが  できます。

明るい色の  服を  着る

暗くなる前の  16時ごろから、 車の  ライトを  つけましょう。

ライトを  つけると、 歩いている人や  自転車から、 車が  よくわかります。

早めの  ライト・オン

秋や  冬は  早く  暗くなります。 車から、 歩いている人や

自転車が  見えなくなります。 夕方から  夜に  交通事故が  起こります。

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

市民安全課　TEL.0568-76-1137問合先
といあわせさき しみんあんぜんか

申し込み用紙が 置いてある ところ

料 金

申し込み

期間

及び 場所

開いている

時間

対 象

2021年度 児童クラブ 加入申し込み

こ う つ う じ こ

小牧市内の  小学校に  通う  1～6年生で、 

保護者（両親）が  昼間に  仕事を  していて  家に  いないなど、

一定の  条件に  あてはまる  子どもたち。 （毎年、 申し込みが  いります。）

▶平日 ： 授業終了後 ～ 19:00　　▶土曜日 ： 8:30 ～ 18：00

▶長期休業期間 ： 7:30 ～ 19:00（土曜日を除く）　▶学校代休日・卒業式 ： 7:30 ～ 19:00
※日曜日、 祝日、 年末年始を  除く　※必ず  時間内に  送り迎えを  してください。

月額  5,000円 （8月のみ  8,000円） ※おやつ代が  別に  かかります。 おやつ代は  月額 500円 ～ 1,000円です。

※口座振替 （銀行口座からの  引き落とし）で  支払います。

こども政策課、 それぞれの  児童クラブ、 市民センター

❶2020年 11月 9日（月） ～ 11月 20日（金）　●申し込み場所 ： 入りたい  児童クラブ

　平日 ： 13:30～18:00　土曜日 ： 13:00～17:00　※祝日、 日曜日を  除く

❷2020年 11月 24日（火） 以降　●申し込み場所 ： こども政策課

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

 最終申し込み締切 ： 2021年 1月 15日（金）

児童クラブ  一覧表

交通事故を なくそう！

クラブ名 電話住所（所在地）

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

13:05～13:55

13:05～14:15

9:00～10:10

13:05～14:15

保健センター 13:45～14:30

※マスクを つけて、 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～9か月未満）

11月  8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
（予定）

10:00～11:00
（予定）

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、  お茶、 筆記用具

●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　
●料金／0円　●申し込み／北里児童館

10:00～11:15

10:00

～

11:15

パパママ教室

11月10日（火）
11月17日（火）
11月24日（火）

2020年  7月  1日～10日生まれ
2020年  7月11日～20日生まれ
2020年  7月21日～31日生まれ

11月5日(木）
11月6日（金）

11月12日（木）
11月13日（金）
11月20日（金）

2019年  4月11日～20日生まれ
2019年  4月21日～30日生まれ
2019年  5月  1日～10日生まれ
2019年  5月11日～20日生まれ
2019年  5月21日～31日生まれ

11月5日(木)
11月12日(木)

2018年  8月  1日～15日生まれ
2018年  8月16日～31日生まれ

11月4日（水）
11月11日（水）
11月18日（水）
11月26日（木）

2017年  9月11日～20日生まれ
2017年  9月21日～30日生まれ
2017年10月  1日～10日生まれ
2017年10月11日～20日生まれ

11月9日（月）
11月19日（木）
11月25日（水）

11月20日（金）

11月  4日（水）

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

11月  4日（水）
11月  6日（金）
11月13日（金）
11月18日（水）
11月24日（火）
11月10日（火）
11月20日（金）
11月30日（月）

●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、 在留カード、
　マイナンバーカード（マイナンバーカードが  ない場合は  通知カードが  いります）

9:30～17:30
月～金

親子健康手帳
（母子健康手帳）交付

11月30日（月）

●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、 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、 バスタオル（1人  1枚）　●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、 おてふき、 お茶、 筆記用具

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

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）

味岡児童館    ℡.0568-75-4999

小牧児童館    ℡.0568-77-0906

北里児童館    ℡.0568-71-1183

北里児童館

子育て世代
包括支援センター

（ラピオ３階）

よやくひつよう

予約必要

よやくひつよう

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）

●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（希望する人）　●申し込み／各児童館

母乳相談

育児相談・
妊婦・産婦健康相談

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。
●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  小牧市内の  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。

℡.0568-71-1183

桃ヶ丘 小牧市桃ヶ丘二丁目3（桃ヶ丘小学校内） 0568-79-2110
一色 小牧市大字久保一色3500（一色小学校内） 0568-77-3275
米野 小牧市中央五丁目339（米野小学校敷地内） 0568-77-3357
北里 小牧市下小針中島二丁目50（北里小学校内） 0568-71-2584
本庄 小牧市大字本庄2597-18（本庄小学校東側） 0568-78-5711
光ヶ丘 小牧市光ヶ丘三丁目50（光ヶ丘小学校内） 0568-78-2110
篠岡 小牧市篠岡二丁目25（篠岡小学校内） 0568-79-8041
小牧 小牧市小牧三丁目17（小牧小学校敷地内） 0568-77-5122
味岡 小牧市小松寺五丁目150（味岡小学校敷地内） 0568-77-8666
小牧原 小牧市大字小牧原新田1125（小牧原小学校内） 0568-73-7339
小木 小牧市小木西二丁目1（小木小学校内） 0568-72-8655
村中 小牧市大字村中1045（村中小学校敷地内） 0568-76-2655
小牧南 小牧市若草町82（小牧南小学校敷地内） 0568-76-8851
三ッ渕 小牧市大字三ッ渕480（三ッ渕小学校敷地内） 0568-76-8100
陶 小牧市大字上末3450－282（陶小学校敷地内） 0568-78-1101
大城 小牧市城山三丁目2-4（大城児童館2F） 0568-78-1102
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健診のおしらせ〈成人検診の おしらせ〉

胸部X線検診 12月15日（火）

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 

●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／65歳以上で 小牧市に 住民登録の ある人　●定員／30人/回　

●料金／0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

　　　　　　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。 

12月16日（水）
11月25日（水）

保健センター 

勤労センター

※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）

12月21日（月）

11月30日（月）

ヤング健診
12月  5日（土）

11月19日（木）

12月  5日（土）

9:00
〜

11:00

9:30
〜

11:00

9:00
〜

10:30

9:00
〜

11:05

東部市民センター

保健センター

保健センター

11月17日（火）

12月24日（木）

13:30
〜

14:30

東部市民
センター

11月18日（水）
13:30

〜
15:30

9:00
〜

15:30

9:30
〜

12:00

●対象／40歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で 下の表の 

　どれかに あてはまる人

●定員／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／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／40人/回　

●料金／1,000円（70歳以上は 500円）　●申し込み／保健センター

12月5日は  
勤労センター（ ）

保健センター
●身体計測（身長測定・体重測定・腹囲測定）・血圧測定・尿検査・血液検査

（脂質検査・血糖検査・貧血検査）  ●対象／1981年4月1日～1986年4月1日生まれの  

　小牧市に 住民登録が ある人で、 会社等で 健診を 受けない人　

●定員／70人（先に申し込んだ人順）  ●料金／0円　●申し込み／健診を  

　受けたい日を 選んでから、 保健センターへ  電話して  ください

●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、 国民健康保険被保険者 ・ 

　　　   後期高齢者医療被保険者 ・ 協会けんぽ被扶養者　

●料金／国民健康保険被保険者・後期高齢者医療被保険者：4,900円（70歳以上 1,900円）、

　　　   協会けんぽ被扶養者：6,280円（70歳以上 3,280円)

※人間ドックを 受診する時は 各保険者が 送ってきた 受診券が いります。

●申し込み／市内指定医療機関

●対象／30歳から 39歳の 小牧市に 住民登録の ある人

●定員／15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。

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／2021年 2月12日(金) までに  保健センター

※痰を とる 検査です。 容器に ３日分の 
　痰を 取り、 自分で 提出します。

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 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。

※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。
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げつ

ど

もく

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

せんたーほけんこもう

せんたー

せんたーほけん

りょうきん

かいにん

ひと

ていいん

かいにんていいん

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

ひと

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 ほけんこもう

せんたーりょうきん 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

せんたーほけんこもうりょうきん さいえん えんいじょう

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

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いじょうたいしょう

ひと

りょうきん えん

ていいん

ていいん

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

りょうきんていいん

たいしょうひんけつけんさけっとうけんさししつ

しんたいけいそく しんちょうそくてい たいじゅうそくてい にょうけんさ けつえきけんさふくいそくてい けつあつそくてい

けんさ

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

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 ていしゅつたん

たん

がつ

きんろう せんたー

にち

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 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

べんせんけつはんのうけんさ

けいぶ

いぶ

きかんいりょうしていしないこもう

じゅしんけんおくかくほけんしゃじゅしん ときどっくにんげん

えんさいいじょうえんひふようしゃ

ひほけんしゃ ひほけんしゃ

きょうかい

さいいじょうえん えんいりょうこうれいしゃこうき

ひほけんしゃ

ひほけんしゃ

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

ほけんこくみんけんこう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

けんしんやんぐ

かくたんけんさ

きょうぶ

こつそ しょう

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

かよてい ちゅうし

ひろあたら びょうきころなういるす

でんわせんたーほけんえらひう

けんしんひとじゅんこもうさきにん えん

うにちがつねん にちがつねん

ひとうけんしんかいしゃなどひとじゅうみんとうろくこまきし
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0円 （無料クーポンが  いります。） 小牧市内の  医療機関

1962年 4月 2日 ～ 1979年 4月 1日 生まれの  男の人

先に  抗体検査を  受けて、 風しんに  かかりやすいかどうかを  調べます。

その後、 風しんに  かかりやすい人 （抗体が  ない人）は、 予防接種を  受けます。

風しんに  かかると、 熱が  出たり、 首が  腫れたり、 顔などに  小さい  赤色の  点が  たくさん  出たりします。

電車の  中や  会社など、 人の  集まる場所で、 とても  うつりやすい  病気です。  

おなかに  赤ちゃんが  いる人に  風しんが、 うつると、 赤ちゃんが  重い病気や  障がいを  持って  産まれてくるかも  しれません。

◎無料クーポンは、 2019年度と  2020年度に  送りました。

2019年度に  無料クーポンが  届いた人も、 クーポンの  使用期限が  延びたので、 使うことが  できます。

まだ  抗体検査を  受けていない人は、 ぜひ  検査を  受けてください。 抗体検査を  受けていない人で、 クーポンを  

持っていない人は、 保健センターに  聞いてください。

風しん抗体検査・予防接種の おしらせ

※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 ▶ 11月 8日（日）、 11月 22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 ▶ 11月 １日（日）、 ８日（日）、 15日（日）、 22日（日）、 29日（日）　8：30～17：15

次の 税金の 支払い期限は 11月 30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。 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/）を  みてください。

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！ 

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

平日の  昼は  

忙しくて、

税金の  支払いが  

できない  人は…

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

保健センター TEL.0568-75-6471 FAX.0568-75-8545問合先
といあわせさき ほけん せんたー

対象者 たいしょうしゃ

料　金 りょうきん 申し込み もうしこみ

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

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。

※日本語でも  相談できます

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

つ ぎ

ふ う こ う た い け ん さ よ ぼ う せ っ し ゅ

ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ げ つに ち

きだい きだい きだいこくみん けんこう ほけんぜい ほけんりょう こうき いりょう ほけんりょうこうれいしゃかいご

かくにん すまーとふぉん

しぜい しはら ほーむぺーじなど

あぷりかねのここうざひまえきげんしはら

しはら わす

ねん

きせんたーほけんひとも

くーぽんひとうけんさこうたいうけんさひとうけんさこうたい

つかのきげんしようくーぽんひととどくーぽんむりょうねんど

おくねんどねんどくーぽんむりょう

うもしょうびょうきおもあかひとあか ふう

びょうきばしょあつひとかいしゃなかでんしゃ

でてんあかいろちいかおはくびでねつ

うせっしゅよぼうひとこうたいひとふうご

しらふううけんさこうたいさき

いりょうきかんこまきしないくーぽんむりょうえん

ひとおとこうにちがつねんにちがつ

ふう

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

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 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

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

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

にほんご そうだん

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
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健診のおしらせ〈成人検診の おしらせ〉

胸部X線検診 12月15日（火）

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 

●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／65歳以上で 小牧市に 住民登録の ある人　●定員／30人/回　

●料金／0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

　　　　　　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。 

12月16日（水）
11月25日（水）

保健センター 

勤労センター

※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）

12月21日（月）

11月30日（月）

ヤング健診
12月  5日（土）

11月19日（木）

12月  5日（土）

9:00
〜

11:00

9:30
〜

11:00

9:00
〜

10:30

9:00
〜

11:05

東部市民センター

保健センター

保健センター

11月17日（火）

12月24日（木）

13:30
〜

14:30

東部市民
センター

11月18日（水）
13:30

〜
15:30

9:00
〜

15:30

9:30
〜

12:00

●対象／40歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で 下の表の 

　どれかに あてはまる人

●定員／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／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／40人/回　

●料金／1,000円（70歳以上は 500円）　●申し込み／保健センター

12月5日は  
勤労センター（ ）

保健センター
●身体計測（身長測定・体重測定・腹囲測定）・血圧測定・尿検査・血液検査

（脂質検査・血糖検査・貧血検査）  ●対象／1981年4月1日～1986年4月1日生まれの  

　小牧市に 住民登録が ある人で、 会社等で 健診を 受けない人　

●定員／70人（先に申し込んだ人順）  ●料金／0円　●申し込み／健診を  

　受けたい日を 選んでから、 保健センターへ  電話して  ください

●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、 国民健康保険被保険者 ・ 

　　　   後期高齢者医療被保険者 ・ 協会けんぽ被扶養者　

●料金／国民健康保険被保険者・後期高齢者医療被保険者：4,900円（70歳以上 1,900円）、

　　　   協会けんぽ被扶養者：6,280円（70歳以上 3,280円)

※人間ドックを 受診する時は 各保険者が 送ってきた 受診券が いります。

●申し込み／市内指定医療機関

●対象／30歳から 39歳の 小牧市に 住民登録の ある人

●定員／15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。

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／2021年 2月12日(金) までに  保健センター

※痰を とる 検査です。 容器に ３日分の 
　痰を 取り、 自分で 提出します。

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 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。

※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。

けんしん
せいじん けんしん

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

ちょうおんぱ

けんしんにゅう

けんしん

けんしん

にゅう

まんもぐらふぃ

けんしんだいちょう

けんしんしきゅう

せんかんせつさつえい

けんしんい

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

せんた ーほけんこもう

いじょうさいえん えんりょうきん

えんりょうきんよてい けんたい ようき おく とき

とうぶ しみん

せんたー

とうぶ しみん せんたー

し

かいにん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

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

ほけん せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

きんろう せんたー

ほけん せんたー

すいがつ にち

げつ

ど

もく

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

せんたーほけんこもう

せんたー

せんたーほけん

りょうきん

かいにん

ひと

ていいん

かいにんていいん

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

ひと

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 ほけんこもう

せんたーりょうきん 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

せんたーほけんこもうりょうきん さいえん えんいじょう

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

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いじょうたいしょう

ひと

りょうきん えん

ていいん

ていいん

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

りょうきんていいん

たいしょうひんけつけんさけっとうけんさししつ

しんたいけいそく しんちょうそくてい たいじゅうそくてい にょうけんさ けつえきけんさふくいそくてい けつあつそくてい

けんさ

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

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 ていしゅつたん

たん

がつ

きんろう せんたー

にち

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 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

べんせんけつはんのうけんさ

けいぶ

いぶ

きかんいりょうしていしないこもう

じゅしんけんおくかくほけんしゃじゅしん ときどっくにんげん

えんさいいじょうえんひふようしゃ

ひほけんしゃ ひほけんしゃ

きょうかい

さいいじょうえん えんいりょうこうれいしゃこうき

ひほけんしゃ

ひほけんしゃ

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

ほけんこくみんけんこう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

けんしんやんぐ

かくたんけんさ

きょうぶ

こつそ しょう

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

かよてい ちゅうし

ひろあたら びょうきころなういるす

でんわせんたーほけんえらひう

けんしんひとじゅんこもうさきにん えん

うにちがつねん にちがつねん

ひとうけんしんかいしゃなどひとじゅうみんとうろくこまきし
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0円 （無料クーポンが  いります。） 小牧市内の  医療機関

1962年 4月 2日 ～ 1979年 4月 1日 生まれの  男の人

先に  抗体検査を  受けて、 風しんに  かかりやすいかどうかを  調べます。

その後、 風しんに  かかりやすい人 （抗体が  ない人）は、 予防接種を  受けます。

風しんに  かかると、 熱が  出たり、 首が  腫れたり、 顔などに  小さい  赤色の  点が  たくさん  出たりします。

電車の  中や  会社など、 人の  集まる場所で、 とても  うつりやすい  病気です。  

おなかに  赤ちゃんが  いる人に  風しんが、 うつると、 赤ちゃんが  重い病気や  障がいを  持って  産まれてくるかも  しれません。

◎無料クーポンは、 2019年度と  2020年度に  送りました。

2019年度に  無料クーポンが  届いた人も、 クーポンの  使用期限が  延びたので、 使うことが  できます。

まだ  抗体検査を  受けていない人は、 ぜひ  検査を  受けてください。 抗体検査を  受けていない人で、 クーポンを  

持っていない人は、 保健センターに  聞いてください。

風しん抗体検査・予防接種の おしらせ

※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 ▶ 11月 8日（日）、 11月 22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 ▶ 11月 １日（日）、 ８日（日）、 15日（日）、 22日（日）、 29日（日）　8：30～17：15

次の 税金の 支払い期限は 11月 30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。 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/）を  みてください。

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！ 

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

平日の  昼は  

忙しくて、

税金の  支払いが  

できない  人は…

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

保健センター TEL.0568-75-6471 FAX.0568-75-8545問合先
といあわせさき ほけん せんたー

対象者 たいしょうしゃ

料　金 りょうきん 申し込み もうしこみ

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

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。

※日本語でも  相談できます

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

つ ぎ

ふ う こ う た い け ん さ よ ぼ う せ っ し ゅ

ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ げ つに ち

きだい きだい きだいこくみん けんこう ほけんぜい ほけんりょう こうき いりょう ほけんりょうこうれいしゃかいご

かくにん すまーとふぉん

しぜい しはら ほーむぺーじなど

あぷりかねのここうざひまえきげんしはら

しはら わす

ねん

きせんたーほけんひとも

くーぽんひとうけんさこうたいうけんさひとうけんさこうたい

つかのきげんしようくーぽんひととどくーぽんむりょうねんど

おくねんどねんどくーぽんむりょう

うもしょうびょうきおもあかひとあか ふう

びょうきばしょあつひとかいしゃなかでんしゃ

でてんあかいろちいかおはくびでねつ

うせっしゅよぼうひとこうたいひとふうご

しらふううけんさこうたいさき

いりょうきかんこまきしないくーぽんむりょうえん

ひとおとこうにちがつねんにちがつ

ふう

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

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 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

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

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

にほんご そうだん

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
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夜、 出かけるときは、 白色などの  明るい色の  服を  着ましょう。 

光るものを  持ちましょう。車から、 早く  見つけることが  できます。

明るい色の  服を  着る

暗くなる前の  16時ごろから、 車の  ライトを  つけましょう。

ライトを  つけると、 歩いている人や  自転車から、 車が  よくわかります。

早めの  ライト・オン

秋や  冬は  早く  暗くなります。 車から、 歩いている人や

自転車が  見えなくなります。 夕方から  夜に  交通事故が  起こります。

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

市民安全課　TEL.0568-76-1137問合先
といあわせさき しみんあんぜんか

申し込み用紙が 置いてある ところ

料 金

申し込み

期間

及び 場所

開いている

時間

対 象

2021年度 児童クラブ 加入申し込み

こ う つ う じ こ

小牧市内の  小学校に  通う  1～6年生で、 

保護者（両親）が  昼間に  仕事を  していて  家に  いないなど、

一定の  条件に  あてはまる  子どもたち。 （毎年、 申し込みが  いります。）

▶平日 ： 授業終了後 ～ 19:00　　▶土曜日 ： 8:30 ～ 18：00

▶長期休業期間 ： 7:30 ～ 19:00（土曜日を除く）　▶学校代休日・卒業式 ： 7:30 ～ 19:00
※日曜日、 祝日、 年末年始を  除く　※必ず  時間内に  送り迎えを  してください。

月額  5,000円 （8月のみ  8,000円） ※おやつ代が  別に  かかります。 おやつ代は  月額 500円 ～ 1,000円です。

※口座振替 （銀行口座からの  引き落とし）で  支払います。

こども政策課、 それぞれの  児童クラブ、 市民センター

❶2020年 11月 9日（月） ～ 11月 20日（金）　●申し込み場所 ： 入りたい  児童クラブ

　平日 ： 13:30～18:00　土曜日 ： 13:00～17:00　※祝日、 日曜日を  除く

❷2020年 11月 24日（火） 以降　●申し込み場所 ： こども政策課

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

 最終申し込み締切 ： 2021年 1月 15日（金）

児童クラブ  一覧表

交通事故を なくそう！

クラブ名 電話住所（所在地）

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

13:05～13:55

13:05～14:15

9:00～10:10

13:05～14:15

保健センター 13:45～14:30

※マスクを つけて、 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～9か月未満）

11月  8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
（予定）

10:00～11:00
（予定）

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、  お茶、 筆記用具

●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　
●料金／0円　●申し込み／北里児童館

10:00～11:15

10:00

～

11:15

パパママ教室

11月10日（火）
11月17日（火）
11月24日（火）

2020年  7月  1日～10日生まれ
2020年  7月11日～20日生まれ
2020年  7月21日～31日生まれ

11月5日(木）
11月6日（金）

11月12日（木）
11月13日（金）
11月20日（金）

2019年  4月11日～20日生まれ
2019年  4月21日～30日生まれ
2019年  5月  1日～10日生まれ
2019年  5月11日～20日生まれ
2019年  5月21日～31日生まれ

11月5日(木)
11月12日(木)

2018年  8月  1日～15日生まれ
2018年  8月16日～31日生まれ

11月4日（水）
11月11日（水）
11月18日（水）
11月26日（木）

2017年  9月11日～20日生まれ
2017年  9月21日～30日生まれ
2017年10月  1日～10日生まれ
2017年10月11日～20日生まれ

11月9日（月）
11月19日（木）
11月25日（水）

11月20日（金）

11月  4日（水）

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

11月  4日（水）
11月  6日（金）
11月13日（金）
11月18日（水）
11月24日（火）
11月10日（火）
11月20日（金）
11月30日（月）

●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、 在留カード、
　マイナンバーカード（マイナンバーカードが  ない場合は  通知カードが  いります）

9:30～17:30
月～金

親子健康手帳
（母子健康手帳）交付

11月30日（月）

●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、 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、 バスタオル（1人  1枚）　●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、 おてふき、 お茶、 筆記用具

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

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）

味岡児童館    ℡.0568-75-4999

小牧児童館    ℡.0568-77-0906

北里児童館    ℡.0568-71-1183

北里児童館

子育て世代
包括支援センター

（ラピオ３階）

よやくひつよう

予約必要

よやくひつよう

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）

●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（希望する人）　●申し込み／各児童館

母乳相談

育児相談・
妊婦・産婦健康相談

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。
●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  小牧市内の  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。

℡.0568-71-1183

桃ヶ丘 小牧市桃ヶ丘二丁目3（桃ヶ丘小学校内） 0568-79-2110
一色 小牧市大字久保一色3500（一色小学校内） 0568-77-3275
米野 小牧市中央五丁目339（米野小学校敷地内） 0568-77-3357
北里 小牧市下小針中島二丁目50（北里小学校内） 0568-71-2584
本庄 小牧市大字本庄2597-18（本庄小学校東側） 0568-78-5711
光ヶ丘 小牧市光ヶ丘三丁目50（光ヶ丘小学校内） 0568-78-2110
篠岡 小牧市篠岡二丁目25（篠岡小学校内） 0568-79-8041
小牧 小牧市小牧三丁目17（小牧小学校敷地内） 0568-77-5122
味岡 小牧市小松寺五丁目150（味岡小学校敷地内） 0568-77-8666
小牧原 小牧市大字小牧原新田1125（小牧原小学校内） 0568-73-7339
小木 小牧市小木西二丁目1（小木小学校内） 0568-72-8655
村中 小牧市大字村中1045（村中小学校敷地内） 0568-76-2655
小牧南 小牧市若草町82（小牧南小学校敷地内） 0568-76-8851
三ッ渕 小牧市大字三ッ渕480（三ッ渕小学校敷地内） 0568-76-8100
陶 小牧市大字上末3450－282（陶小学校敷地内） 0568-78-1101
大城 小牧市城山三丁目2-4（大城児童館2F） 0568-78-1102
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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
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●小牧市  歴史館　●2021年  小牧市  成人祝賀式

●小牧隕石  レプリカを  見ることが  できます

●母子健診などの  カレンダー

●成人検診の  おしらせ

●風しん抗体検査 ・ 予防接種  のおしらせ

●次の  税金の  支払い期限は  11月30日（月）です

●新しい  コロナウイルスの  病気に  ついて

●外国人のための  相談窓口の  おしらせ

●2021年度  児童クラブ  加入申し込み

●交通事故を  なくそう！

●あなたは  COPDを  知っていますか？

●災害時  外国人支援  ボランティア  養成講座

●KIA  小学校に  通う前に 「プレスクール」で  

　日本語を  べんきょうしませんか？ 

2021年 小牧市 成人祝賀式

問合先
といあわせさき こまきちゅうぶこうみんかん

小牧中部公民館  TEL.0568-75-1861

問合先
といあわせさき せいさくか

こども政策課　TEL.0568-76-1179

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 こまきし こうみんかん かい

多文化共生推進室 TEL.0568-39-6527
こまきし こくさい こうりゅう きょうかい

小牧市国際交流協会 小牧市公民館4階  TEL.0568-76-0905

京都の  有名な  お寺に  ある 「飛雲閣」という  立派な  建物を  モデルに  設計され、

1968年 3月26日に  建物が  できあがり、 小牧市へ  寄付されました。 その後、 2007年 3月31日に

木造の  城を  イメージさせる  内装で  リニューアルオープンし、 2019年に  展示を  一部  かえました。（写真提供  文化財課）

（小牧山の  頂上に  ある  お城の  形をした  建物の  名前です）小牧市 歴史館

あなたは COPDを 知っていますか？

P3

2021年 1月 10日（日）
13：30 ～ 14：30 （12:45に  会場を  開けます）

パークアリーナ  小牧
2000年 4月 2日 ～ 2001年 4月 1日に  生まれ、

小牧市に  住民登録の  ある人

当日は、 直接会場に  来てください。

第1部…式典　　第2部…イベント（ビデオレター）

11月中旬頃、 対象者に  案内を  送ります。 当日は、 2階席も  対象者の  座席として使うので、 

対象者のみ  会場（建物の中）に  入ることが  できます。 そのため、 小牧市は  保護者など  一般の  来場者の  入場  および  

観覧※を  お断りさせていただきます。 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  協力してください。

「小牧隕石」は  国内で  52番目に  見つかった  隕石です。 2018年 9月に、 小牧市に  落ちてきました。

「小牧隕石」の  レプリカ※を  見ることが  できます。 ぜひ  見にきて  ください。

※レプリカ ： 間違いなく  うつしたもの。

※観覧 ： 見ること。

●日時：11月 1日（日）から ●場所：小牧中部公民館1階ロビー

●料金：0円 ●申し込み：いりません

（実物写真）

  名古屋市科学館 提供小牧隕石 レプリカ※を 見ることが できます

11月 29日（日）  10：00～13：00
※非常食・保存食の  試食会の後、 終わりに  なります。

小牧市公民館  3階　学習室3の2

市内在住・在勤・在学で  地域の  防災に  関心が  あり、 

日本語  および  日本語以外の  言語で  

日常会話程度の  コミュニケーションが  とれる人

16人ぐらい（先に  申し込んだ  人順） 0円

11月 4日（水）～ 21日（土） 9：00～17：00、 インターネットの  申し込みページ（QRコード）か、

小牧市国際交流協会（日・祝日・月・12：00～13：00は  除く） または

小牧市多文化共生推進室（土・日・祝日・12：00～13：00は  除く）へ  電話してください。

※COPD（chronic obstructive pulmonary disease）…慢性閉塞性肺疾患

災害時 外国人支援 ボランティア 養成講座
災害が  おきたら、 どうするの？ 新型コロナウイルス  感染症防止を  踏まえて

●講師 

椿 佳代  先生

紅葉の

天守閣

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

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

日　時 にちじ

会  場 かいじょう

対象者 たいしょうしゃ

内容（予定） ないよう
（よてい）

新しい  コロナウイルスの  病気を  悪くさせないためには、 肺の  病気（COPD）を  早く  見付けて  治すことが  大切です。

COPDは、 たばこの  けむりなどが  原因で  肺が  悪くなり、 

息をするのが  苦しくなる  病気です。

肺は  一度  悪くなると、 もとに  戻すことが  できません。

そのため、 たばこを  すわない、 やめることが  大切です。

早く  病気を  みつけて、 治療することも  同じように  大切です。 

2003年から 災害ボランティア 

コーディネーターとしての 活動を 開始。

2016年には 多文化防災 ネットワーク

愛知・名古屋 立上げに 尽力。

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

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

12月 15日（火） までに  小牧市国際交流協会（KIA）に  電話をするか  直接  来てください。

2021年に  日本の  小学校に  行く  外国に  ルーツの  ある  こども 0円

動画（You Tube）を  配信します。 パソコン、 スマートフォンで  学習してください。

2021年 1月 9日 ～ 3月 13日 の 土曜日　10回

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）

日　時 にちじ

勉強の方法 べんきょうの
ほうほう

勉強する人 べんきょう
するひと

申し込み もうしこみ

料　金 りょうきん

小学校に 
通う前に 「プレスクール」で 日本語を べんきょうしませんか？

保健センター TEL.0568-75-6471 FAX.0568-75-8545問合先
といあわせさき ほけん せんたー

こまきしやくしょ
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せっしゅよぼうけんさこうたいふう

けんしんせいじん

かれ んだ ーけんしんぼし

みれ ぷりかいんせきこまき

しゅくがしきせいじんこまきしねんれきしかんこまきし

さいがい

でんわのぞしゅくじつにちどすいしんしつきょうせいたぶんかこまきし

のぞげつしゅくじつにちこうりゅうきょうかいこくさいこまきし

こーどぺーじこもうい んた ーねっとどにちすいにちがつ

えんにん さき もう こ ひとじゅん

ひとこみゅにけーしょんていどかいわにちじょう

げんごいがいにほんごにほんご

ざいがくざいきんしない ざいじゅう かんしんぼうさいちいき

がくしゅうしつかいこうみんかんこまきし

おあとししょくかいほぞんしょくひじょうしょく

にちにちがつ

じんりょくたちあなごやあいち

ねっとわ ー くぼうさいたぶんかねん

かいしかつどうこーでぃね ーた ー

ぼらんてぃあさいがいねん

せんせいかよつばき

こうし

しんがた ころな ういるす かんせんしょう ぼうし ふ

まんせいへいそくせいはいしっかん

たいせつおなちりょうびょうきはや

たいせつ

もどわるいちどはい

びょうきくるいき

わるはいげんいん

たいせつなおみつはやびょうきはいわるびょうきうい るすころなあたら

こまき

まちがれぷりか

ていきょうかがくかんなごやし

じつぶつしゃしん

こもうえんりょうきん

ろび ーかいこうみんかんちゅうぶこまきばしょにちにちがつ

みみれ ぷりかいんせきこまき

おこまきしがつねんいんせきみばんめこくないいんせき

にちじ

こ ま き

こ ま き し せ い じ ん し ゅ く が し きね ん

し

さ い が い じ が い こ く じ ん し え ん ぼ ら ん て ぃ あ よ う せ い こ う ざ

い ん せ き れ ぷ り か み

かぶんかざいしゃしんていきょうてんじ いちぶねんおーぷ んりにゅーあ るないそうい め ーじしろもくぞう

にちがつねんごきふこまきしたてものにちがつねん

せっけいもでるたてものりっぱひうんかくてらゆうめいきょうと

なまえたてものかたちしろちょうじょうこまきやま

きょうりょくひろびょうきうい るすころなあたらことわかんらん

かんらん み

にゅうじょうらいじょうしゃいっぱんほごしゃこまきしはいなかたてものかいじょうたいしょうしゃ

つかざせきたいしょうしゃかいせきとうじつおくあんないたいしょうしゃがつちゅうじゅんごろ

び でお れ た ーい べ んとぶだいしきてんぶだい

きちょくせつかいじょうとうじつ

ひとじゅうみんとうろくこまきし

うにちがつねんにちがつねん

こまきぱー くあ り ー な

あかいじょう

にちにちがつねん

れきしかんこまきし こうよう

てんしゅかく

しょうがっこう

かよ まえ

ぷ れ す くー る に ほ ん ご

ぷれすくーる

ちょくせつ きでんわきょうかいこうりゅうこくさいこまきしかにちがつ

えんるーつがいこくいしょうがっこうにほんねん

がくしゅうすまーとふぉんぱそこんはいしんどうが

かいどようびにちがつにちがつねん

るーる

しょうがっこうにほんごまえかよしょうがっこうこまき
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がつごう

がつ ごう

ねんばんにほんごじょうほうしせいかつ

生活情報誌こまき やさしい日本語版 2020年11月号

がいこくじん じんこう じんこうにん にんこまき ねん がつ にちげんざい

2020
月号11

外国人の人口：9,904人 / 小牧の人口：152,476人（2020年  10月 1日現在）


