
 日本料理教室

（とうふハンバーグ  など）

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
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こまきしがいこくじんのかたへ 検 索

P1 ●2022年 小牧市 消防 出初式

●KIA 国際交流 ふれあいフェスタ

●母子健診などの カレンダー

●成人検診の おしらせ

●多文化共生セミナー

●次の 税金の 支払い期限は 1月 31日(月) です

●2022年度 児童クラブの 加入申し込みを しましたか

P6

P2

P3

P4

P5

●2022年度 児童クラブ 通訳支援員 募集

●20歳から みんなが加入 国民年金

●年末年始の 水道修理 当番店

●在留相談に ついて / 外国人のための 相談窓口の おしらせ

●漢字教室で 勉強しませんか

●KIA 第3期 日本語教室　

●KIA 料理で 国際交流

消防総務課　TEL.0568-76-0229問合先
といあわせさき し ょ う ぼ う そ う む か

漢字ボランティア教室（矢次） TEL.090-9194-1801問合先
といあわせさき か ん じ ぼ ら ん て ぃ あ きょうしつ や つ ぎ

日にち ひにち

場　所 ばしょ

消防職員 ・ 消防団員 ・ 消防車の  行進、 消防関係者への  表彰などを  します。

また、 小牧高等学校  吹奏楽部による  特別演奏、 小牧市  消防火消  太鼓隊  による演奏、 消防団員による  はしご乗り、 

消防団による  一斉放水 （ホースから  水を  勢いよく  出すこと） などを  行います。

※見に来る人は、 マスクを  してください。 また、 体調が  よくない人は、 来ないように  してください。

ダンスと  音楽、 ちゅうせん会、 外国人と  お話コーナー

きものの  試着、 甲冑の  体験  など

小牧市市民会館  駐車場 

（雨のときは、 小牧市市民会館  大ホール）

2022年 1月 8日（土）  9:30 ～ 11:15

小牧市市民会館

2022年 1月 16日（日） 13：00 ～ 15：30くらい まで

2022年 小牧市 消防 出初式

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

やすねんまつねんしげつようびにちようびどようびかようび

火曜日～土曜日 9:00～17:00 （12:00～13:00、日曜日、月曜日、年末年始12/29～1/3は お休み）

2019年の  べんきょうの  様子

2019年

7月の 様子

対　象 たいしょう

日にち ひにち

申し込み もうしこみ

お　金 おかね

漢字教室で 勉強しませんか

料理で 国際交流

お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  きてください。

マスク ・ エプロン ・ さんかくきん ・ ペン  または  えんぴつ

新型コロナの  病気のために  予定が  変わることが  あります。

会員 200円、 会員でない人 700円

10人 （早く 申し込んだ  人順）

小学4年以上で  ＫＩＡの会員、 または  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。 （小学生は  親子で  参加してください。）

1月 8日（土）～ 1月 22日（土）

小牧市公民館 3階  料理教室

2月 19日（土）  10:00 ～ 13:30

申し込み もうしこみ

日にち ひにち

対　象 たいしょう

倉知 龍子  先生講　師 こうし

場　所 ばしょ

募集期間 ぼしゅう
きかん

定　員 ていいん

参加費 さんかひ

持ち物 もちもの

その他 そのた

マスクをして  来てください。その他 そのた

勉強の  場所へ  来てください。 申し込みは  いりません。

0円漢字を  勉強したい  外国人の方なら  どなたでも

場　所 ばしょ 1月 9日・16日・23日・30日 ワクティブこまき（ラピオ2階） 13：30～15：30

2月 6日・13日 ワクティブこまき（ラピオ2階） 13：30～15：30

　　20日・27日 小牧市公民館  4-4学習室 13：00～16：30

1月と  2月の  日曜日 （全部で  8回）

かんじ　と　にほんご　を  勉強します。

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）

第3期 日本語教室

小牧市公民館４階  チェスルーム・ローズルーム

お金をもって、 ＫＩＡへ  きてください　

外国人

初級 初中級 中級 上級
A B C D E F G H I

クラス

先 生

時 間
13:00
～15:00

13:00
～15:00

15:00
～17:00

15:00
～17:00

10:30
～12:30

8:30
～10:30

8:30
～10:30

10:30
～12:30

17:00
～19:00

朝倉 松岡 朝倉他 松岡他 松岡 松岡 朝倉 朝倉 朝倉他

日曜日　1月 9日 ～ 3月 27日  の  12回

Ａ～Ｆ･･･初級　Ｇ･･･初中級（Ｎ４を めざす人）

Ｈ･･･中級（Ｎ３を めざす人）　I…上級（Ｎ１・２を めざす人）

①1/9　②1/16　③1/23　④1/30　⑤2/6　⑥2/13　
⑦2/20　⑧2/27　⑨3/6　⑩3/13　⑪3/20　⑫3/27

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

対　象 たいしょう

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

入　場 にゅうじょう

授業料：1,000円（A～Iクラス）　会員で  ない人は、 KIA年会費 2,000円が  いります

テキスト代：Aクラス 1,500円、 B～Fクラス 1,000円、 G～Iクラス 2,000円

国際交流 ふれあいフェスタ
もっと身近に 外国を たのしもう！

お金は  いりません。 先にきた  100人に 「お楽しみ抽選会の  チケット」を  わたします。

お楽しみ抽選会は、 すてきな  物を  用意しています。

いろいろな  国の  人と  友だちに  なりたい人

こまきしやくしょ
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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 2022年1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

2022
月号1

外国人の人口：9,840人 / 小牧の人口：151,064人（2021年 12月 1日現在）



2 5

生活情報誌こまき 生活情報誌こまき

保健センター

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。 詳しい受付時間は  手紙で  確認してください。 ※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。 ※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

13:45～14:30

種　類 場　所 受付時間 対象・内容・申し込みなど日にち

母子健診などのカレンダー

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）

1月16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

小牧南児童館

10：00～11:30

●対象／4か月児以降の 保護者。 赤ちゃんも 参加できます。
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 お茶、
　筆記用具  ●料金／0円  ●申し込み／保健センター

●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  心配なことの相談
●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／小牧南児童館

10:00～11:15

10:00～11:15

パパママ教室

1月11日（火）
1月18日（火）
1月25日（火）

2021年 9月  1日 ～ 10日生まれ
2021年 9月11日 ～ 20日生まれ
2021年 9月21日 ～ 30日生まれ

1月  7日（金）
1月14日（金）
1月21日（金）
1月28日（金）

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
2020年 8月  1日 ～ 10日生まれ

1月13日（木）
1月20日（木）

2019年10月  1日 ～ 15日生まれ
2019年10月16日 ～ 31日生まれ

1月12日（水）
1月19日（水）
1月26日（水）

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

1月13日（木）

1月17日（月）
1月24日（月）

1月28日（金）

1月12日（水）

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

1月  4日（火）
1月11日（火）
1月17日（月）
1月24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 心配なことなどを 気軽に 相談して下さい。
●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

1月25日（火）

●内容／赤ちゃんの 暮らしに ついて、 お父さんの 役割に ついて、 妊娠中の 食事に ついて、 赤ちゃん人形 抱っこ体験、 
おうちの 味を 知ろう（塩分濃度測定） ※内容は 変わることが あります。  ●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） ●申し込み／保健センター　●料金／0円 

●対象／9か月児以降の 保護者。 赤ちゃんも 参加できます。
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 お茶、
　筆記用具  ●料金／0円  ●申し込み／保健センター　 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）

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）
母乳相談

1月14日（金）

1月18日（火）

1月25日（火）

篠岡児童館
℡.0568-79-0690

小牧南児童館
℡.0568-77-0454

北里児童館
℡.0568-71-1183

よやくひつよう

予約必要

●内容／育児についての  不安や  心配なことの相談、 
　身体計測、 血圧測定、 尿検査（希望する人） 
●料金／0円
●申し込み／各児童館

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  出してください。
●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

生まれてから 10か月ごろに アンケートが 届きます。 期日までに 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。

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）

※新型 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／出産予定日が 4月～7月で 小牧市に 住んでいる
　妊婦と その夫（妊婦だけでも 参加できます）

℡.0568-77-0454

多文化共生推進室 TEL.0568-39-6527、0568-76-1675（通訳直通）問合先
といあわせさき たぶんか すいしんしつ つうやくちょくつうきょうせい

ポルトガル語・スペイン語・英語 月～金
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。 

※日本語でも  相談できます

※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

外国人のための 相談窓口の おしらせ

場　所 ばしょ

言　葉 ことば

相談時間 そうだん
じかん 料　金 りょうきん

日　時 にちじ

申し込み もうしこみ 予約が  いります。 1月の  予約は  12月 28日までに、 2月の  予約は  1月 31日までに  

多文化共生推進室へ  電話してください。

やさしい日本語  スペイン語、 英語、 ポルトガル語（通訳  あります。）

その他の言語は  自動翻訳機を  使って  相談が  できます。

小牧市役所 （多文化共生推進室）  家で、 電話や  Zoomを  使った  相談も  できます。

0円

名古屋出入国在留管理局（名古屋入管）の  職員に  

在留資格の  相談が  できます。 

1月 5日（水）、 2月 2日（水） 13:00～、14:00～、15:00～、16:00～

1組  45分（1人か  2人で  来てください）

在留相談に ついて

1
月
と 

2
月
の 

相
談
日

 2021年 12月29日（水） 小牧水道設備 ： 小牧五丁目 市原産業尾張支店 ： 池之内

 12月30日（木） 伊藤水道工業 ： 小木西 倉知工務店 ： 久保本町

 12月31日（金） 桶正 ： 小牧五丁目 福永工業 ： 大草

 2022年    1月  1日（土） 伊藤次郎商店 ： 池之内 寺川水道ポンプ店 ： 小牧四丁目

 1月  2日（日） 中部燃料 ： 大草 北斗設備 ： 曙町

 1月  3日（月） 加藤工業 ： 中央一丁目 伊藤ポンプ店 ： 小牧五丁目

●水道管の  凍結（凍りつくこと）防止には … 気温が  マイナス4度以下になると、 水道管は  凍ったり  破裂（割れる）する 

　ことが  多くなります。 むき出しの  水道管や  屋外（建物の  外）の  蛇口には   保温材などの カバーを  付けましょう。

●水道の  中止・開栓の  お知らせ … 引越し  または  入居などによる  水道の  中止・開栓業務は、 年末年始

  （12月 29日（水）から 1月 3日（月）まで）は  行いません。  

年末年始の 水道修理（こわれたところを直す）当番店
当番日 当番店名 　　　　： 所在地

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

名古屋北年金事務所 TEL.052-912-1246　市民窓口課 TEL.0568-76-1124問合先
といあわせさき なごや　　きた　ねんきん　　じむしょ しみん　まどぐち　か

❶老後を  助けます。 老齢基礎年金

❷病気や  けがで  障害の  状態に  なったときに  助けます。 障害基礎年金

❸加入者が  死んだとき、 子どもがいる  配偶者、 子どもを  助けます。 遺族基礎年金

国民年金（基礎年金）

3つのメリット

国民年金は  老後や  万一のときに  生活を  助けるため、 基礎年金を  もらうことができる  制度です。 日本に  住んでいる

20歳から  59歳までの人は、 仕事等に  関係なく  みんなが  国民年金(基礎年金)に  加入しなければ  なりません。

20歳の  誕生日を  過ぎると  日本年金機構が  年金手帳と  納付書を送ります。 保険料の  納付(支払い)が  難しい  49歳まで

の人や  学生の人のために、 納付猶予制度や  学生納付特例制度が  あります。 詳しくは  下の  問合先に  聞いてください。

20歳から みんなが加入 国民年金
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成人検診の おしらせ

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

※新型 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。

9:00～11:05
胃がん検診

（胃部X線間接撮影）

子宮がん検診
(頸部のみ)

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／40人　●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

●受診期間

 3月31日（木）

 まで

●受診期間／2月 28日（月） まで

●受診期間

 2月14日（月）

 まで

●対象／20歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で 下の 対象表の 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／下の対象表の ①～③の人：小牧市内の 産婦人科

　　　　　　下の対象表の ④の人：前もって 保健センターへ 聞いてください。

1月26日（水）

※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。

※今年度 
　最後の 検診

※今年度 
　最後の 検診

※今年度 
　最後の 検診

※今年度 
　最後の 検診

※今年度 最後の 検診

9:00～11:00 保健センター

乳がん検診
（マンモグラフィ）

骨粗しょう症検診
（超音波）

2月21日（月）

1月27日（木） ●対象／40歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で 下の 対象表の 

　どれかに あてはまる人　●定員／120人/回

●料金／1,000円（70歳以上は 500円） ●申し込み／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 対象表の

　どれかに あてはまる人　●定員／100人

●料金／1,000円（70歳以上は 500円） ●申し込み／保健センター　

保健センター 

保健センター 

9:00～15:30

保健センター 　9:00～10:30
1月17日（月）

●対象／30歳以上で 小牧市に 住民登録の ある人

●定員／75人　●料金／700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 対象表の 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 対象表の ①～③の人

　みわレディースクリニック（Tel.0568-76-2603）、小牧ようてい記念病院（Tel.0568-65-7517）

　下の 対象表の ④の人：前もって  保健センターへ 聞いてください。

●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 小牧市に 住民登録の ある人で、 国民健康保険か

　後期高齢者医療保険に 入っている人、 または 協会けんぽ 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：4,800円（70歳以上 1,800円）、

　協会けんぽ 被扶養者：6,150円（70歳以上 3,150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　

個
別
検
診

みわレディース
クリニック

小牧ようてい
記念病院

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／2月14日（月）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。

対象者
② 誕生日が 1989年 1月7日 以前で 偶数年に 生まれた人

③ 誕生日が 1989年 1月8日 以降で 奇数年に 生まれた人

① 無料クーポンが 届いた人

④ ①～③以外で、 2020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。 ご理解と  ご協力を  お願いします。

多文化共生セミナー

※市職員が  対象の  セミナーですが、 市民の方も  オンライン（Zoom）で  見ることが  できます。50人（Zoom参加）

鈴木 暁子 先生

小牧市役所本庁舎6階　６０１会議室2月 16日（水） 15：00～16：30

申し込み：1月 4日（火）から  2月 7日（月）の  間に、 下の  URLか、 QRコードで  申し込んで  ください。
URL:http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/event_1/
　　 events/event/4/19366.html 多文化共生推進室　TEL.0568-39-6527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

2月15日（火）

2月17日（木）
乳がん検診

（超音波）

●対象／30歳から 39歳の 小牧市に 住民登録の ある人

●定員／60人　●料金／1,000円　●申し込み／保健センター
9:00～11:00

住み続けられる  まちづくり  ～SDGsと  多文化共生～

日 時 にちじ

講 師 こうし

場 所 ばしょ

定 員 ていいん

（京都府立大学京都地域未来創造センター 上席研究員、 一般財団法人ダイバーシティ研究所客員研究員）
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さいご けんしん

こんねんど

さいご けんしん

こんねんど

さいご けんしん

こんねんど

さいご けんしん

こんねんど さいご けんしん

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

すいにちがつ

か

もく

げつ

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りょうきん

にん かいひと ていいん

ひと した たいしょう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 えんいじょう

せんたーほけんこもうりょうきん

にんひと ていいん

ひと した たいしょう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 えんいじょう

ほけん せんたー

ほけん せんたー

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

せんたーりょうきん えん ほけん

せんたーほけん

こもうにんていいん

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

りょうきん えん

ていいん

ひと した たいしょうひょう 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 たいしょうひょう

たいしょうひょう

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たいしょうひょう

たいしょうひょう

した

した

もう こ

れでぃーす こまきくりにっく きねん びょういん

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 きたいしょうひょうした

がつ にち げつ

けんさ

じゅしん きかん

じぶんと ていしゅつたん

たん にちぶんようき

がつ にち げつ

さんふじんか

こまきしない

こまきしない

れでぃーす

してい

いりょう きかん

くりにっく

こまき

きねんびょういん

きかんじゅしん

にち もくがつ

きかんじゅしん

にち げつがつ

じゅしん りかい ねがきょうりょくかい

もと ねん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

しないこまき してい いりょう きかん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こまきしさいいじょうたいしょう
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かくたんけんさ
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ひと ひとじゅしんねんどいがいうきすうどしいこうにちがつねんたんじょうび

ひとうぐうすうどしいぜんにちがつねんたんじょうびひととどくーぽんむりょう
たいしょうしゃ

ちょうおんぱ

けんしんにゅう

せんたーりょうきん えん ほけんこもうにんていいん

ひとじゅうみんとうろくこまきしさい さいたいしょう

た ぶ ん か き ょ う せ い たぶんかす つづ きょうせいせ み な ー えすでぃーじーず

こもうこーどしたこもう がつ にち か

がつ
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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

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」「PayPay」「LINEPay」でも  

納付（支払い）が  できます。 

給料が  減ったりして、 決められた日  までに  納付できないときは、 収税課に  相談してください。

決められた日を  過ぎると、 延滞金（支払いが  遅れたときに  払う  お金）を  払わないと  いけません。

2021年 1月 1日から  12月 31日 までの  1年間に  払った  国民健康保険税 ・ 介護保険料 ・ 後期高齢者医療保険料の  

金額を  確認するための 「納付済額の  お知らせ」を  １月 17日（月）に  送ります。

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

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

申込場所 もうしこみ
ばしょ

申込期間 もうしこみ
きかん

※ただし、 納付書に  書いてある  期限までです。

❸バーコード付きの  税金の  納付書は  コンビニエンスストアでも   払うことが  できます。

❷市役所本庁舎  1階で、 税金を  払うことが  できます。

とき ▶ 1月 9日（日）、 1月 23日（日）　8：30～17：15
❶市役所本庁舎  2階で、 税金の  払い方の  相談が  できます。 税金を  払うことも  できます。

とき ▶ 1月 9日（日）、 16日（日）、 23日（日）、 30日（日）　8：30～17：15

次の 税金の 支払い期限は 1月 31日(月) です

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）

●普通徴収市県民税（第4期） ●国民健康保険税（第8期）  

●介護保険料（第7期） ●後期高齢者医療保険料（第6期）

平日の  昼は  忙しくて、

税金の  支払いが  

できない  人は…

昼間に  保護者 （お父さん、 お母さん  など）が   働いていて  家にいないなど、 一定の  条件に  あてはまる  児童（小学生の子ども）

について、  2022年 4月 1日から  児童クラブに  入りたい場合は、 毎年度 （新しい年に  なるたびに） 申し込みが  いります。

1月 17日（月）まで　平日 8:30 ～ 17:15

小牧市役所  こども政策課

月額 （1カ月に  必要な  お金） 5,000円 （おやつ代は別）　※8月分のみ  8,000円

小牧市内の  小学校に  通う  1～6年生

2022年度  児童クラブの 加入申し込みを しましたか

支払いは

早めに！

※土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日)を  除く。

申し込み もうしこみ

仕事の内容 しごとの
ないよう

対　象 たいしょう

働く期間 はたらく
きかん

働く場所 はたらく
ばしょ

募集人数 ぼしゅう
にんずう 時　間 じかん

給　料 きゅうりょう

1月 31日（月）【必着】までに、 履歴書（写真添付）と  資格証明書類の  コピー（資格が ある人）を、 郵便で  

送るか、 直接  こども政策課へ  出してください。 

郵便の  場合は  封筒に「児童クラブ通訳支援員」と

書いてください。 後日、 面接が  あります。

1時間あたり 1,621円 　※給与改定により  給料が  変わる場合が  あります。

※通勤費用は  距離に  応じて  支給します。　※期末手当が  あります。　※社会保険、 雇用保険に  入ります。

週４日（シフト制）9：00～17：00 面接日 めんせつび 2022年 2月 上旬予定1人

小牧市役所 こども政策課　小牧市内の  16クラブにも  行くことが  あります。

※仕事の  成績が  いい場合、 長く  働くことが  できます。2022年 4月 1日 ～ 2023年 3月 31日

○保育士・教員資格が  ある人 （資格が  なくても  申し込むことが  できます）

○スペイン語と  ポルトガル語の  通訳が  できる人　○車を  持っていて、 仕事で  使うことが  できる人

通訳、 翻訳、 児童クラブ運営の  補助  および  児童の  保育

2022年度 児童クラブ 通訳支援員 募集

※口座振替を  利用している人は、 アプリによる  納付（支払い）は  できません。 

　利用方法は、 それぞれの  アプリの  ホームページを  みると  分かります。

問合先
といあわせさき こども政策課 〒485-8650（住所不要） 

 TEL.0568-76-1129
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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

保健センター

※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。 ※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。 ※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

13:45～14:30

種　類 場　所 受付時間 対象・内容・申し込みなど日にち

母子健診などのカレンダー

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）

1月16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

小牧南児童館

10：00～11:30

●対象／4か月児以降の 保護者。 赤ちゃんも 参加できます。
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 お茶、
　筆記用具  ●料金／0円  ●申し込み／保健センター

●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  心配なことの相談
●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／小牧南児童館

10:00～11:15

10:00～11:15

パパママ教室

1月11日（火）
1月18日（火）
1月25日（火）

2021年 9月  1日 ～ 10日生まれ
2021年 9月11日 ～ 20日生まれ
2021年 9月21日 ～ 30日生まれ

1月  7日（金）
1月14日（金）
1月21日（金）
1月28日（金）

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
2020年 8月  1日 ～ 10日生まれ

1月13日（木）
1月20日（木）

2019年10月  1日 ～ 15日生まれ
2019年10月16日 ～ 31日生まれ

1月12日（水）
1月19日（水）
1月26日（水）

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

1月13日（木）

1月17日（月）
1月24日（月）

1月28日（金）

1月12日（水）

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

1月  4日（火）
1月11日（火）
1月17日（月）
1月24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 心配なことなどを 気軽に 相談して下さい。
●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

1月25日（火）

●内容／赤ちゃんの 暮らしに ついて、 お父さんの 役割に ついて、 妊娠中の 食事に ついて、 赤ちゃん人形 抱っこ体験、 
おうちの 味を 知ろう（塩分濃度測定） ※内容は 変わることが あります。  ●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） ●申し込み／保健センター　●料金／0円 

●対象／9か月児以降の 保護者。 赤ちゃんも 参加できます。
●持ち物／親子（母子）健康手帳、 バスタオル、 お茶、
　筆記用具  ●料金／0円  ●申し込み／保健センター　 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）

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）
母乳相談

1月14日（金）

1月18日（火）

1月25日（火）

篠岡児童館
℡.0568-79-0690

小牧南児童館
℡.0568-77-0454

北里児童館
℡.0568-71-1183

よやくひつよう

予約必要

●内容／育児についての  不安や  心配なことの相談、 
　身体計測、 血圧測定、 尿検査（希望する人） 
●料金／0円
●申し込み／各児童館

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  出してください。
●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

生まれてから 10か月ごろに アンケートが 届きます。 期日までに 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。

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）

※新型 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／出産予定日が 4月～7月で 小牧市に 住んでいる
　妊婦と その夫（妊婦だけでも 参加できます）

℡.0568-77-0454

多文化共生推進室 TEL.0568-39-6527、0568-76-1675（通訳直通）問合先
といあわせさき たぶんか すいしんしつ つうやくちょくつうきょうせい

ポルトガル語・スペイン語・英語 月～金
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。 

※日本語でも  相談できます

※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

外国人のための 相談窓口の おしらせ

場　所 ばしょ

言　葉 ことば

相談時間 そうだん
じかん 料　金 りょうきん

日　時 にちじ

申し込み もうしこみ 予約が  いります。 1月の  予約は  12月 28日までに、 2月の  予約は  1月 31日までに  

多文化共生推進室へ  電話してください。

やさしい日本語  スペイン語、 英語、 ポルトガル語（通訳  あります。）

その他の言語は  自動翻訳機を  使って  相談が  できます。

小牧市役所 （多文化共生推進室）  家で、 電話や  Zoomを  使った  相談も  できます。

0円

名古屋出入国在留管理局（名古屋入管）の  職員に  

在留資格の  相談が  できます。 

1月 5日（水）、 2月 2日（水） 13:00～、14:00～、15:00～、16:00～

1組  45分（1人か  2人で  来てください）

在留相談に ついて

1
月
と 

2
月
の 

相
談
日

 2021年 12月29日（水） 小牧水道設備 ： 小牧五丁目 市原産業尾張支店 ： 池之内

 12月30日（木） 伊藤水道工業 ： 小木西 倉知工務店 ： 久保本町

 12月31日（金） 桶正 ： 小牧五丁目 福永工業 ： 大草

 2022年    1月  1日（土） 伊藤次郎商店 ： 池之内 寺川水道ポンプ店 ： 小牧四丁目

 1月  2日（日） 中部燃料 ： 大草 北斗設備 ： 曙町

 1月  3日（月） 加藤工業 ： 中央一丁目 伊藤ポンプ店 ： 小牧五丁目

●水道管の  凍結（凍りつくこと）防止には … 気温が  マイナス4度以下になると、 水道管は  凍ったり  破裂（割れる）する 

　ことが  多くなります。 むき出しの  水道管や  屋外（建物の  外）の  蛇口には   保温材などの カバーを  付けましょう。

●水道の  中止・開栓の  お知らせ … 引越し  または  入居などによる  水道の  中止・開栓業務は、 年末年始

  （12月 29日（水）から 1月 3日（月）まで）は  行いません。  

年末年始の 水道修理（こわれたところを直す）当番店
当番日 当番店名 　　　　： 所在地

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

名古屋北年金事務所 TEL.052-912-1246　市民窓口課 TEL.0568-76-1124問合先
といあわせさき なごや　　きた　ねんきん　　じむしょ しみん　まどぐち　か

❶老後を  助けます。 老齢基礎年金

❷病気や  けがで  障害の  状態に  なったときに  助けます。 障害基礎年金

❸加入者が  死んだとき、 子どもがいる  配偶者、 子どもを  助けます。 遺族基礎年金

国民年金（基礎年金）

3つのメリット

国民年金は  老後や  万一のときに  生活を  助けるため、 基礎年金を  もらうことができる  制度です。 日本に  住んでいる

20歳から  59歳までの人は、 仕事等に  関係なく  みんなが  国民年金(基礎年金)に  加入しなければ  なりません。

20歳の  誕生日を  過ぎると  日本年金機構が  年金手帳と  納付書を送ります。 保険料の  納付(支払い)が  難しい  49歳まで

の人や  学生の人のために、 納付猶予制度や  学生納付特例制度が  あります。 詳しくは  下の  問合先に  聞いてください。

20歳から みんなが加入 国民年金
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 日本料理教室

（とうふハンバーグ  など）
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こまきしがいこくじんのかたへ 検 索

P1 ●2022年 小牧市 消防 出初式

●KIA 国際交流 ふれあいフェスタ

●母子健診などの カレンダー

●成人検診の おしらせ

●多文化共生セミナー

●次の 税金の 支払い期限は 1月 31日(月) です

●2022年度 児童クラブの 加入申し込みを しましたか

P6

P2

P3

P4

P5

●2022年度 児童クラブ 通訳支援員 募集

●20歳から みんなが加入 国民年金

●年末年始の 水道修理 当番店

●在留相談に ついて / 外国人のための 相談窓口の おしらせ

●漢字教室で 勉強しませんか

●KIA 第3期 日本語教室　

●KIA 料理で 国際交流

消防総務課　TEL.0568-76-0229問合先
といあわせさき し ょ う ぼ う そ う む か

漢字ボランティア教室（矢次） TEL.090-9194-1801問合先
といあわせさき か ん じ ぼ ら ん て ぃ あ きょうしつ や つ ぎ

日にち ひにち

場　所 ばしょ

消防職員 ・ 消防団員 ・ 消防車の  行進、 消防関係者への  表彰などを  します。

また、 小牧高等学校  吹奏楽部による  特別演奏、 小牧市  消防火消  太鼓隊  による演奏、 消防団員による  はしご乗り、 

消防団による  一斉放水 （ホースから  水を  勢いよく  出すこと） などを  行います。

※見に来る人は、 マスクを  してください。 また、 体調が  よくない人は、 来ないように  してください。

ダンスと  音楽、 ちゅうせん会、 外国人と  お話コーナー

きものの  試着、 甲冑の  体験  など

小牧市市民会館  駐車場 

（雨のときは、 小牧市市民会館  大ホール）

2022年 1月 8日（土）  9:30 ～ 11:15

小牧市市民会館

2022年 1月 16日（日） 13：00 ～ 15：30くらい まで

2022年 小牧市 消防 出初式

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

やすねんまつねんしげつようびにちようびどようびかようび

火曜日～土曜日 9:00～17:00 （12:00～13:00、日曜日、月曜日、年末年始12/29～1/3は お休み）

2019年の  べんきょうの  様子

2019年

7月の 様子

対　象 たいしょう

日にち ひにち

申し込み もうしこみ

お　金 おかね

漢字教室で 勉強しませんか

料理で 国際交流

お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  きてください。

マスク ・ エプロン ・ さんかくきん ・ ペン  または  えんぴつ

新型コロナの  病気のために  予定が  変わることが  あります。

会員 200円、 会員でない人 700円

10人 （早く 申し込んだ  人順）

小学4年以上で  ＫＩＡの会員、 または  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。 （小学生は  親子で  参加してください。）

1月 8日（土）～ 1月 22日（土）

小牧市公民館 3階  料理教室

2月 19日（土）  10:00 ～ 13:30

申し込み もうしこみ

日にち ひにち

対　象 たいしょう

倉知 龍子  先生講　師 こうし

場　所 ばしょ

募集期間 ぼしゅう
きかん

定　員 ていいん

参加費 さんかひ

持ち物 もちもの

その他 そのた

マスクをして  来てください。その他 そのた

勉強の  場所へ  来てください。 申し込みは  いりません。

0円漢字を  勉強したい  外国人の方なら  どなたでも

場　所 ばしょ 1月 9日・16日・23日・30日 ワクティブこまき（ラピオ2階） 13：30～15：30

2月 6日・13日 ワクティブこまき（ラピオ2階） 13：30～15：30

　　20日・27日 小牧市公民館  4-4学習室 13：00～16：30

1月と  2月の  日曜日 （全部で  8回）

かんじ　と　にほんご　を  勉強します。

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）

第3期 日本語教室

小牧市公民館４階  チェスルーム・ローズルーム

お金をもって、 ＫＩＡへ  きてください　

外国人

初級 初中級 中級 上級
A B C D E F G H I

クラス

先 生

時 間
13:00
～15:00

13:00
～15:00

15:00
～17:00

15:00
～17:00

10:30
～12:30

8:30
～10:30

8:30
～10:30

10:30
～12:30

17:00
～19:00

朝倉 松岡 朝倉他 松岡他 松岡 松岡 朝倉 朝倉 朝倉他

日曜日　1月 9日 ～ 3月 27日  の  12回

Ａ～Ｆ･･･初級　Ｇ･･･初中級（Ｎ４を めざす人）

Ｈ･･･中級（Ｎ３を めざす人）　I…上級（Ｎ１・２を めざす人）

①1/9　②1/16　③1/23　④1/30　⑤2/6　⑥2/13　
⑦2/20　⑧2/27　⑨3/6　⑩3/13　⑪3/20　⑫3/27

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

料　金 りょうきん

対　象 たいしょう

申し込み もうしこみ

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

入　場 にゅうじょう

授業料：1,000円（A～Iクラス）　会員で  ない人は、 KIA年会費 2,000円が  いります

テキスト代：Aクラス 1,500円、 B～Fクラス 1,000円、 G～Iクラス 2,000円

国際交流 ふれあいフェスタ
もっと身近に 外国を たのしもう！

お金は  いりません。 先にきた  100人に 「お楽しみ抽選会の  チケット」を  わたします。

お楽しみ抽選会は、 すてきな  物を  用意しています。

いろいろな  国の  人と  友だちに  なりたい人
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生活情報誌こまき やさしい日本語版 2022年1月号
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2022
月号1

外国人の人口：9,840人 / 小牧の人口：151,064人（2021年 12月 1日現在）




