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●KIA 日本文化教室

●KIA 第73回 国際理解講座

●KIA 英語基礎講座

●小牧市南スポーツセンター 水泳プールについて

●熱中症に 気をつけましょう

●がんになった人の 医療用補整具購入費の 助成

●日頃の 備え できていますか？

●新型コロナワクチン 4回目接種（注射を 打つこと）について

●多文化共生 ワークショップ　　

●災害時 外国人支援 ボランティア講座

●母子健診などの カレンダー

●成人検診の おしらせ

●安全に 自転車に のりましょう！

●自転車・車が たくさん 盗まれている!!

●子ども医療費受給者証が 高校生まで 使えるようになります

●次の 税金の 支払い 期限は 8月31日（水）です
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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

多文化共生 
ワークショップ

災害時 外国人支援ボランティア講座

日にち ひにち

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

対　象 たいしょう

定　員 ていいん

URL：http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/event_1/events/event/3/25944.html

20人（早く  申し込んだ  人順）

参加費 さんかひ 0円

託　児 たくじ 小学校 入学前の 子どもを 連れて 参加できます。子どもは 別の 部屋で 先生たちと 遊んで 待ちます。（2人まで）

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  勉強している人。（国籍と  年齢は  問いません）

申し込み もうしこみ

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  勉強している人で、 
地域の  防災に  関心があり、 日本語と  日本語以外の  言葉で  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）

講　師 こうし 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  はじめる。
2016年には  多文化防災ネットワーク愛知・名古屋  立上げに  協力。

まなび創造館  多目的室 （小牧市小牧3丁目555番地  ラピオ4階）

2022年 8月 7日（日） 14:00～16:15

小牧市多文化共生推進プランを  知って、「日本人市民と  外国人市民が  共に  
暮らしていく  中で、困っていることや  こうした方が  よいと  思うこと」について、 
グループで  話し合います。

第2部  対面型ワークショップ 日時▶ 8月28日（日）13:30～16:00　場所▶ 小牧市公民館4階 視聴覚室

配信期間▶ 8月2日（火）～ 8月 28日（日）

マイ・タイムラインを  つくろう 
～ 大地震から  命を  守るための  はじめの  1歩 ～

申し込み期間もうしこみ
きかん

定　員 ていいん 0円受講料じゅこうりょう

椿  佳代氏 

第1部  オンライン講座

7月 19日（火） ～ 8月 4日（木） インターネットか、 電話で  多文化共生推進室に  申し込んで  ください。

インターネットの  申し込みページ（QRコード）か  電話で、 小牧市国際交流協会  または  
市多文化共生推進室へ  申し込んでください。 ※オンライン講座のみの  申し込みは  できません。

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

こくさいこうりゅうきょうかいこまきし

多文化共生推進室
TEL.0568-39-6527

きょうせい すいしんしつたぶんか

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）

8月2日（火）～12日（金）募集期間 ぼしゅう
きかん

すいにちがつきげんしはらぜいきんつぎ

つかこうこうせいじゅきゅうしゃしょういりょうひこ

ぬすくるまじてんしゃ

じてんしゃあんぜん

けんしんせいじん

かれんだーけんしんぼし

こうざぼらんてぃあしえんがいこくじんさいがいじ

わーくしょっぷきょうせいたぶんか

うちゅうしゃせっしゅかいめわくちんころなしんがた

そなひごろ

じょせいこうにゅうひほせいぐいりょうようひと

きねっちゅうしょう

ぷーるすいえいすぽーつ せんたーこまきし みなみ

こうざきそえいご

こうざりかいこくさいかいだい

きょうしつぶんかにほん

こもうすいしんしつきょうせいたぶんかでんわいんたーねっとかにちがつ

にんまあそせんせいへやべつこさんかつこにゅうがくまえしょうがっこう

もくにちがつ

ひとじゅんこもうはやにん

えん

とねんれいこくせき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

かいらぴおばんちちょうめこまきこまきしたもくてきしつそうぞうかん

にちにちがつねん

あはなぐるーぷ

おもほうこまなかく

ともしみんがいこくじんしみんにほんじんしすいしん ぷらんきょうせいたぶんかこまきし

いっぽまもいのちだいじしん

たいむらいんまい

おんらいんだい ぶ こうざ にちにちがつかにちがつきかんはいしん

しちょうかくしつかいこうみんかんこまきしばしょ

こもうこうざおんらいんこもうすいしんしつきょうせいたぶんかし

こくさいこうりゅうきょうかいこまきしでんわこーどぺーじこもういんたーねっと

きんにちかにちがつえんひとじゅんこもうさきにん

ひとこみゅにけーしょんていどにちじょうかいわことばにほんご いがいにほんごかんしんぼうさいちいき

ひとべんきょうがっこうこまきしひとしごとこまきしひとすこまきし

きょう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

かつどうこーでぃねーたーぼらんてぃあさいがいねんしかよつばき

にちにちがつにちじたいめんがただい ぶ わーくしょっぷ

たぶんかきょうせい

わーくしょっぷ

こうざぼらんてぃあしえ んが い こくじんさ い が いじ

がいこくじん じんこう じんこうにん にんこまき ねん がつ にちげんざい

外国人の人口：10,278人 / 小牧の人口：150,936人（2022年  7月 1日現在）

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
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※新型コロナウイルス  感染対策として、 小牧市民だけが  プールに  入ることができます。 プールが  混んでいるときは、 

　待つことが  あります。　

※午前の部・午後の部の  人の  交代は  しません。　※障がい者・高齢者の方は、 証明できるものが  いります。

❷ 小さな子ども・高齢者・病気や  肥満（太っている）の  人は  熱中症に  なりやすいです。
 「1時間に  1回は  水などを  飲む」 「体調が  悪い日は  しっかり休む」よう、 周りの人も  声を  かけましょう。

❶ 気温・湿度が  高い、 風が  弱い、 熱い日が  続く時は  熱中症に  なりやすいです。
 「熱中症に  注意と  テレビ等で  言われた日は  外出を  控える」 「日傘や  帽子を  使う、 日陰に  入る」

 「エアコンを  使う」等、 気を付けましょう。

熱中症は  命に  かかわる  病気ですが  防ぐことが  できます。

※暑さで  体に  熱が  たまり、 めまいや  頭の  痛み等、 

　体の  調子が  悪くなる事熱中症※に 気をつけましょう

がんになった人の 医療用補整具購入費の 助成

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

13:05～13:55

13:05～14:15

9:00～10:10

13:05～14:15

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

9月11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

10:00～11:00

保健センター

保健センター

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／保健センター

10:00～11:15

パパママ教室

8月  2日（火）
8月  9日（火）
8月23日（火）
8月30日（火）

2022年   4月   1日 ～   8日生まれ
2022年   4月   9日 ～ 16日生まれ
2022年   4月 17日 ～ 24日生まれ
2022年   4月 25日 ～ 30日生まれ

8月  5日（金）
8月19日（金）
8月26日（金）

2021年   2月   1日 ～ 10日生まれ
2021年   2月 11日 ～ 20日生まれ
2021年   2月 21日 ～ 28日生まれ

8月  4日（木）
8月18日（木）

2020年   5月   1日 ～ 15日生まれ
2020年   5月 16日 ～ 31日生まれ

8月  3日（水）
8月24日（水）
8月31日（水）

2019年   8月   1日 ～ 10日生まれ
2019年   8月 11日 ～ 20日生まれ
2019年   8月 21日 ～ 31日生まれ

8月19日（金）

8月  3日（水）

10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00

8月  2日（火）
8月  9日（火）
8月16日（火）
8月23日（火）
8月30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 心配なことなど 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 必要）

9:30～17:30
月～金親子健康手帳

（母子健康手帳）交付

8月  8日（月）

●内容／赤ちゃんとの 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 だっこ体験、
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） ●料金／0円　
●申し込み／保健センターに 電話で 予約してください。

●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）
 ℡.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  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。

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 変わることが あります。

●対象／出産予定日が 2022年 12月～2023年 3月の
小牧市内に 住んでいる 妊婦と その夫（妊婦だけで 参加することもできます。）

（公財）小牧市スポーツ協会　TEL.0568-73-3330
 南スポーツセンター　TEL.0568-72-6205（プール直通）

※プール直通電話は 
　プールの 期間だけ

問合先
といあわせさき

こうざい すぽーつ

みなみ

ぷーる ちょくつう でんわ

ぷーる きかんぷーる ちょくつうすぽーつせんたー

こまきし きょうかい

2022年 7月 1日（金）～ 8月 31日（水）

市内に  住む  高齢者 （60歳以上の 人）

開いている 期間
きかんひら

▶午後だけの日…13:00～17:00　▶一日開いている日…9:00～17:00
※7月 19日までの  平日は  午後だけ  開いています。

※7月 9日（土）・ 8月 28日（日）は  大会があるので  休みです。

開いている 時間
じかんひら

小牧市南スポーツセンター 水泳プールについて

定期券1回券

料 金

一般（高校生以上）

小学生・中学生

未就学児 （小学校に 入る前の 年齢の こども）

障がい者

一般

中学生以下

付添者（1人まで）

110円

110円

50円

110円

220円 1,470円

110円 730円

0円

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

がんになった人の  心理的・経済的な  負担を  減らし、 治療・仕事・社会参加等との  
両立を  助けるため、 医療用補整具の  お金の  一部を  助けます。

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

詳しいこと・申請書

ダウンロードは、 

市ホームページを  

見てください。

ウィッグ（頭皮保護ネット含む）、 
乳房補整具【乳房補整パッドや  人工乳房（固定の為の  下着含む）】

対 象 たいしょう

買った金額の  2分の1（いずれも  上限2万円）金 額 きんがく

ひ ばしょ じかんうけつけ たいしょう ないよう もう こ

おやこますく

しゅるい

ぼし

も き

けんこうてちょう

ばすたおる 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

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

ほけんにち

きん

げつ

すい

せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

うにちがつ にちねん

うにちがつ にちねん

うにちがつ にちねん

うにちがつ にちねん

がつ にち か

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

さい

もく

きん

すい

げつ きん

しゅくじつ

のぞねんまつねんし

せんたー そうだんほけんわる ばあいつごううかならけんしん

かくにんてがみじかんうけつけくわおくてがみまえひとたいしょう

よぼう　そうだん

りにゅうしょく きょうしつ

おやこ

ぼし てちょうけんこう こうふ

けんこう てちょう

しょき きょうしつ

りにゅうしょく きょうしつ

こうき きょうしつ

ぱ ぱ 　  ま ま   きょうしつ

ば

りょうきん ほけん

いこうげつ じたいしょう

たいしょう

ほごしゃ さんか

ちゃ

ひっきようぐ

けんこうてちょう ばすたおるぼしおやこものも

ばすたおる ちゃ

ひっきようぐ

てちょうけんこうぼしおやこものも

あか

さんかあか

りょうきん えん

えん

もう こ

もう こ

ほけん

げつ じ ほごしゃ

せんたー

ほけん せんたー よやくでんわ

せんたー

ぼにゅう そうだん
もう こ

もう こ

もう こ

りょうきん えん

こ 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

こ そだ せだい

ばあい ひつようかーどまいなんばー つうち かーど

かーどまいなんばーざいりゅうかーどしんだんしょいしにんしんとどけでしょものも

そうだん くだしんぱいふあん きがるにんしんちゅう

わたてちょうけんこうおやこじょさんしほけんしないよう

ほうかつしえん

らぴお かい

せんたー

とくにゅうようじたいしょう さい こ

りょうきん えん

は ぶらし ばすたおるけんこうてちょうおやこ ぼしものも

そうだんしんぱいふあんは はないよう

とどけていたいじゅうじ

あにばーさりー じぎょう

こ そだ せだい ほうかつ しえん せんたー かいらぴおとどけでさき

みまんしゅっせいたいじゅう

じどうかんしないかいらぴおせんたーしえんほうかつせだいそだこばしょ

ぷれぜんとだあんけーときじつとどあんけーとげつう

あか う とどけでしょ だていたいじゅうじ

ほけん いりょうか

いこう

えんりょうきんばすたおる にん まいもののしるものはかのうどえんぶん

ようぐひっきけんこうてちょうぼしおやこものものうど そくていえんぶん ないよう かしあじ

あか とう やくわり にんしんちゅう しょくじく あか たいけんにんぎょうないよう

きみぎ といあわせさき

ひとしくわ

ぼ　し けんしん かれんだー

あか ほうもん

つごう きでんわまえほうもんひんしゅっさんいわ

いえあかげつうほけんれんらくいんほけんれんらくいん

かよてい

ひろびょうきあたら ういるすころな

たいしょう

しないこまき

しゅっさんよていび がつ がつねん ねん

にんぷ おっと にんぷ さんかす

ごご

いっぱん

やす

しょうめいかたこうれいしゃ

こえひとまわやすひわるたいちょうのみずかいじかん

ねっちゅうしょう

たすいちぶかねほせいぐいりょうようたすりょうりつ

などさんかしゃかいしごとちりょうへふたんけいざいてきしんりてきひと

ひとふとひまんびょうきこうれいしゃこちい

つきなどつかえあこん

はいひかげつかぼうしひがさひかがいしゅつひいなどてれびちゅういねっちゅうしょう

ねっちゅうしょうときつづひあつよわかぜたかしつどきおん

ふせびょうきいのちねっちゅうしょう

ことわるちょうしからだ

などいたあたまねつからだあつきねっちゅうしょう

しゃしょうこうたいひとぶごごぶごぜん

ま

こぷーるはいぷーるしみんこまきたいさくかんせんういるすころなしんがた

ひといじょうさいこうれいしゃすしない

にんつきそいしゃ

いかちゅうがくせい

いっぱん

しゃしょう

ねんれいまえはいしょうがっこうみしゅうがくじ

ちゅうがくせいしょうがくせい

えん えん

えん

えん

えん

えん

えん

えん

えん

いじょうこうこうせい

ていきけんいっかいけん

りょうきん

たいかいにちにちがつどにちがつ

ひらごごへいじつにちがつ

ひひらいちにちひ

すいきんにちがつ にちがつねん

ぷ ー るす い えいせ ん た ーす ぽ ー つみ な みこ ま きし

じょせ いこうにゅうひほ せ い ぐいりょうようひと

み

ほーむぺーじし

だうんろーど

しんせいしょくわ

まんえんじょうげんぶんきんがくか

ふくしたぎためこていにゅうぼうじんこうぱっどほせいにゅうぼうほせいぐにゅうぼう

ふくねっとほごとうひうぃっぐ
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〈成人検診の おしらせ〉

日にち 時間 場 所

大腸がん検診
（便潜血反応検査）

胃がん検診
（胃部X線間接撮影）

保健
センター等

対象・料金・申し込みなど

●対象／30歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人

●料金／500円　●申し込み／下の QRコード・小牧市ホームページから 

　申し込むか、 保健センターへ 電話してください。

●受診期間
 2022年
 6月1日（水）
 から
 2023年
 3月31日（金）
 まで

●受診期間
 ２０２３年
 2月14日(火)
 まで 

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

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

保健センター 

保健センター 

保健センター 

勤労センター

保健センター 

※検体容器は 保健センターで 

　回収します。 回収日の 予定は、 

　検体容器を 送る時に 知らせます。

乳がん検診
（マンモグラフィ）

乳がん検診
（超音波）

骨粗しょう症検診
（超音波）

肺がん検診
（喀痰検査）

9:00～
11:059月22日（木）

9:30～
15:00

9月29日（木）

8月29日（月）

8月25日（木）

9月21日（水）

9:00～
15:00

9:00～
11:00

9:00～
11:00

●対象／40歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人で 下の 対象者表の 

　どれかに あてはまる人　●定員／110人/回　

●料金／1,000円（70歳以上は 500円）　●申し込み／下の QRコード・

　小牧市ホームページから 申し込むか、 保健センターへ 電話してください。

●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／下の QRコード・

　小牧市ホームページから 申し込むか、 保健センターへ 電話してください。

●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／500円　●申し込み／下の QRコード・小牧市ホームページから 

　申し込むか、 保健センターへ 電話してください。

保健センター 胸部X線検診 8月26日（金）
９:00～
10:30

●対象／65歳以上で 小牧市に 住民登録の ある方　●定員／70人

●料金／無料　●下の QRコード・小牧市ホームページから 申し込むか、

　保健センターへ 電話してください。

●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／2023年 2月 14日(火)までに 

　保健センターの 窓口へ 来てください。

●対象／30歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人　●定員／45人

●料金／1,000円（70歳以上は 500円）　●申し込み／下の QRコード・

　小牧市ホームページから 申し込むか、 保健センターへ 電話してください。

乳がん
個別検診

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 対象者表の 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 対象者表の ①～③の人：みわレディースクリニック （Tel.0568-76-2603）、

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

●内容／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 または

　後期高齢者医療に 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 または 後期高齢者医療に 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 受診する際は それぞれの 

　保険から 送られた 受診券が いります。　●申し込み／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 ）（

（マンモグラフィ）

集
団
検
診

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 2021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。

※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。健診のおしらせ

●受診期間／2023年 2月 28日（火）まで
※痰を とる 検査です。 容器に 3日分の

　痰を取り、 保健センター等で 回収します。

　回収日は 申し込み時に 知らせます。

がん検診（集団）は QRコードか 

小牧市ホームページから 申し込むことが できます。

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

まんもぐらふぃ

ししんないしん

けんしんこべつ

けんしんこべつ

にゅう

しきゅう

けんしんにゅう

まんもぐらふぃ

せんたーほけん まどぐち き

りょうきん えんていいん

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 ねん がつ にち か

けんさ

じゅしん きかん ねん

ほけん かいしゅうなどと せんたーたん

かいしゅうび もう こ じ

たん にちぶんようき

がつ にち か

ちょうおんぱ

けんしんにゅう

ちょうおんぱ

しょうけんしんこつそ

せんけんしん

かくたんけんさ

きょうぶ

けんしんはい

けんしんだいちょう

にんていいん

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

えんりょうきんよてい

けんたい ようき おく とき し

ひととうろくじゅうみんこまきしいじょうさいたいしょう
ほけん

せんたー など

ほけん せんたー

きんろう せんたー

ほけん せんたー

ほけん せんたー

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 さいたいしょう

かた

りょうきん むりょう 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

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

ほけん せんたー

ほけん せんたーもく

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

せんたーほけんほーむぺーじこまきし

ほーむぺーじこまきし

でんわ

ほーむぺーじこまきし

ほーむぺーじこまきし

ほーむぺーじこまきし

もう こほーむぺーじこまきし

でんわ

せんたーほけんこもう でんわ

こもうほーむぺーじこまきし でんわ

でんわ

でんわ

もう こ

こもう した こーど

こもう した こーど

した こーど

した こーど

こもう した こーど

りょうきん

かいにんひと ていいん

にんていいん

ひと した たいしょうしゃ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

こもう した こーどりょうきん えん

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

ひと した たいしょうしゃひょう 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 たいしょうしゃひょう 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

もう こ さんふじんかしないこまきひとたいしょうしゃひょうした

たいしょうしゃひょうした

もう こ たいしょうしゃひょう 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 きたいしょうしゃひょうした

さんふじんか

こまきしない

れでぃーす

くりにっく

きかんじゅしん

にち すいがつ

ねん

にち きんがつ

ねん

にちがつ

もくにちがつ

すいにちがつ

きんにちがつ

もくにちがつ

げつにちがつ

じゅしん

りかい きょうりょく ねが

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

いぶ せんかんせつさつえい

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

けんしん しゅうだん こーど

ひととどくーぽんむりょう

たいしょうしゃ

かよてい

ひろしんがた びょうきころなういるす

にんげん どっく

しない

してい

いりょう きかん

きかんじゅしん

ねん

にち かがつ

きかん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 さい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

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 けんしんないよう
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市民安全課 TEL.0568-76-1137　  小牧警察署 TEL.0568-72-0110問合先
しみんあんぜんか こまきけいさつしょといあわせさき

安全に 自転車に のりましょう！

自転車・車が たくさん 盗まれている！！

自転車は  とても  便利ですが、 危ない  のりものです。 自分や  家族を  守るため、 

けがを  したり、 けがを  させないため、 5つの  ルールを  覚えましょう

▶自転車が  たくさん  盗まれており、 被害に  あった  人の  約60％が、 

鍵を  かけて  いませんでした。

○少しの  時間でも、 鍵を  かける

○ツーロック  する

○管理された  駐輪場に  止める

自転車を  盗まれた数（小牧市内）

151

2020年 2021年

2020年 2021年2020年 2021年

166

19

11

7

25

車を  盗まれた数（小牧市内） 車などの  部品を  盗まれた数（小牧市内）▶車や  部品も  たくさん  盗まれています。

盗まれないように  するため

○必ず  ロックする

○管理された  駐車場を  利用

○ハンドルロック、 タイヤロック、

　警報アラーム

などの  対策を  してください。

自転車は  

車道通行が  きほん。

※12さいまでは  

　歩道も  通行  

　できるよ

車道は  左はしを  

走ろう。

車道

歩道

歩道は  

歩行者  ゆうせん

車道よりを  

ゆっくり  走ろう。

安全ルールを  まもろう。

○ふたりのりを  したり、 よこに   

　ならんで  走っては  いけません。

○くらくなったら  ライトを  つけよう。

○しんごうを  かくにんしてから  走りだそう。

　「止まれ」が  ある  ばあいには  きちんと  止まろう。

ヘルメットを  かぶろう。

小牧市内の  お店で  買った

認証マークつきの  ヘルメットは  

一部  補助が  

でます。

くわしくは  こちら▲

また、 自転車の  保険に  必ず  入りましょう。 自転車で  事故を  おこすと  たくさんの  お金が  かかることが  あります。

❶ ×

×

❷ ❸

❹ ❺

置いてある  自転車でも、 無断で  乗っていくと  犯罪になる  場合が  あります。

などの  対策を  してください。

おぼるーる

まもかぞくじぶんあぶべんりじてんしゃ

じてんしゃあ ん ぜん

ほどう

しゃどう

ほじょいちぶ

へるめっとまーくにんしょう

かみせしないこまき

へるめっと

とと

はし

らいと

はし

るーるあんぜん

はし

しゃどう

ほこうしゃ

ほどう

はし

ひだりしゃどう

つうこうほどう

つうこうしゃどう

じてんしゃ

かねじこじてんしゃはいかならほけんじてんしゃ

ねんねん

ねんねん ねんねん

ぶひんくるま くるま

しないこまきかずぬす

しないこまきかずぬす しないこまきかずぬす

じてんしゃ

たいさく

あらーむけいほう

ろっくたいやろっくはんどる

りようちゅうしゃじょうかんり

ろっくかなら

ぬす

ぬすぶひんくるま

ばあいはんざいのむだんじてんしゃお

たいさく

とちゅうりんじょうかんり

つーろっく

かぎじかんすこ

かぎ

やくひとひがいぬすじてんしゃ

ぬすくるまじてんしゃ
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9月 1日からは、 新しい  子ども医療費受給者証を  使ってください。 古い  子ども医療費受給者証は、 市役所や  

市民センターに  返すか、 破って  捨ててください。

今、 子ども医療費受給者証を  持っていない人は、 申請書を  出してください。 

そのための  お手紙を  7月に  送りました。 まだ  届いていない人は、 市役所に  連絡してください。 

すでに  申請書を  出した人には、 8月の  終わりに、 新しい 受給者証を  送ります。

保険証と  一緒に  病院や  薬局に  見せると、 医療費が  0円になる  クリーム色の  証明書です。 

保険証が  使えない  医療費は  無料には  なりません。 今は  中学生までの  子どもが  使っています。

9月 1日から、 18歳までの  子どもが  子ども医療費受給者証を  使えるように  なります。

今、 子ども医療費受給者証を  持っている  子どもには、 新しい  有効期間（18歳になる  年度末まで）の  受給者証を  

8月の  終わりに  送ります。

子ども医療費受給者証に  ついて子ども医療費受給者証に  ついて

子ども医療費受給者証が 高校生まで 使えるようになります

問合先
といあわせさき ほけん いりょうか

保険医療課　TEL.0568-76-1128

次の 税金の 支払い期限は 8月 31日（水）です

証明書の  ご案内 ○納税証明書は  収税課（2階 ⑤）で  発行できます。

○所得課税証明書は  市民税課（2階 ③）で  発行できます。

▶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）

支払いは 

早めに！ 

○普通徴収市県民税（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）

○普通徴収市県民税（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（月曜日から金曜日）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 14日（日）、 8月 28日（日）  8:30～17:15

とき ▶8月 7日（日）、 14日（日）、 21日（日）、 28日（日）  8:30～17:15

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

❷市役所本庁舎1階で、 税金を  払うことが  できます。

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」 「PayPay」 「LINEPay」でも  納付（支払い）が  できます。

※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。

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。

しはら

すやぶかえせんたーしみん

しやくしょじゅきゅうしゃしょういりょうひこふるつかじゅきゅうしゃしょういりょうひこあたらにちがつ

おくじゅきゅうしゃしょうあたらおがつひとだしんせいしょ

れんらくしやくしょひととどおくがつてがみ

だしんせいしょひともじゅきゅうしゃしょういりょうひこいま

おくおがつ

じゅきゅうしゃしょうねんどまつさいきかんゆうこうあたらこもじゅきゅうしゃしょういりょうひこいま

つかじゅきゅうしゃしょういりょうひここさいにちがつ

つかこちゅうがくせいいまむりょういりょうひつかほけんしょう

しょうめいしょいろくりーむえんいりょうひみやっきょくびょういんいっしょほけんしょう

じゅきゅうしゃしょういりょうひこ

つ かこうこうせ いじゅきゅうしゃしょういりょうひこ

しはら

はや

かくにんかねのこ

ほー む ぺーじあぷりほうほうりよう わ

こうざ ふりかえ りよう ひと あぷり のうふ しはら

しはらのうふあぷり

こうざひまえきげんしはら

きゅうりょう

はらかねはらおくしはらえんたいきん

そうだんしゅうぜいかのうふひきへ

き ひ す

す まーとふぉん

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

へいじつ げつようび きんようび

ひる ぜいきんいそが

しはら ひと
がつ にちにち がつ にち にち

がつ にちにち にち にち にち にち にち にち

そうだんかたはら

はら

ぜいきん

ぜいきん

かいほんちょうしゃしやくしょ

かいしみんぜいか はっこうしょうめいしょしょとく かぜい

かいしゅうぜいか はっこうしょうめいしょのうぜい
あんないしょうめいしょ

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

つ ぎ ぜ い きん し はら き げん が つ に ち す い

きだい

きだい

こくみん けんこう ほけんぜいきだいぜいふつう ちょうしゅう しけんみん

ほけんりょう きだいほけんりょういりょうこうれいしゃこうきかいご
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8月 2日（火）～ 8月 13日（土） お金を  もって、 小牧市国際交流協会（KIA）へ きてください。

※申込みした後に  キャンセルしても  お金は  返しません。

会員：500円　会員で  ない人：800円  ※お弁当・お茶代  含む。 着たゆかたは  プレゼントします。

8月 20日（土） 16:00 小牧市公民館4階

小学1年生以上で  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。

過去の 活動の ようす30人 （先に 申し込んだ人順 ・ KIA会員優先）

日　時 にちじ 集合場所しゅうごう
ばしょ

対　象 たいしょう

参加費 さんかひ

申し込み もうしこみ

定　員 ていいん

日本文化教室 ゆかたを着て、 
　  夏の  夕暮れを  楽しみませんか？

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。

8月 2日（火）～ 20日（土）

0円

9月 3日（土） 14:00～15:30

小牧市中央図書館イベントスペース

中学生以上  ※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。

40人（予約がいります。 先に  申し込んだ人順）

日　時 にちじ

会　場 かいじょう

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

申し込みもうしこみ

申込み期間 もうしこみ
きかん

定　員 ていいん

イサコブ　イスロム（ISAKOV ISLOM）氏

2016年 10月、 ウズベキスタンから  日本へ。 名古屋大学国際開発研究科で  勉強し、 今は  小牧市の  

会社で  働いている。 小牧市に  住んでいる。 ウズベキスタンと  日本の  交流を  応援したい。

講　師 こうし

第73回 国際理解講座 シルクロードの  交差点！
  “ウズベキスタン”って  どんな国？

お金を  持って、 小牧市国際交流協会へ  来てください。

8月  2日（火）～ 8月 27日（土）

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）

初級クラス  9月 16日 ～ 11月 25日（金曜日  13:00～15:00）
中級クラス  9月   9日 ～ 11月 18日（金曜日  10:00～12:00）
（どちらも全部で10回）

小牧市公民館4階  チェスルーム 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会員

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、 やめます。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ 対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

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

募集期間 ぼしゅう
きかん

定　員 ていいん

英語基礎講座 英語に  もう一度  
　　チャレンジしてみませんか！

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）

にほん

こくさ いだ い か い りか い こうざ

えい ご き そ こうざ

ぶ んか きょうしつ き

なつ たのゆうぐ

どにちがつ

どにちがつ

かね

かね かえきゃんせるもうしこ あと

かね も こくさい こうりゅうきょうかい き

どにち こまきし こくさい こうりゅうきょうかいがつかにちがつ

どにちかにちがつ

どにちかにちがつ がつ

にち きんようびしょきゅう くらす にちがつ

ぜんぶ かい

がつ

にち きんようびちゅうきゅう

しょきゅう ちゅうきゅう

しょきゅう

てきすと せんせい ぷりんと わた

ちゅうきゅう しょきゅう ちゅうきゅう

にん

くらす にちがつ がつ

ちゃだい き ぷれぜんとふくべんとうえん

にほん

ひとかいいんえんかいいん

えん えんひとかいいんえん えん

えん

かいいん

かいいん こじん くちねんかいひ

ひとじゅんこもうさき

ひとじゅん えん

かいしゃ はたら

こもう

こもう にん

こもう にん すく

おお き

さき

にん かいいん

ねん がつ

ゆうせん

いじょうしょうがく ねんせい す ひと ひと

かこ かつどう

こまきし しごと

ひと

こまきし

ひとこまきし がっこう べんきょう かいいん

いじょうちゅうがくせい す ひと ひとこまきし しごと

ゆうせん

こまきし

ひとこまきし がっこう べんきょう かいいん

いじょうさい す ひとこまきし

しごと ひとこまきし

ひとこまきし がっこう べんきょう

かいいん

う ず べ き す た ん

えいご

ちゃれんじ

いちど

し る く ろ ー ど こうさてん

くに

ざいきん

おうえんこうりゅうにほんうずべきすたんすこまきし

こまきしいまべんきょうけんきゅうかかいはつこくさいだいがくなごや

しないざいじゅう

ざいがく

こうみんかんこまきし かい

ちゅうおう

いさこぶ

うずべきすたん

よやく

いすろむ

にん

し

こまきし としょかん いべんと すぺーす

こうみんかんこまきし

こまきし

かい ちぇするーむ

なまえ しない ざいじゅう ざいきん ざいがく かいいん かいいん

ねんれい がくねん

ふぁっくす めーるでんわ

でんわ か もう こばんごう
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※新型コロナウイルス  感染対策として、 小牧市民だけが  プールに  入ることができます。 プールが  混んでいるときは、 

　待つことが  あります。　

※午前の部・午後の部の  人の  交代は  しません。　※障がい者・高齢者の方は、 証明できるものが  いります。

❷ 小さな子ども・高齢者・病気や  肥満（太っている）の  人は  熱中症に  なりやすいです。
 「1時間に  1回は  水などを  飲む」 「体調が  悪い日は  しっかり休む」よう、 周りの人も  声を  かけましょう。

❶ 気温・湿度が  高い、 風が  弱い、 熱い日が  続く時は  熱中症に  なりやすいです。
 「熱中症に  注意と  テレビ等で  言われた日は  外出を  控える」 「日傘や  帽子を  使う、 日陰に  入る」

 「エアコンを  使う」等、 気を付けましょう。

熱中症は  命に  かかわる  病気ですが  防ぐことが  できます。

※暑さで  体に  熱が  たまり、 めまいや  頭の  痛み等、 

　体の  調子が  悪くなる事熱中症※に 気をつけましょう

がんになった人の 医療用補整具購入費の 助成

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

13:05～13:55

13:05～14:15

9:00～10:10

13:05～14:15

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

9月11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

10:00～11:00

保健センター

保健センター

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／保健センター

10:00～11:15

パパママ教室

8月  2日（火）
8月  9日（火）
8月23日（火）
8月30日（火）

2022年   4月   1日 ～   8日生まれ
2022年   4月   9日 ～ 16日生まれ
2022年   4月 17日 ～ 24日生まれ
2022年   4月 25日 ～ 30日生まれ

8月  5日（金）
8月19日（金）
8月26日（金）

2021年   2月   1日 ～ 10日生まれ
2021年   2月 11日 ～ 20日生まれ
2021年   2月 21日 ～ 28日生まれ

8月  4日（木）
8月18日（木）

2020年   5月   1日 ～ 15日生まれ
2020年   5月 16日 ～ 31日生まれ

8月  3日（水）
8月24日（水）
8月31日（水）

2019年   8月   1日 ～ 10日生まれ
2019年   8月 11日 ～ 20日生まれ
2019年   8月 21日 ～ 31日生まれ

8月19日（金）

8月  3日（水）

10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00

8月  2日（火）
8月  9日（火）
8月16日（火）
8月23日（火）
8月30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 心配なことなど 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 必要）

9:30～17:30
月～金親子健康手帳

（母子健康手帳）交付

8月  8日（月）

●内容／赤ちゃんとの 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 だっこ体験、
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） ●料金／0円　
●申し込み／保健センターに 電話で 予約してください。

●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）
 ℡.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  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。

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 変わることが あります。

●対象／出産予定日が 2022年 12月～2023年 3月の
小牧市内に 住んでいる 妊婦と その夫（妊婦だけで 参加することもできます。）

（公財）小牧市スポーツ協会　TEL.0568-73-3330
 南スポーツセンター　TEL.0568-72-6205（プール直通）

※プール直通電話は 
　プールの 期間だけ

問合先
といあわせさき

こうざい すぽーつ

みなみ

ぷーる ちょくつう でんわ

ぷーる きかんぷーる ちょくつうすぽーつせんたー

こまきし きょうかい

2022年 7月 1日（金）～ 8月 31日（水）

市内に  住む  高齢者 （60歳以上の 人）

開いている 期間
きかんひら

▶午後だけの日…13:00～17:00　▶一日開いている日…9:00～17:00
※7月 19日までの  平日は  午後だけ  開いています。

※7月 9日（土）・ 8月 28日（日）は  大会があるので  休みです。

開いている 時間
じかんひら

小牧市南スポーツセンター 水泳プールについて

定期券1回券

料 金

一般（高校生以上）

小学生・中学生

未就学児 （小学校に 入る前の 年齢の こども）

障がい者

一般

中学生以下

付添者（1人まで）

110円

110円

50円

110円

220円 1,470円

110円 730円

0円

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

がんになった人の  心理的・経済的な  負担を  減らし、 治療・仕事・社会参加等との  
両立を  助けるため、 医療用補整具の  お金の  一部を  助けます。

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

詳しいこと・申請書

ダウンロードは、 

市ホームページを  

見てください。

ウィッグ（頭皮保護ネット含む）、 
乳房補整具【乳房補整パッドや  人工乳房（固定の為の  下着含む）】
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〒485-8650 愛知県小牧市堀の内三丁目1番地
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※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

新型コロナウイルスの  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、 それぞれの  問合先に  聞いて  ください。

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 きぼうさい き かんり か

●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、
　避難場所までの  安全な  行き方を  2つ以上  考えて  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！
●「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!
●「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!

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）2022年 8月 30日（火）～9月 5日（月）と　き

災害時の 避難で 知っておくべき 5つのポイント

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  お知らせを  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

フィーチャーフォン
（ガラケー）用

日頃の 備え できていますか？

新型コロナワクチン 4回目接種（注射を 打つこと）について

知
っ
て
お
く
べ
き  

５
つ
の
ポ
イ
ン
ト

新型コロナウイルス感染症が  収まらない中でも、 災害が  起きた時は、 危ない場所に  いる人は  できるだけ  避難してください。

市のホームページ

❶避難とは ［難（危険）］を ［避］けること。 安全な  場所に  いる人は、 その場所で  過ごします。 
❷避難する場所は、 小学校・中学校・公民館の他にも  あります。 安全な  親戚・友達の家に  
　避難することも  考えましょう。
❸マスク・消毒液・体温計が  足りません。 避難するときは、 マスク・消毒液・体温計を  持っていきましょう。
❹市役所が  指定する  避難場所や  避難所が、 変わったり  増えたりするかもしれません。 
　災害が  起きた時は、 市役所の  ホームページ等で  確認してください。
❺激しい雨の時は、 車の運転も  危ないです。 どうしても  車で  
　寝ないといけないときは、 車の中に  水が  入ってこないか  気をつけてください。

基礎疾患が  ある人は  申し込みをして  接種券を  
もらった後に  予約することが  できます。

対象者 ： 3回目接種から  5か月が  過ぎた人で、 
　　　      下の  どれかに  あてはまる人

❶接種日に  60歳以上の人
❷18歳以上  60歳未満で  基礎疾患が  ある人、 その他  重症化リスクが  高いと  医師から  認められた人

なお、 専用フォームによる  申し込みが  できない人は、 新型コロナワクチン接種券発行相談窓口まで  
連絡してください。➡0568-48-7311（平日：9:00～17:00） ※ポルトガル語、 スペイン語、 英語の  
通訳が  います。 ワクチン接種は  9月30日までです。 ワクチンを  打ちたい人は  早めに  接種してください。

専用フォームから  
申し込みが  できます

新型コロナワクチン電話相談窓口　TEL.0568-48-7311問合先
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