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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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※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 ●マイナンバーカードを 作りませんか？

●母子健診などの カレンダー

●成人検診の おしらせ

●健康ですか？ あなたの 「こころ」、

　あなたの 大切な人の 「こころ」

●次の 税金の 支払い期限は 9月 30日（金）です

P5

P6

●KIA 第2期 日本語教室

●KIA ハングル講座（初級）

●KIA スペイン語講座（初級）

●KIA にほんご体験隊“NAKAMA”

●外国人のための 相談窓口の おしらせ

P2

P4

P3

マイナンバーカードを 作りませんか？

問合先
といあわせさき しみん まどぐちか

市民窓口課　TEL.0568-76-1122

マイナンバーカードを  作ると  たくさんの  メリットが  あります。

ぜひ  作ってみませんか。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/onlineshinsei.html

在留手続の  オンライン申請の  詳細は  こちら

住民票や  印鑑証明書を  コンビニで  とることができます。

※マイナポイントを  もらうには  2022年 9月 30日までに  マイナンバーカードを  作って、

2023年 2月までに  マイナポイントの  申し込みをする  必要があります。

マイナポイントの  情報は  こちら

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/about/

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

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（ラピオ３階）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。 

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。

※日本語でも  相談できます

※その他の  言語も、 自動翻訳機や 

　タブレット通訳を  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

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）

KIA にほんご体験隊“NAKAMA”
勉強した  日本語を  使って、 自分で  できることを  増やそう！

メリット❶

在留手続を  オンラインで  申請できます。

メリット❷

マイナポイントを  もらうことが  できます。

メリット❸

マイナンバーカードを  作るには…

オンラインや  郵送で  申し込むことが  できます。 また、 市役所本庁舎1階や  各支所でも  申し込むことが  できます。

お金を持って、 KIAへ 来てください。9月 1日（木）～ 15日（木）

会員 100円、 会員でない人 300円

9月 17日（土） 13:00～16:00ころ

小牧市公民館4階  視聴覚室

KIA会員  または  小牧市に  住んでいる ・ 小牧市で  仕事をしている ・ 

小牧市の  学校で  勉強を  している、  中学生以上の人

▲6月の NAKAMAでは

　ドラッグ・ストアで

　買い物を しました

10人 （先に  申し込んだ  人順、 会員優先）

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

「WEB教材」や 「ひらがなしんぶん」を にほんご        読んでみよう！
 図書館を 使ってみよう！

料　金 りょうきん

受講料 じゅこうりょう

申し込み もうしこみ

申し込み もうしこみ

定　員 ていいん

お金をもって、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。

9月 1日（木）～ 9月 30日（金）

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。）

10月 1日 ～ 12月 17日 の土曜日  13:00～15:00  全部で10回

小牧市公民館4階  ローズルーム

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  勉強している人  または  KIA会員。

※スペイン語を  3ヶ月くらい  勉強したことの  ある人。

16人 （先に  申し込んだ  人順）　※申し込みが  6人より  少ないときは、 やりません。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

募集期間 ぼしゅう
きかん

募集期間 ぼしゅう
きかん

定　員 ていいん

森川 パトリシア  先生 講　師 こうし

ネイティブ講師と  異文化に触れる  レッスン  いかがですか？

KIA スペイン語講座（初級）

9:00～17:00 （12:00～13:00は お休み）

で
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外国人の人口：10,355人 / 小牧の人口：150,933人（2022年 8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

※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

北里児童館

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／北里児童館

10:00～11:15

パパママ教室

9月  6日（火）
9月13日（火）
9月20日（火）
9月27日（火）

2022年   5月   1日 ～   8日生まれ
2022年   5月   9日 ～ 16日生まれ
2022年   5月 17日 ～ 24日生まれ
2022年   5月 25日 ～ 31日生まれ

9月  2日（金）
9月  9日（金）
9月16日（金）

2021年   3月   1日 ～ 10日生まれ
2021年   3月 11日 ～ 20日生まれ
2021年   3月 21日 ～ 31日生まれ

9月  8日（木）
9月15日（木）

2020年   6月   1日 ～ 15日生まれ
2020年   6月 16日 ～ 30日生まれ

9月  7日（水）
9月14日（水）
9月28日（水）

2019年   9月   1日 ～ 10日生まれ
2019年   9月 11日 ～ 20日生まれ
2019年   9月 21日 ～ 30日生まれ

9月30日（金）

9月  7日（水）

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

10:00～11:15

10:00～11:15

10:00～11:15

9月  6日（火）
9月12日（月）
9月13日（火）
9月20日（火）
9月27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 気軽に 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

9月  2日（金）

●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／保健センターで 電話受付

●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  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 
　小牧市に 住んでいる 妊婦と その夫（妊婦のみの 参加も 可）

℡.0568-71-1183

9月  2日（金）

9月  5日（月）

9月16日（金）

味岡児童館
℡.0568-75-4999

大城児童館
℡.0568-78-0046

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（希望者のみ） 

●申し込み／各児童館

育児相談・
妊婦・産婦健康相談

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）

KIA ハングル講座（初級）

KIA 第2期 日本語教室

お金をもって  KIAへ  きてください

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

小牧市公民館4階  チェスルーム・ローズルーム

中級初中級 上級

A B C D E F G H I
クラス

先 生

時 間

曜 日

13:00～
15:00

13:00～
15:00

15:00～
17:00

15:00～
17:00

10:30～
12:30

10:30～
12:30

17:00～
19:00

8:30～
10:30

8:30～
10:30

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

9月 4日 ～ 12月 11日の  12回 （日曜日）　

※10月 16日、 10月 23日、 12月 4日は  お休み

外国人

①  9月  4日 ②  9月 11日 ③ 9月 18日 ④ 9月 25日 ⑤10月  2日 ⑥10月  9日

⑦10月 30日 ⑧11月  6日 ⑨11月 13日 ⑩11月 20日 ⑪11月 27日 ⑫12月 11日

日曜日

初級

松岡 松岡朝倉他 朝倉他松岡他 松岡他 朝倉 朝倉 朝倉

受講料じゅこうりょう

申し込み もうしこみ お金を  持って、 KIAへ  来てください。

9月 1日（木）～ 9月 20日（火）

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。）

10月 4日 ～ 12月 6日  （火曜日 10:00～12:00）  10回

小牧市公民館4F  チェスルーム

18才以上で  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  勉強している人  または  KIA会員

※ハングルを  3カ月くらい  勉強したことの  ある人

16人 （先に  申し込んだ  人順）

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

募集期間 ぼしゅう
きかん

定　員 ていいん

崔  淑京  先生講　師 こうし

もっと  ハングルを  話してみませんか？

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）

F・G…8:30～10:30 E・H…10:30～12:30 

A・B…13:00～15:00 C・D…15:00～17:00 I…17:00～19:00

※自分の  レベルに  あわせて、 クラスが  えらべます。
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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

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

 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 

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）

ヤング健診

9:00～
11:05

9月22日（木）

10月17日（月）

9月29日（木）

10月19日（水）

10月13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/回

●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 

ラピオ4階 多目的室等

胸部X線検診 10月27日（木）

10月26日（水）

９:00～
10:30

9:30～
12:00

●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　●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／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。

●内容／身体計測（身長・体重・腹囲）・ 血圧測定 ・ 尿検査 ・ 血液検査（脂質・血糖・貧血）・

　歯科衛生士による 相談 ・ 看護師による 相談 ・ 医師診察

●対象／1983年 4月 1日 ～ 1988年 4月 1日生まれの 小牧市に 住民登録が 

　ある人で、 会社などで 健診を 受けない人　●定員／60人　●料金／0円　

●申し込み／右の 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歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人　●定員／45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。

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。

乳がん・子宮がん検診以外の

がん検診等も 医療機関で 申し込むことが できます。
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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

けんしんやんぐ
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支払いは

早めに！

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。

小牧市 保健センター TEL.0568-75-6471健康相談
けんこう そうだん ほけんこまきし せ ん た ー

次の 税金の 支払い期限は 9月 30日（金）です

＊証明書について 納税証明書は  収税課（2階  ⑤）で  とることができます。

 所得課税証明書は  市民税課（2階  ③）で  とることができます。

▶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）

○国民健康保険税（第4期）　　○介護保険料（第3期）

○後期高齢者医療保険料（第2期）

○国民健康保険税（第4期）　　○介護保険料（第3期）

○後期高齢者医療保険料（第2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 ▶9月 11日（日）、 9月 25日（日）  8:30～17:15

とき ▶9月 4日（日）、 11日（日）、 18日（日）、 25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。

健康ですか？ あなたの「こころ」、あなたの 大切な人の「こころ」

こころの  ストレスチェックを  

しましょう

「よく眠れない」 「気持ちが 落ち込む」など、 こころの  ストレスを  感じていませんか。 

特に  長い休みの  あとは、 つらかったり、 すぐに  頑張れなかったり  するかもしれません。 

気持ちを  誰かに  話すことで、 つらさが  和らぐことが  あります。 

ひとりで  悩まず、 まずは  ご家族、 友達、 または  相談が  できるところで  あなたの  気持ちを  話してみてください。

パソコン・

スマートフォンで

検索してください。

こまきし  こころのたいおんけい

メンタルチェックシステム  こころの  体温計

簡単な  質問に  答えることで、 自分の  

心の  ストレスチェックが  できます。

ねこ
社会（人の集まり）の 

中での ストレス

水槽の  ヒビ
自分が 住んでいたり 

働いていたりする 

場所などでの ストレス

黒い  金魚
周りの 人との ストレス

水の  透明度
落ち込み度

本人モード  結果画面（例）

赤い  金魚
自分の 病気などの ストレス

石 その他の ストレス

方 法

こころの  ストレスを  感じたら  相談してください

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

すとれすほかいし

すとれすびょうきじぶん

あか きんぎょ

すとれす

じぶん

はたら

ばしょ

す

ひびすいそう

どこお

とうめいどみず

すとれすひとまわ

くろ きんぎょ

すとれすなか

しゃかい ひと あつ

れいがめんけっかもーどほんにん

けんさく

す ま ー と ふ ぉ ん

ぱそこん

ほう   ほう

すと れ す ちぇっ くこころ

じぶんこたしつもんかんたん

たいおんけいし す て むち ぇ っ くめ ん た る
すと れ す ちぇっ く

そうだんかんすと れ す

ひ とた い せ つけ ん こ う

はなき もそうだんともだちかぞくなや

やわはなだれき も

なが やすとく

かんすと れ すこおき もねむ

がんば

つ ぎ ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ に ち き ん

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

ほんちょうしゃしやくしょ かい

ほんちょうしゃしやくしょ かい

ぜいきん はら かた そうだん ぜいきん はら

のぞねんしねんまつ

しはら

まどぐち

にちようびまいしゅう

しやくしょ

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

ぜいきん はら

しはら

かくにんかねのこ

わほ ー む ぺ ー じあ ぷ りほうほうりよう

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

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

かいごかいご ほけんりょうほけんりょう

ほけんりょうほけんりょうこうきこうき こうれいしゃこうれいしゃ いりょういりょう

ぜいぜいこくみんこくみん けんこうけんこう ほけんほけん だいだい きき だいだい きき

だいだい きき

かいしみんぜいかしょうめいしょかぜいしょとく

かいしゅうぜいかしょうめいしょのうぜいしょうめいしょ

しはら

はや
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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

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

 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 

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）

ヤング健診

9:00～
11:05

9月22日（木）

10月17日（月）

9月29日（木）

10月19日（水）

10月13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/回

●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 

ラピオ4階 多目的室等

胸部X線検診 10月27日（木）

10月26日（水）

９:00～
10:30

9:30～
12:00

●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　●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／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。

●内容／身体計測（身長・体重・腹囲）・ 血圧測定 ・ 尿検査 ・ 血液検査（脂質・血糖・貧血）・

　歯科衛生士による 相談 ・ 看護師による 相談 ・ 医師診察

●対象／1983年 4月 1日 ～ 1988年 4月 1日生まれの 小牧市に 住民登録が 

　ある人で、 会社などで 健診を 受けない人　●定員／60人　●料金／0円　

●申し込み／右の 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歳以上の 小牧市に 住民登録の ある人　●定員／45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。

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。

乳がん・子宮がん検診以外の

がん検診等も 医療機関で 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

でんわせんたーほけん

こもうほーむぺーじこまきしこーどみぎこもう

えんりょうきんにんていいんひとうけんしんかいしゃひと

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たいしょう

しんさついしそうだんかんごしそうだんえいせいししか

ひんけつけっとうししつけんさけつえきにょうけんさけつあつそくていふくいたいじゅうしんちょうしんたいけいそくないよう

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 し

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

ひとじゅうみんとうろく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

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

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 かい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

こもうきかんいりょうけんしんなど

いがいけんしんしきゅうにゅう

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 かいていいん

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 きんがつ

ねん

にち かがつ

にちがつ

げつにちがつ

もくにちがつ

すいにちがつ

すい

などたもくてきしつかいらぴお

にちがつ

もくにちがつ

すいにちがつ

もくにちがつ

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

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

けんしんやんぐ

生活情報誌こまき
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支払いは

早めに！

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。

小牧市 保健センター TEL.0568-75-6471健康相談
けんこう そうだん ほけんこまきし せ ん た ー

次の 税金の 支払い期限は 9月 30日（金）です

＊証明書について 納税証明書は  収税課（2階  ⑤）で  とることができます。

 所得課税証明書は  市民税課（2階  ③）で  とることができます。

▶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）

○国民健康保険税（第4期）　　○介護保険料（第3期）

○後期高齢者医療保険料（第2期）

○国民健康保険税（第4期）　　○介護保険料（第3期）

○後期高齢者医療保険料（第2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 ▶9月 11日（日）、 9月 25日（日）  8:30～17:15

とき ▶9月 4日（日）、 11日（日）、 18日（日）、 25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。

健康ですか？ あなたの「こころ」、あなたの 大切な人の「こころ」

こころの  ストレスチェックを  

しましょう

「よく眠れない」 「気持ちが 落ち込む」など、 こころの  ストレスを  感じていませんか。 

特に  長い休みの  あとは、 つらかったり、 すぐに  頑張れなかったり  するかもしれません。 

気持ちを  誰かに  話すことで、 つらさが  和らぐことが  あります。 

ひとりで  悩まず、 まずは  ご家族、 友達、 または  相談が  できるところで  あなたの  気持ちを  話してみてください。

パソコン・

スマートフォンで

検索してください。

こまきし  こころのたいおんけい

メンタルチェックシステム  こころの  体温計

簡単な  質問に  答えることで、 自分の  

心の  ストレスチェックが  できます。

ねこ
社会（人の集まり）の 

中での ストレス

水槽の  ヒビ
自分が 住んでいたり 

働いていたりする 

場所などでの ストレス

黒い  金魚
周りの 人との ストレス

水の  透明度
落ち込み度

本人モード  結果画面（例）

赤い  金魚
自分の 病気などの ストレス

石 その他の ストレス

方 法

こころの  ストレスを  感じたら  相談してください

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

すとれすほかいし

すとれすびょうきじぶん

あか きんぎょ

すとれす

じぶん

はたら

ばしょ

す

ひびすいそう

どこお

とうめいどみず

すとれすひとまわ

くろ きんぎょ

すとれすなか

しゃかい ひと あつ

れいがめんけっかもーどほんにん

けんさく

す ま ー と ふ ぉ ん

ぱそこん

ほう   ほう

すと れ す ちぇっ くこころ

じぶんこたしつもんかんたん

たいおんけいし す て むち ぇ っ くめ ん た る
すと れ す ちぇっ く

そうだんかんすと れ す

ひ とた い せ つけ ん こ う

はなき もそうだんともだちかぞくなや

やわはなだれき も

なが やすとく

かんすと れ すこおき もねむ

がんば

つ ぎ ぜ い き ん し は ら き げ ん が つ に ち き ん

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

ほんちょうしゃしやくしょ かい

ほんちょうしゃしやくしょ かい

ぜいきん はら かた そうだん ぜいきん はら

のぞねんしねんまつ

しはら

まどぐち

にちようびまいしゅう

しやくしょ

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

ぜいきん はら

しはら

かくにんかねのこ

わほ ー む ぺ ー じあ ぷ りほうほうりよう

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

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

かいごかいご ほけんりょうほけんりょう

ほけんりょうほけんりょうこうきこうき こうれいしゃこうれいしゃ いりょういりょう

ぜいぜいこくみんこくみん けんこうけんこう ほけんほけん だいだい きき だいだい きき

だいだい きき

かいしみんぜいかしょうめいしょかぜいしょとく

かいしゅうぜいかしょうめいしょのうぜいしょうめいしょ

しはら

はや



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

※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

北里児童館

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／北里児童館

10:00～11:15

パパママ教室

9月  6日（火）
9月13日（火）
9月20日（火）
9月27日（火）

2022年   5月   1日 ～   8日生まれ
2022年   5月   9日 ～ 16日生まれ
2022年   5月 17日 ～ 24日生まれ
2022年   5月 25日 ～ 31日生まれ

9月  2日（金）
9月  9日（金）
9月16日（金）

2021年   3月   1日 ～ 10日生まれ
2021年   3月 11日 ～ 20日生まれ
2021年   3月 21日 ～ 31日生まれ

9月  8日（木）
9月15日（木）

2020年   6月   1日 ～ 15日生まれ
2020年   6月 16日 ～ 30日生まれ

9月  7日（水）
9月14日（水）
9月28日（水）

2019年   9月   1日 ～ 10日生まれ
2019年   9月 11日 ～ 20日生まれ
2019年   9月 21日 ～ 30日生まれ

9月30日（金）

9月  7日（水）

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

10:00～11:15

10:00～11:15

10:00～11:15

9月  6日（火）
9月12日（月）
9月13日（火）
9月20日（火）
9月27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 気軽に 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

9月  2日（金）

●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／保健センターで 電話受付

●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  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 
　小牧市に 住んでいる 妊婦と その夫（妊婦のみの 参加も 可）

℡.0568-71-1183

9月  2日（金）

9月  5日（月）

9月16日（金）

味岡児童館
℡.0568-75-4999

大城児童館
℡.0568-78-0046

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（希望者のみ） 

●申し込み／各児童館

育児相談・
妊婦・産婦健康相談

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）

KIA ハングル講座（初級）

KIA 第2期 日本語教室

お金をもって  KIAへ  きてください

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

小牧市公民館4階  チェスルーム・ローズルーム

中級初中級 上級

A B C D E F G H I
クラス

先 生

時 間

曜 日

13:00～
15:00

13:00～
15:00

15:00～
17:00

15:00～
17:00

10:30～
12:30

10:30～
12:30

17:00～
19:00

8:30～
10:30

8:30～
10:30

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

料　金 りょうきん

申し込み もうしこみ

9月 4日 ～ 12月 11日の  12回 （日曜日）　

※10月 16日、 10月 23日、 12月 4日は  お休み

外国人

①  9月  4日 ②  9月 11日 ③ 9月 18日 ④ 9月 25日 ⑤10月  2日 ⑥10月  9日

⑦10月 30日 ⑧11月  6日 ⑨11月 13日 ⑩11月 20日 ⑪11月 27日 ⑫12月 11日

日曜日

初級

松岡 松岡朝倉他 朝倉他松岡他 松岡他 朝倉 朝倉 朝倉

受講料じゅこうりょう

申し込み もうしこみ お金を  持って、 KIAへ  来てください。

9月 1日（木）～ 9月 20日（火）

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。）

10月 4日 ～ 12月 6日  （火曜日 10:00～12:00）  10回

小牧市公民館4F  チェスルーム

18才以上で  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  勉強している人  または  KIA会員

※ハングルを  3カ月くらい  勉強したことの  ある人

16人 （先に  申し込んだ  人順）

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

募集期間 ぼしゅう
きかん

定　員 ていいん

崔  淑京  先生講　師 こうし

もっと  ハングルを  話してみませんか？

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）

F・G…8:30～10:30 E・H…10:30～12:30 

A・B…13:00～15:00 C・D…15:00～17:00 I…17:00～19:00

※自分の  レベルに  あわせて、 クラスが  えらべます。

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

きん

すい

せんたー

きたさと じどうかん

きたさと じどうかん

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

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 うけつけでんわ

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
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ほうかつしえん せんたー

こ そだ せだい
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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

そうだんしんぱいごとふあん 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
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じどうかんしないこまき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
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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

すこまきし

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 か

げつ

きん

そうだんけんこうさんぷにんぷ

そうだんいくじ

きぼうしゃにょうけんさけつあつそくていしんたいけいそく

もう こ かく じどうかん

そうだんしんぱいふあんいくじないよう

あじおか じどうかん

きたさと じどうかん

きん じどうかんおおしろ

にちがつ にちがつ にちがつ にちがつ にちがつ にちがつ

にちがつ にちがつ にちがつ にちがつ にちがつ にちがつ

に ほ ん ご

えんえんえんくらす くらす くらすだいてきすと

がいこくじん

ねんかいひ えんえん ひとくらすじゅぎょうりょう かいいん

かね

こまきし こうみんかん かい ちぇす るーむ るーむろーず

かい にちようび

がつ にち がつ にち がつ にち やす

にちがつ にちがつ

あさくら ほか あさくら ほかまつおか ほか まつおか まつおか まつおかほか あさくらあさくらあさくら

にちようび

じょうきゅうちゅうきゅうしょちゅうきゅうしょきゅう

せんせい

じかん

ようび

くらす

くらすじぶん れべる

き ょ う し つきだ い

かね も き

ちぇ すっきょん せんせい

かもく にちがつにちがつ

にちがつ にちがつ かようび かい

えん かね はいひとかいいん てきすとえんかいいん

ひとじゅんこもうさきにん

いじょうさい す ひとこまきし しごと ひとこまきし

かげつは ん ぐる べんきょう ひと

ひとこまきし がっこう べんきょう かいいん

し ょ き ゅ う

はなは ん ぐ る

こうみんかんこまきし る ー むちぇす

は ん ぐ る こ う ざ

しょきゅう

ちゅうきゅう じょうきゅう

しょちゅうきゅう ひと

ひと ひと



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 ●マイナンバーカードを 作りませんか？

●母子健診などの カレンダー

●成人検診の おしらせ

●健康ですか？ あなたの 「こころ」、

　あなたの 大切な人の 「こころ」

●次の 税金の 支払い期限は 9月 30日（金）です

P5

P6

●KIA 第2期 日本語教室

●KIA ハングル講座（初級）

●KIA スペイン語講座（初級）

●KIA にほんご体験隊“NAKAMA”

●外国人のための 相談窓口の おしらせ

P2

P4

P3

マイナンバーカードを 作りませんか？

問合先
といあわせさき しみん まどぐちか

市民窓口課　TEL.0568-76-1122

マイナンバーカードを  作ると  たくさんの  メリットが  あります。

ぜひ  作ってみませんか。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/onlineshinsei.html

在留手続の  オンライン申請の  詳細は  こちら

住民票や  印鑑証明書を  コンビニで  とることができます。

※マイナポイントを  もらうには  2022年 9月 30日までに  マイナンバーカードを  作って、

2023年 2月までに  マイナポイントの  申し込みをする  必要があります。

マイナポイントの  情報は  こちら

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/about/

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

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（ラピオ３階）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。 

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。

※日本語でも  相談できます

※その他の  言語も、 自動翻訳機や 

　タブレット通訳を  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

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）

KIA にほんご体験隊“NAKAMA”
勉強した  日本語を  使って、 自分で  できることを  増やそう！

メリット❶

在留手続を  オンラインで  申請できます。

メリット❷

マイナポイントを  もらうことが  できます。

メリット❸

マイナンバーカードを  作るには…

オンラインや  郵送で  申し込むことが  できます。 また、 市役所本庁舎1階や  各支所でも  申し込むことが  できます。

お金を持って、 KIAへ 来てください。9月 1日（木）～ 15日（木）

会員 100円、 会員でない人 300円

9月 17日（土） 13:00～16:00ころ

小牧市公民館4階  視聴覚室

KIA会員  または  小牧市に  住んでいる ・ 小牧市で  仕事をしている ・ 

小牧市の  学校で  勉強を  している、  中学生以上の人

▲6月の NAKAMAでは

　ドラッグ・ストアで

　買い物を しました

10人 （先に  申し込んだ  人順、 会員優先）

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

「WEB教材」や 「ひらがなしんぶん」を にほんご        読んでみよう！
 図書館を 使ってみよう！

料　金 りょうきん

受講料 じゅこうりょう

申し込み もうしこみ

申し込み もうしこみ

定　員 ていいん

お金をもって、 小牧市国際交流協会（KIA）へ  来てください。

9月 1日（木）～ 9月 30日（金）

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。）

10月 1日 ～ 12月 17日 の土曜日  13:00～15:00  全部で10回

小牧市公民館4階  ローズルーム

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  勉強している人  または  KIA会員。

※スペイン語を  3ヶ月くらい  勉強したことの  ある人。

16人 （先に  申し込んだ  人順）　※申し込みが  6人より  少ないときは、 やりません。

日　時 にちじ

場　所 ばしょ

対　象 たいしょう

募集期間 ぼしゅう
きかん

募集期間 ぼしゅう
きかん

定　員 ていいん

森川 パトリシア  先生 講　師 こうし

ネイティブ講師と  異文化に触れる  レッスン  いかがですか？

KIA スペイン語講座（初級）

9:00～17:00 （12:00～13:00は お休み）

で

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

きんにちがつきげんしはらぜいきんつぎ

たいけんたい

がいこくじん そうだん まどぐち

か れ ん だ ーけんしんぼし

けんしんせいじん

ひとたいせつ

けんこう

きょうしつ

は ん ぐる

ご

こうざ しょきゅう

すぺ い ん こうざ しょきゅう

き に ほ ん ごだいつくか ー どま い な ん ばー

つ くか ー どま い な ん ば ー

が い こ く じ ん そ う だ ん ま ど ぐ ち

きんげつご ご えいごぽ る と が る す ぺ い ん

こまき しやくしょ ほんちょうしゃ かい たぶんか きょうせい すいしんしつ

やす

にほんご そうだん

ほか げんご じどう ほんやくき

つかつうやくた ぶ れっ と はな

しょくいんはな

ご

こそだ せだい ほうかつ しえん せ ん た ー

ぽ る と が るそうむかふくしごぽ る と が る

ごかいらぴお 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

かね

せんせいもりかわ ぱ とりし あ

きんにちがつもくにちがつ

にちがつ にちがつ どようび ぜんぶ かい

えん かね はいひとかいいん て き すとえんかいいん

ひとじゅんこもう こ すくもうさきにん にん

いじょうさい す ひとこまきし

こまきし こくさい こうりゅうきょうかい き

しごと ひとこまきし

かげつすぺ い ん ご べんきょう ひと

ひとこまきし がっこう べんきょう かいいん

こうみんかんこまきし かい るーむろーず

す ぺ い ん こ う ざご し ょ き ゅ う

ね い てぃ ぶ れっすんふこ う し い ぶ ん か

どにちがつ

きょうざい よ

としょかん つか

かね も きにちもく もくにちがつ

えんひとえんかいいん かいいんひとじゅん かいいん ゆうせんこもうさきにん

いじょう

かいいん す

ちゅうがくせい

こまきし しごと

がつ

すとあどらっぐ

か もの
こまきし

ひとこまきし がっこう べんきょう

こうみんかん かい しちょうかくしつこまきし

た い け ん た い

べんきょう にほんご つか ふじぶん

こもうししょかくかいほんちょうしゃしやくしょこもう

きといあわせさきくわ

かぎょうじふせひろびょうきう い るすころ なしんがた

ゆうそうお ん ら い ん

つくかーどま い な ん ばー

じょうほうま い な ぽ い ん と

ひつようこもうま い な ぽ い ん とがつねん

つくか ー どま い な ん ばーにちがつねんま い な ぽ い ん と

ま い な ぽ い ん と

しょうさいしんせいお ん ら い んてつづきざいりゅう

しんせいお ん ら い んてつづきざいりゅう

こ ん び にしょうめいしょいんかんじゅうみんひょうめりっと

めりっと

めりっと

つく

めりっとつくか ー どま い な ん ばー
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外国人の人口：10,355人 / 小牧の人口：150,933人（2022年 8月 1日現在）


