
くらしの掲示板 ※料金の記載がないものは無料　
　申込みの記載がないものは事前申込不要
※都合により、内容などが変更になる場合があります

イベント等の実施にあたっては、次に掲げる新型コロナウイルス感染拡大防止措置等を講じます。（一例）イベント等の実施にあたっては、次に掲げる新型コロナウイルス感染拡大防止措置等を講じます。（一例）
・一部の施設では、利用人数などの制限を実施する・一部の施設では、利用人数などの制限を実施する
・手洗いの徹底、手指消毒の徹底を呼び掛ける・手洗いの徹底、手指消毒の徹底を呼び掛ける
・運動中を除き、原則、マスクの着用をお願いする・運動中を除き、原則、マスクの着用をお願いする
・・屋内施設では、定期的に換気を屋内施設では、定期的に換気を実施する実施する
・・万が一、感染者が確認された時に備え万が一、感染者が確認された時に備え、、一部の施設に一部の施設においておいて、、利用者に利用者名簿への記入をお願いする利用者に利用者名簿への記入をお願いする
※詳細は各問合せ先にご確認ください。※詳細は各問合せ先にご確認ください。

こども
パパとママの子育て講座

タッチケア
ベビーマッサージで赤ちゃんとの

スキンシップを楽しみましょう。
とき　4月21日㈬午後１時１５分～
2時 30分
ところ　ラピオ３階クラブ室
対象 市内在住で生後２～６カ月の
お子さんと保護者（初回の方優先）

※ 兄弟での参加はできません。
定員　12組（申込先着順）
持ち物　バスタオル１枚
申込み　4月1日㈭から、電話また
は直接窓口

子育て世代包括支援センターす
くすくパオーンルーム（子育て
支援室）（☎ 41‐3223）

①はじめてリトミック
②うきうきリトミック
内容　親子で音楽に触れて遊びま
しょう♪
とき　4月24日㈯
    ①午前１0時～１0時４0分
    ②午前１1時～１1時４0分
ところ　ラピオ3階 クラブ室 1
対象 市内在住で、① 1歳 6カ月～
2 歳 3カ月児と保護者② 2歳児
以上（年少前）と保護者
定員　どちらも12組（申込先着順）
申込み　4 月 10 日㈯午前１０時～
こまきこども未来館

親子リトミック
①キッズ英語１期
②英語でリトミック１期
内容　うたって♪あそんで、英語に
触れよう!
とき　4月 10 日、5 月 8日、6 月
12日㈯
    ①午前１０時～１０時４０分
    ②午前１１時～１１時４０分
ところ　ラピオ3階 クラブ室 1
対象　①市内在住の 4 歳（年中）
から就学前の子と保護者②市内在
住の 2～ 3 歳（年少前）の子と
保護者

※どちらも3回とも受講できること
定員　どちらも12組（申込先着順）
申込み　4 月 1 日㈭午前 10 時～
こまきこども未来館

キッズ英語・英語でリトミック

こまきこども未来館 児遊ひろば（☎ 75‐3817）

地域の未就園児の安心できる遊び
場・ふれあいの場として、月に２回、
保育園と第一幼稚園の園庭を開放して
います。子育ての相談にも応じていま
すので、どうぞお気軽にお越しくださ
い。
とき　毎月第２・３火曜日午前10時～
11時30分（雨天中止）

※ ４月は第４火曜日のみ
ところ　全保育園、第一幼稚園
対象　未就園児とその保護者
※ 事前申込み不要

注意事項
● 所定の場所で名簿、名札に記名し、
名札をつけて遊んでください。

● 園内での事故については責任を負
いかねます。お子さんの安全のた
め見守りをお願いします。

● 駐車場がありませんので、車での
来園はご遠慮ください。

● 園舎内には入れま
せん。

● プール遊びはあり
ません。

幼児教育・保育課（☎ 76‐1130）

保育園・第一幼稚園の園庭開放
撮影にご協力ください撮影にご協力ください
イベント会場などで、市の職員が
写真や映像を撮影していることがあ
ります。
目印は、オレンジ色オレンジ色の腕章です。
撮影した写真・映像は、広報の紙
面や SNS、YouTube などで使用す
る場合があります。
なお、掲載された写真がご入り
用の方は、広報広聴課（☎ 76‐
1101）へご連絡ください。
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こども
図書館 4月のおはなし会

図書館（☎ 73‐9951）

えほん図書館（ラピオ４階）
おはなしの部屋－みるみる－

読み手 と　き 対　象

図書館職員  5 日、12日、
26日㈪

11:00
～
11:20

2 ～３歳くらい

読み聞かせグループ
「もこもこ」

 7 日、14日、
21日、28日㈬

11:00
～
11:20

2 ～３歳くらい

読み聞かせグループ
「はじまりはじまり」

 3 日、10日、
17日㈯

13:30
～
13:50

２～６歳くらい

東部市民センター 図書室
児童コーナー

読み手 と　き 対　象

読み聞かせグループ
「おはなしこいこい！」

３日㈯、10日㈯、
14日㈬、17日㈯、
21日㈬、24日㈯

11:00
～
11:20

２歳くらい～

中央図書館１階
おはなしの部屋

読み手 と　き 対　象

読み聞かせグループ
「おはなしの森」

 3 日㈯、10日㈯、
11日㈰、17日㈯、
18日㈰、24日㈯、

25日㈰

14:30
～
14:50

２歳くらい～

読み聞かせグループ
「おひさまスマイル」 11 日、25日㈰

11:00
～
11:20

２～ 6歳くらい

スポーツ
親子ふれあい体操教室（前期）

文化・スポーツ課（〒485‐8650住所不要 ☎ 76‐1166）

内容 リズム遊び、エアロビクスなど
とき　５月１１日～７月２０日の毎週火曜日
午前10時～11時30分（全10回）

※ ６月1日は除く。
ところ　パークアリーナ小牧 サブア
リーナ
対象 市内在住・在勤の保護者とよち
よち歩きができる子から４歳未満児

※ １組で子ども２人以上でも可
※ 障がいを持つ子どもの参加も可
定員　20組
※ 申込者多数の場合は、受講歴のない
方を優先して抽選

料金　１組１，５５０円
申込み　４月1日㈭～13日㈫（必着）
までに、申込みフォーム（QR コード
より）で必要事項を入力し申込み、
もしくは往復はがきに教室名を朱記
し、郵便番号・住所・参加者（保護者・
子ども）の氏名（ふりがな）・子ども
の性別・子どもの年齢・電話番号・メー
ルアドレス・受講歴の有無を記入し
郵送で文化・スポーツ課

※ 市外在住で市内在勤の方は会社名も
記入してください。

※ 申込フォームより申し込みの方は、   抽

選結果をメールにて返送します。
※ 申込書へ記載されたメールアドレス
は、受講決定された教室の休講情報
等の配信に使用します。

※ 自然災害等でやむを得ず教室が休講
となった場合は、８月３日㈫に振替えし
ます。

　申込みフォーム▶

令和３年度第２回スイムレッスン

スポーツ協会（☎ 73‐3330）

水泳の基礎泳法技術の習得と全身
運動による基礎体力づくりを図ります。
とき ５月11日～６月２日までの毎週火・
水曜日 午前９時～10時30分（全８回）
ところ　温水プール
対象　健康な方（クロール、バタフラ
イ、背泳ぎ、平泳ぎ、４泳法の初心
者の方）
定員　20人（申込先着順）
料金　3,800円（傷害保険料含む）

※ 事前説明会で支払い
申込み　４月２日㈮から18日㈰まで
に、所定の用紙に必要事項を記入
し、直接スポーツ協会（パークアリー
ナ小牧内）、または協会ホームペー
ジ（ＱＲコード）より申込み（郵送・
メール・FAX不可）。
　　申込用紙は、スポーツ協会、市
内の主な公共施設に用意してあり
ます。

■事前説明会
とき　5月7日㈮午前９時 45分～
ところ　温水プールミーティング
ルーム
主催　小牧水泳連盟

　　　
　　　 スポーツ協会ホームページ▲

②参加条件
 ・2 歳以上（マスク着用できる方）
 ・決められた場所に座れる方（ご無理な
　場合は、保護者の方がだっこしてお座
　りください）

①定員　10人（当日先着順）
※東部市民センター児童コーナーは 3人
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第 28回ナイター陸上記録会
種目
▶高校・一般　100m走、3,000m
走、400mリレー、走り高跳び、
走り幅跳び、砲丸投げ
▶中学生　100m走、1,500m走、
400mリレー、走り高跳び、走り
幅跳び、砲丸投げ
▶小学１～３年生　50m走、走り
幅跳び
▶小学４～６年生  100m走、1,000m
走、400mリレー 、走り高跳び、走
り幅跳び、ジャベリックスロー
とき　５月 22 日㈯午後 6 時～
（午後５時 50分受付完了）
※ 予備日なし
ところ　南スポーツセンター グラウ
ンド
料金
▶小・中学生　１種目200円、リレー
１チーム400円
▶高校・一般　１種目300円、リレー
１チーム500円
申込み　４月30日㈮（必着）までに、
一覧表と個票（一覧表・個票は、
男子は黒字、女子は赤字で記入）、
料金を郵送または直接陸上競技
協会

※ 郵送の場合は、現金書留または郵便
小為替を添えて申込み（受取人氏名
は空欄にしておく）

※ 小・中学生の個人申込みの場合、申
込み責任者は保護者

※ 所定の用紙はスポーツ協会、文化・
スポーツ課にあります。

※ 当日申込みは受け付けません。
※グランドコンディション不良による記
録会中止の場合は、参加料の返金を
５月24日㈪～28㈮に行います。

陸上競技協会 野田（〒485‐
0031若草町８２ 小牧南小学校内 
☎72‐2210、080‐3684‐8344）

※土・日、祝日は除く

スポーツ
ぴーちテニススクール（硬式テニス）４月５日㈪～９月 30日㈭

※市外の方でも可　
※中学生以下は参加できません
定員　各回 12人（申込先着順）　　料金　800円
持ち物　運動のできる服装、室内用運動シューズ、硬式テニスラケット、
　タオル、水分補給用飲料水
申込み　受講希望日７日前のレッスン開始 15分前から、レッスン当日の開始
30分前までに直接まなび創造館スポーツ広場

※ ９時 50分開始のレッスンのみ当日予約はできません。
※ 当日キャンセルの方は、翌週（次回）の同時間帯レッスンの予約（受講）ができ
ません。必ず前日（休館日翌日のレッスンは休館日前日）までにご連絡ください。

※ ぴーちテニススクールは、個々の能力や経験などにより皆さんがクラスを選ぶ
システムです。レッスンの概要（まなび創造館スポーツ広場に用意）を確認し、
適切なクラスに参加してください。

※ 休館日に注意してご利用ください。

レッスン時間 当日受付
開始時間 日 月 火 水 木 金 土

9:50 ～ 11:20   9:35 中級※１

11:45～13:15 11:30 初心※１ 中級※１
初心※2

初級※2

13:20～14:50 13:05 中級※１ 初級※１

16:00～17:30 15:45 初級※１

17:45～19:15 17:30 上級※１

18:15～19:45 18:00
初心※2 初心※2

中級※2 中級※2

19:50～21:20 19:35 初級※１ 中級※１ 初級※１

※プログラムは変更する場合があります。
※イベント、展示会等の開催時は行わない場合があります。

内容・とき　　　　　　　　　　　　 　　　　※１　12人でコート２面使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※２　12人でコート１面使用

初 心 初めてテニスをする方や基礎から練習したい方

初 級 基本技術（ストローク、ボレー、スマッシュ、サービスなど）を身につけたい方

中 級 基本技術をより正確にし、ゲームに必要な動きや技術を向上させたい方

上 級 さらに技術向上を目指したい方、ゲームに勝つための戦術を身につけたい方

まなび創造館スポーツ広場（☎ 71‐9844）

ところ　まなび創造館スポーツ広場アリーナ１　
対象　高校生以上
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※料金の記載がないものは無料　申込みの記載がないものは事前申込不要

スポーツ
まなび創造館スポーツ広場スタジオプログラム　４月 1日㈭～ 9月 30日㈭

ところ　まなび創造館スポーツ広場
フィットネススタジオ
対象　中学生以上　※市外の方も可
定員　各 20人（当日先着順）
料金　１プログラム530円
※ 中高生は270 円（生徒手帳をお持
ちください）

※ まなび創造館、パークアリーナの定期
券、回数券も利用可。また、身体障
害者手帳・療育手帳等の交付を受け
ている方は、手帳提示による割引制度
あり。
申込み　開始の１時間前（午前 10時
開始の回は30分前）から直接ス
ポーツ広場フロント

※ フラダンスの受付開始は30分前
持ち物　運動のできる服装、室内用
運動シューズ、タオル、水分補給
用飲料水

※ プログラムは変更する場合あり。ま
た、イベント等の開催時は行わない
場合あり。

初心者～すべての方　★初級者　★★初中級者　★★★中上級者
室内用運動シューズがなくても参加できます。

プログラム名 対象 内容
はじめてエアロ はじめてエアロビクスをやってみようという方はまずこのクラスから始めてみましょう。

かんたんエアロ ★ 基本的なステップを中心としたエアロビクスの初級クラスです。

脂肪燃焼エアロ ★★ 中程度の強度で行う、脂肪燃焼を第一の目的としたクラスです。

エンジョイエアロ ★★★ バリエーション豊かなステップでしっかり動きたい方向けの中上級クラスです。

ZUMBA ★ ラテン系の音楽をベースに様々なダンスステップを楽しみましょう。
入門ステップ ステップ台を使用したプログラムで、下半身の筋力向上やシェイプアップに効果があります。ステップ ★★★
ボクシング
エクササイズ ★★ 多数のパンチを組み合わせたバリエーション豊かなボクシングエクササイズです。

かんたん
ストリートダンス ★ ヒップホップダンスを中心としたダンス初級クラスです。

気功 中国伝統の養生法を中医学に基づいて再編した健康法で、身体の免疫力向上に効果があると言
われています。

太極拳 中国の太極思想を取り入れた拳法で、ゆったりとした動きと呼吸法は下肢の筋力と
血液循環を高めます。

フラダンス ハワイアン音楽に合わせ、フラダンスの基本的なステップや振りを学びましょう。

コアシェイプ 体幹部（コア）を中心に体をリズミカルに動かすことでお腹周りや全身のシェイプアップ
に効果があります。

骨盤 INNNER
ダイエット 骨盤のインナーマッスルをトレーニングすることで血行改善やダイエット効果が期待できます。

やさしい
ピラティス 体幹部を中心にインナーマッスルを鍛えることでしなやかで丈夫な身体作りを目指します。

リラックスヨガ 呼吸法に基づいて身体を伸ばし、心と身体のバランスを整えます。

ヨガ＆ピラティス 体幹部分のエクササイズと呼吸法により、美しい身体づくりを目指します。

パワーヨガ ゆっくりとした呼吸法と共にヨガ動作を繰り返すことで柔軟性と全身の筋力向上を図ります。

まなび創造館スポーツ広場（☎ 71‐9844）

とき 受付
開始時間 日 月 火 水 木 金 土

10:00
～
11:00

9:30
ボクシング
エクササイズ
★★

リラックス
ヨガ

リラックス
ヨガ

はじめて
エアロ

かんたん
エアロ
★

パワー
ヨガ

11:15
～
12:15

10:15
脂肪燃焼
エアロ
★★

気功
11:45～12:45
受付 10:45

かんたん
ストリートダンス
★

13:45
～
14:45

12:45
エンジョイ
エアロ
★★★

かんたん
エアロ
★

太極拳 ZUMBA
★

かんたん
エアロ
★

脂肪燃焼
エアロ
★★

はじめて
エアロ

15:30
～
16:30

14:30
コア
シェイプ

骨盤INNER
ダイエット

ヨガ＆
ピラティス

フラダンス
15:00～16:00
受付 14:30

18:45
～
19:45

17:45
入門
ステップ

パワー
ヨガ

やさしい
ピラティス ZUMBA

★

20:00
～
21:00

19:00
脂肪燃焼
エアロ
★★

エンジョイ
エアロ
★★★

ステップ
★★★

リラックス
ヨガ

かんたん
エアロ
★
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福祉映画を鑑賞する会
内容　『岸辺の旅』（主演：深津 
絵里）
とき ４月11日㈰午後１時30分～
ところ　ふれあいセンター３階
大会議室
対象　市内在住の方
定員　50人
申込み　4 月 1 日㈭ 10 時～
ふれあいセンター窓口にて事
前に整理券を配布（先着順）

※整理券のない方は入場できません。

社会福祉協議会（☎ 65‐7051）

骨髄提供者等助成事業
骨髄提供者および提供者が勤
務する事業所に対して、経済的支
援により、提供者等の負担を軽減
します。
助成対象となる医療行為
  （公財）日本骨髄バンクを通じて
骨髄提供に関わる次の医療行為
①健康診断
②自己血貯血
③骨髄・末梢血幹細胞の採取
④その他（公財）日本骨髄バンク
　が必要と認める医療行為
対象者
①骨髄・末梢血幹細胞提供日にお
いて市内に住所を有し、かつ、
居住をし、（公財）日本骨髄バン
クを通じて骨髄等を提供した者
②骨髄提供者が勤務している国内
の事業所（個人事業主、官公庁
等を除く）
補助期間・補助金額
①骨髄提供者　１日につき２万円
（上限７日まで）
②事業所　１日につき１万円
（上限７日まで）
申込み　骨髄等提供が完了した
日から起算して１年以内に保健
センター（事前に必ず連絡）

※ 市内に転入された場合は、転入日
以降の医療行為が補助の対象とな
ります。市外へ転出予定の方は、
転出の前日までの補助となりますの
で、転出前に申請してください。

保健センター（☎ 75‐6471）

障がい者の方への手当
障がいのある方の福祉の向上を図

るため、次のような手当があります。
■特別障害者手当
対象　20歳以上で精神または身
体に著しく重度の障がいがある
ため日常生活において常時特
別の介護を必要とする方
※3カ月以上の長期入院者を除く。

■障害児福祉手当
対象　20歳未満で精神または身体
に重度の障がいがあるため日常生
活において常時介護が必要な方

■在宅重度障害者手当
対象 身体障害者手帳１級・２級
の方、療育手帳A判定（IQ35
以下）の方、身体障害者手帳
３級かつ療育手帳B判定（IQ50
以下）の方
※ 特別障害者手当 ･障害児福祉手
当受給者、３カ月以上の長期入院
者、65歳以上で手帳を初回交付
された方を除く。

■心身障害者扶助料
対象　身体障害者手帳、療育手
帳、精神障害者保健福祉手帳
をお持ちの方
※ 公的年金受給者を除く。

■特別児童扶養手当
対象　身体障害者手帳１～３級
（４級の一部を含む）、療育手
帳 A～ B 判定程度の障がい
のある20 歳未満の児童を育
てている方

※ すべての手当に所得制限があり、
施設入所者は手当の対象から除き
ます。
※ 手当の認定には診断書が必要とな
る場合があります。また、戸籍謄
本の写しや預金通帳など手当に
よって必要書類が異なりますので、
あらかじめお問い合わせください。

▶各手当を受給されている方
住所、氏名、振込先などに変更が
生じたときや受給資格が喪失したと
きは、すみやかに届け出てください。
届出が遅れると振込みが遅延したり
返金が生じる場合がございます。

障がい福祉課（☎７６‐１１２７）

福祉・健康
いきいきシルバースポーツ学級
ニュースポーツ等の実技および
健康に関する講義を通して、高齢
期の体力維持と健康増進を図りま
す。
日時　５月20日㈭、６月3日㈭、
17日㈭、７月1日㈭、15日㈭、
8 月 5 日 ㈭、9 月 2 日 ㈭、
16 日 ㈭、10 月 7 日 ㈭、
19 日 ㈫、11 月 5 日 ㈮、
18日㈭、12月 2日㈭　午後
１時３０分～３時３０分（全13回）
※一部時間が異なります。
ところ　パークアリーナ小牧 サ
ブアリーナ
※一部場所が異なります。
対象　市内在住または在勤の
60 歳以上の健康で軽い運動
ができる方
定員　40 人
※申し込み多数の場合は、受講歴の
ない方を優先して抽選
料金　1,500 円
申込み　４月２３日㈮（必着）ま
　でに下記のいずれかの方法で
　申し込み
・ 申込フォーム（QRコード）に
入力

・ 往復はがきに必要事項を記載 
し、郵送で文化・スポーツ課

・ 必要事項を記載した紙と返信用
はがきを持参し、直接文化・
スポーツ課
 【必要事項】
　「いきいきシルバースポーツ学
級」と朱書きし①郵便番号
②住所③氏名（ふりがな）
④性別⑤生年月日⑥年齢⑦電
話番号⑧勤務先（市外在住で
市内在勤の方のみ）⑨受講歴
の有無

文化・スポーツ課（〒485‐
8650住所不要 ☎ 76‐1166）

▲申込フォーム
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※料金の記載がないものは無料　申込みの記載がないものは事前申込不要

募　集

■管理栄養士 ･育休代替
内容　成人保健・母子保健に関する
こと（栄養相談、健康教育、ボラ
ンティア育成等）
対象　管理栄養士免許、普通自動車
運転免許所有者
雇用期間　5月1日～12月28日

■歯科衛生士
内容　歯科衛生士業務（乳幼児歯科
健診、歯科健康教育、歯科相談等）
対象　歯科衛生士免許、普通自動車
運転免許所有者
雇用期間
　5月1日～令和 4年 3月31日

●共通事項
勤務時間 原則月曜日から金曜日
（週５日勤務）午前８時３０分～
午後４時または午前９時～午後
４時３０分（実働６．５時間勤務）
勤務地　 保健センター
募集人数　各 1人

時給　1,273 円
※給与改定により金額は変更となる場
合があります。
※通勤手当は、距離・方法に応じて支
給されます。

※期末手当は支給されます。
面接日　４月19日㈪
※詳しくは後日連絡します。
応募方法　4 月 1 日㈭～ 14 日㈬
（土曜日・日曜日・祝日を除く） 
午前 ８ 時 ３０ 分～午後 ５ 時 １５ 分
までに直接保健センター

※郵送する場合には、4月 12日㈪の
消印のものまで受理
※職員用の駐車場はありません。自家
用車で通勤する場合はご自身で駐車
場を確保してください。

管理栄養士 ･歯科衛生士（会計年度任用職員）

保健センター（〒485‐0044  常普請1‐318  ☎ 75‐6471）

こまき環境市民会議は、市民・市
民団体・事業者・市が協働し、持続
可能な社会の実現のためさまざまな
環境活動をしています。環境に興味
がある方、小牧の環境を守るために
何か行動したい方、私たちと一緒に
活動しませんか？
活動内容　こまき環境市民会議のメ
ンバーで環境イベントや事業につ
いて話し合い、具体的な内容を決
めています。
主な活動 環境フェアの開催、環境
に関する広報紙の発行、環境映画
鑑賞会の開催　など

▲環境イベント（マイバッグづくり）
　の様子

こまき環境市民会議メンバー

こまき環境市民会議事務局
（環境対策課内 ☎ 76‐1181）

会計年度任用職員
内容　こまきこども未来館での来館
者との関わりや玩具の消毒など
勤務期間　6月 1日～令和 4 年３月
３１日
※勤務態度等を鑑みて再度の任用があ
ります。
募集人数　1人
時給　995円 ※社会保険加入
※交通費支給（2km以上）
勤務時間　祝日を含む月～日曜日の
うち週 4日程度、2 交代シフト制
　午前9時から午後7時30分のう
ち7時間（毎月第3火曜日とその
前日の月曜日は休館）
勤務場所　こまきこども未来館（ラピ
オ2～4階）
申込み　4月16日㈮（必着）までに、
履歴書（写真貼付）を郵送または
直接多世代交流プラザ

※後日面接あり（詳細は後日連絡）
※車通勤される方は駐車場がありませ
んので、各自で確保をお願いします。

多世代交流プラザ
（〒485‐0041小牧3‐555
ラピオ3階 ☎71‐8616）

市民病院（助産師・看護師）

■令和4年 4月 1日採用
試験区分　助産師・看護師
受験資格　昭和 47年４月２日以降に
生まれた方で、助産師または看護
師資格取得者、令和 4年３月助産
師または看護師資格取得見込者
採用予定人数　45 人程度
勤務　２交替または変則２交替
提出書類
①履歴書（写真貼付）
②卒業見込証明書または卒業証明書
③成績証明書または在学成績証明書
※証明書の取得に時間を要する場合等
は事前にご相談ください。
④資格免許証の写し（有資格者のみ）
試験日時　５月8日㈯・15日㈯午前
８時 30分～
試験内容 適性検査、面接、作文
試験会場　市民病院管理棟講堂

申込み　５月 8 日㈯の試験は 4 月
26日㈪（必着）（郵送は４月２３日㈮
消印有効）、5月15日㈯の試験は
５月 7 日㈮（必着）（郵送は５月
５日（水・祝）消印有効）までに郵送ま
たは直接病院総務課

※ 資格取得者は令和 3 年７月（昭和
46 年７月２日以降に生まれた方）、
令和 3年 10 月（昭和 46 年 10 月
２日以降に生まれた方）または令和
4年１月（昭和 47年１月２日以降に
生まれた方）の採用も可能です。

病院総務課（〒４８５‐８５２０　住所不要 ☎ 76‐1410）
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催　し

ところ　中部公民館プラネタリウム
■おやこde楽しむプラネタリウム
解説員の星座案内とプラネタリウ

ム番組をお楽しみください。
内容
▶春の星座案内と、宮沢賢治原作「双
子の星　第２話 ～海に落ちたお星
様～」　
とき　４月10日㈯午前10時30分～
（約40分）
対象　主に3歳から小学 2年生ごろ
のお子様を対象とした内容ですが、
どなたでも楽しめます。
定員　80人（先着順）
料金　100円（中学生以下無料）
申込み　開催当日の午前１０時から中
部公民館１階受付窓口で入場券発
売、座席整理券配布。

■コズミックタイム「皆既月食を見
よう」
開催日夜の星空解説と天体や天文
現象に関するテーマを組み合わせた
番組をお楽しみください。
とき　４月 17 日 ㈯ 午 後５時 ～
（約45分）
対象　小学生以上
定員　80人（先着順）

料金　100円
※ 中学生以下無料
申込み　開催当日の午後４時 30 分
から中部公民館１階受付窓口で入
場券発売、座席整理券配布。

■キッズプラネタリウム「しまじろ
うとたんじょうびのおほしさま」
前半の星座解説をカットした「しま

じろう」のみの番組となっていますの
で、暗い所が苦手な小さなお子様で
も楽しく見ることができます。
とき　４月 9 日㈮・16 日㈮午前
10時 30分～（約30分）
定員　80人（先着順）
料金　100円
※ 中学生以下無料
申込み　開催当日の午前１０時から中
部公民館１階受付窓口で入場券発
売、座席整理券配布。©GOTO

プラネタリウムイベント

中部公民館（☎ 75‐1861）

©徳重真弓

©Benesse　Corporation / しまじろう

市における健康増進計画である健
康日本２１こまき計画「健康こまきい
きいきプラン」の推進に向け、計画
の進捗管理を行う協議会において、
市民の視点からの助言や提言を行う
委員を募集します。
対象　 健康づくりに関心のある４月１日
現在、満２０歳以上で市内在住の方
任期 委嘱の日から令和5年３月31日
（６回程度予定）

定員 1人
謝礼 ７，７００円（１回）
※ 実際の支払い額は源泉徴収後の額と
なります。
申込み　 4 月 15日㈭（必着）までに、
所定の用紙に必要事項、「健康づ
くりを推進するために必要なこと」
をテーマとして８００ 字以内で考え
方を記載し、郵送または直接、健
康生きがい推進課

市民健康づくり推進協議会委員

健康生きがい推進課（〒485‐8650住所不要 ☎39‐6568）

募　集
テーブルシアター「三びきの
やぎのがらがらどん」

俳優と音楽家のユニット「テーブ
ルシアター」による、人気絵本が原
作の演劇公演を間近でご鑑賞いただ
けます。
とき 5月16日㈰１回目：午前１１時
　開演　２回目：午後2時開演
※各回開演時間２０分前に開場します。
ところ　味岡市民センター 講堂
出演　テーブルシアター
定員　各回限定４０席
料金 大人席・こども席：各 500円
　（アートフレンド会員割引なし）
※全席自由
※３歳以上有料（大人一人につき２歳
以下のお子様一人膝上鑑賞無料）

※０歳から入場可能
※ 客席は前方がこども席、後方は大人
席と分かれています。
チケット販売　４月16日㈮午前９時
30分から、こまき市民文化財団オ
ンラインチケットサービス、市民会
館、東部・味岡・北里の各市民セ
ンター、まなび創造館
電話予約　４月16日㈮午後１時から
こまき市民文化財団（月曜休館）

※ 4月17日㈯以降は午前９時～午後5時
アートフレンド会員の先行予約
　４月10日㈯午前 9時から、オンラ
インチケットサービスおよび電話
（午前９時～午後５時まで、こまき
市民文化財団のみ）で承ります。受
付初日は、窓口でのご予約はできま
せん。
▶入金または引き換え方法
　各販売窓口またはセブン－イレブンで
引き換え
※ 予約後10日以内に入金または引き
換えをお願いします。（１０日以内に
入金または引き換えがない場合、予
約は取り消されます）

こまき市民文化財団
（☎ 71‐9700）
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※料金の記載がないものは無料　申込みの記載がないものは事前申込不要

催　し
ボランティア養成講座

■点訳・音訳（朗読）ボランティア
を始めてみませんか
視覚障がい者の日常生活や気持ち

を理解し、広報、図書などを点訳（点
字に訳する）や音声（録音）にして伝
えるボランティアを養成します。
①点訳ボランティア養成講座
とき　５月14日～７月16日の毎週
金曜日午前９時30分～11時30分
（全 10回）
講師　点訳グループ「たんぽぽ」
料金　770円（テキスト代）
②音訳（朗読）ボランティア養成講座
とき　５月12日～７月21日の毎週
水曜日午前9時３０分～11時３０分
（全11回）　
講師　芳川正子氏、声のボランティア
「かっこう」
①、②ともに
ところ ふれあいセンター２階 会議室３
対象　初めて受講し、講座修了後の
ボランティア活動に関心がある方
定員　各 10人（申込先着順）

■手話・要約筆記ボランティアを始
めてみませんか
聴覚障がい者の日常生活や気持ち

を理解し、コミュニケーション手段の
ひとつである手話や要約筆記（書いて
伝える）ボランティアを養成します。
①手話ボランティア養成講座（昼の部）
とき　５月12日～７月28日の毎週
水曜日午前９時３０分～１１時３０分
（全 12回）
講師　小牧市聴覚障害者福祉協会、
手話サークル「おてだま」
料金　990円（テキスト代）
②要約筆記ボランティア養成講座
とき　５月 8日～６月 12 日の毎週
土曜日午前 10時～正午（全６回）
講師　要約筆記 こまき
①、②ともに
ところ　ふれあいセンター２階 視聴
覚室
対象　初めて受講し、講座修了後の
ボランティア活動に関心がある方
定員　各 10人（申込先着順）

社会福祉協議会ボランティアセンター（☎ 77‐0636）

内容　聴覚障がい・聴覚障がい者
の生活および関連する福祉制度等
についての理解と認識を深めると
ともに、手話で日常会話を行うの
に必要な手話語彙および手話基本
文法を習得する。
とき　５月１４日～令和４年３月２５日の
毎週金曜日　　　　　　　　　　
午後７時～９時（全４３回）

※ 7月 23日、12月31日、令和４年
２月11日は除きます。
※ 詳細については受講決定後に直接
お知らせします。
ところ　市公民館（一部日程はパー
クアリーナ小牧）
対象　市内在住者、在勤で手話に
興味がある方

※ 手話が初めての方でも基礎から学べ
ます。
定員 15人 ※申込者多数の場合は抽選
料金　3,300 円（テキスト代）
申込み　4月20日㈫までに直接障が
い福祉課

令和 3年度
手話奉仕員養成講座

障がい福祉課（☎ 76‐1127）

菜の花フェスティバル
内容　菜の花に囲まれながら、春を
身近に感じませんか？菜の花からで
きた菜種油を使って作ったドーナツ
を販売します。また、菜の花の絵
を描くスペースも用意しております
ので、ご家族でぜひお越しください
（お絵描きで使用した画用紙・クレ
ヨンはプレゼントします）。
とき　４月10日㈯午前11時～午後
1時

※ 雨天の場合は４月11日㈰
ところ　岩崎地内（味岡児童館南
西）

※当日、来場された方に環境にやさし
い布で作ったエコバッグをプレゼン
トします（なくなり次第終了）。

こまき環境市民会議事務局
（環境対策課内 ☎ 76‐1181）

◀申込フォームからも
　申し込めます。

男女共同参画講座　新聞論説委員　歩&哲司の時事ニュース講座
“いま”話題になっている世界・日
本の政治や経済に関する時事ニュース
を解説します。
とき　６月６日、７月４日、８月１日、
９月５日、１０月３日㈰
　午前１０時～正午
※連続講座ではありません。
ところ　まなび創造館 研修室
講師　飯尾 歩氏（中日新聞論説委員）
　小塚 哲司氏（元中日新聞論説委員）
定員　30人（申込先着順）
料金　各回２００円
託児　あり（１歳～未就学児、先着順）
申込み 4月1日㈭午前９時30分か
ら、下記事項を記入し、申込フォーム
（QRコード）・メール・ＦＡＸ・往復

はがき（1人1枚）を郵送、または
直接まなび創造館

【必要事項】①講座名②住所③氏名
（ふりがな）④年齢⑤性別⑥電話番
号⑦受講希望日⑧申込フォーム・
メール・ＦＡＸでお申込みの場合は、
通知の受け取れるメールアドレスま
たはＦＡＸ番号

※ 託児は直接窓口のみでの受付となり
ます。

多世代交流プラザ（〒485‐0041小牧３‐555☎71‐9842
71‐9840　 manabi@city.komaki.lg.jp）

▲申込フォーム

▶申込み　４月１日㈭から、社会福祉協議会ボランティアセンター
※ 当日は、自宅での検温およびマスク着用での参加をお願いします。
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催　し

小牧山で和の文化にふれ、音楽を聴
いたり、忍者について学んだり、武士
の衣装を身に纏ったりしてみませんか！
※石垣パズルのミニゲームや小牧山城
に関するグッズ販売も行います。
日にち　4月29日（木・祝）

■雅楽演奏　（協力：龍鳴会）
時間 ①午前１１時１５分～正午②午後
１時～１時３０分③午後２時～２時４５分
 ①と③の演奏後に装束の着装体験を
行います。
ところ　小牧山城史跡情報館（れき
しるこまき）レクチャールーム
料金　無料（ただし、常設展を観覧
される高校生以上の方は１００円）
定員　各回３０人（入退場は自由とさ
せていただきます。定員を超える場
合は入場制限を行う場合があります）
問合先 れきしるこまき（☎ 48‐4646）

■こども歴史講座「知ろう！学ぼう！
忍者の世界」
時間　午前１０時～正午
ところ　青年の家 講義室
対象　市内在住の小学生
定員 20人（申込多数の場合は抽選）
申込み　４月 10 日㈯午前９時～
２０日㈫午後５時までに青年の家へ
電話で申し込んでください。
問合先　青年の家（☎ 76‐3718）

■甲冑試着体験（協力：小牧甲冑隊）
時間　①午前１０時～正午
　　　②午後１時～３時
ところ　歴史館前　
※雨天中止
料金 無料（ただし、有料エリアに入
館される高校生以上の方は１００円）
定員　各回 10人
問合先　歴史館（☎ 72‐0712）

■和太鼓演奏　（協力：和祝太鼓）
時間 午前１０時～１０時３０分
ところ 小牧山南口広場　
※雨天中止
問合先　観光協会（☎ 39‐6123）

■ハッピーパプリカステージ
時間 午前１０時３０分～１０時５０分
ところ 小牧山南口広場　
※雨天中止
問合先　観光協会（☎ 39‐6123）

小牧山城戦国フェス ゴールデンウィーク企画
「れきしるこまき みる ！ しる ！ 小牧山」
講師の解説を聞きながら一緒に史
跡小牧山を巡り、各ポイントでクイズ
に答えてシールをゲット！ 
とき　５月１日㈯午前９時３０分～１１時
３０分
ところ　れきしるこまきレクチャー
ルームおよび小牧山内
集合　れきしるこまきレクチャー
ルーム
対象　小学生および保護者
定員 ３０人（申込先着順）
参加費　３０円（保険料）
申込み　４月１０日㈯午前９時から電
話で、れきしるこまきに参加者の
氏名・学年・
電話番号を
お伝えくだ
さい。

れきしるこまき（☎ 48‐4646）

中部大学アクティブ
アゲインカレッジ受講生募集
春日井にある中部大学の広大な

キャンパスで2年間、大学生との交
流や同世代の仲間を作り、楽しく学び
ませんか？
開催回数　2年（秋学期 9～ 1月・
春学期 4～ 7月の 2学期制）
開催日　９月授業開始
開催曜日　月～金曜日（うち３～４日）
開催時間　１日あたり１時間半～３時
間程度
会場　中部大学春日井キャンパス
　（春日井市松本町 1200）
受講料　授業料24万円（年間）
教材費　なし
対象　社会経験を5年以上有する方
定員　20 人（エッセーの提出と面
接を実施）
申込み　事前に電話または中部大学
ホームページから資料請求の上、
６月30日㈬までに申込み

　※詳しくは
　　ホームページへ▶

中部大学 地域連携課
（☎ 51‐1763）

もう一度英語にチャレンジしてみま
せんか！
とき・クラス
▶初級クラス ５月19日～７月21日
の毎週水曜日午後１時～３時
（全 10回）
▶中級クラス ５月18日～７月20日
の毎週火曜日午後１時～３時
（全 10回）
ところ　市公民館４階チェスルーム
対象　市内在住・在勤・在学の方ま
たはKIA 会員（18歳以上）
定員　各 16人
※ 申込者多数の場合は抽選
※ 最少開講人数６人

受講料
▶会員　初級3,000円、中級4,000円
▶一般　初級6,000円、中級7,000円
※ 一般の方でもKIAに入会すれば、会
員受講料で受講できます。（個人年
会費１口 2,000 円）

※ 教材は、講師がプリントを用意します。
申込み　４月１日㈭～ 17日㈯に直接
国際交流協会

※ 受付時間午前９時～午後５時（日・月、
祝日および正午～１時は除く）

KIA 英語基礎講座

国際交流協会（☎ 76‐0905）
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※新型コロナウイルス感染症対策のため、内容などが変更になる場合があります。



※料金の記載がないものは無料　申込みの記載がないものは事前申込不要

催　し

■ファミリーコンサート
０歳から入場することができるファ
ミリー向けのコンサート。前日の音楽
ワークショップに参加した子どもたち
も、一部一緒に演奏します。
とき　６月13日㈰午前 11 時開演
（10時15分開場）
ところ　味岡市民センター講堂　
出演　にじいろ音楽隊：黒田かなで
（バイオリン）、岡林和歌（クラリネッ
ト ）、近藤幹夫（マリンバ）、美郷
（パーカッション）
料金
▶一般　1,000円、アートフレンド会
員800円
▶小学生以下　500円
※ 小学生以下のアートフレンド会員割引
はありません。

※ 全席指定
※ ３歳以上有料（大人一人につき２歳
以下のお子様一人膝上鑑賞無料）
チケット販売　４月30日㈮午前９時
30分から、こまき市民文化財団オ
ンラインチケットサービス、市民会
館、東部・味岡・北里の各市民セン
ター、まなび創造館、チケットぴあ
（Ｐコード194‐366）
電話予約　４月30日㈮午後１時から
こまき市民文化財団（月曜休館）
※ 5月 1日㈯以降は午前９時～午後 5時
アートフレンド会員の先行予約
　４月２４日㈯午前９時から、オンライン
チケットサービスおよび電話（午前
９時～午後５時まで、こまき市民文
化財団のみ）で承ります。受付初日
は、窓口でのご予約はできません。
▶入金または引き換え方法
　各販売窓口またはセブン－イレブンで
引き換え

※ 予約後10日以内に入金または引き換
えをお願いします。（１０日以内に入金
または引き換えがない場合、予約は
取り消されます）

■音楽ワークショップ
少人数で行うボディーパーカッショ

ンを使った音楽ワークショップ。練習
した曲目で翌日のにじいろ音楽隊ファ
ミリーコンサートに出演します。
とき　６月12日㈯午後1時30分～
4時30分（午後1時から受付）
ところ　味岡市民センター 講堂他　
講師　にじいろ音楽隊
対象 小学生
※ワークショップの参加者は翌日のコン 
サートの入場無料。付き添いの保護
者はチケットをお買い求めください。

※ワークショップに参加したお子様は
6 月１3日㈰のファミリーコンサート
に出演できます！
定員　16人
参加費　30円（保険料）
申込み　4月17日㈯午前9時から、
電話または財団ホームページ内の
募集フォームでこまき市民文化財団
（定員になり次第締め切り）
　受付時間：午前9時～午後5時
※ ホームページからの申込みは２４時間
受付

※ 電話でお申込みの方は、ワークショッ
プ名・参加される方の氏名・学校名・
学年・連絡先（電話番号・Ｅメールア
ドレス）をお申し出ください。

にじいろ音楽隊 ファミリーコンサート・音楽ワークショップ

こまき市民文化財団（☎ 71‐9700）

男女共同参画講演会　家族の
トリセツ　～最も身近なのに、
なぜストレスなのか？～

　コミュニケーション・ストレスは、
とっさの脳の使い方の異なる二者間
で起こるミゾ。このすれ違いは、男女、
年齢、立場の違いで起こりやすくな
ります。特に、男女はとっさに脳の
役割を分け合う仲。ストレスにさらさ
れると、多くの女性が共感型に、多
くの男性が問題解決型にドライブし
ます。
　累計 40 万部のベストセラー「妻
のトリセツ」の著者であり、人工知
能研究者の黒川伊保子さんを講師に
迎え、人工知能研究の立場から「男
女のミゾ」を解剖し、今日から使える
「家族円満の秘訣」を山ほど提案しま
す。
とき　５月 30 日㈰午後２時開演
（１時 30 分開場）
ところ　まなび創造館 あさひホール
講師　黒川 伊保子氏（人工知能研
究者、随筆家）
定員　１００人（車いす席4席あり）
※ 要整理券・先着順
託児　あり（１歳～未就学児、先着順）
申込み 4月1日㈭午前９時30分か
ら、下記事項を記入し、申込フォー
ム（QRコード）・メール・ＦＡＸ・往
復はがき（1人 1枚）を郵送、ま
たは直接まなび創造館

【必要事項】
　①講演会②住所③氏名（ふりがな）
　④年齢⑤性別⑥電話番号⑦申込
　フォーム・メール・ＦＡＸでお申込み
　の場合は、通知の受け取れるメー
　ルアドレスまたはＦＡＸ番号
※ 託児は直接窓口のみでの受付となり
ます。

多世代交流プラザ
（〒485‐0041小牧３‐555
☎71‐9842 71‐9840
manabi@city.komaki.lg.jp）

▲申込フォーム

休日急病診療所（常普請 1‐318 保健センター隣）
☎ 75‐2070  75‐2097   ※労災保険指定医療機関ではありません。

診療日 日曜、祝日、12月 31日～1月3日
受
付
時
間

内科、外科、
小児科

午前 8時 30分～ 11時 30分
午後 1時～4時 30分

歯科 午前 8時 30分～ 11時 30分

愛知県救急医療情報センター（☎81 - 1133）
24時間年中無休で、今診療している医療機関を電話で案内しています。

休 日 緊 急 医

小児救急電話相談事業（☎＃8000もしくは052‐962‐9900）
毎日午後 7時から翌朝 8時まで、保護者向けの電話相談事業を行っています。
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▲ワークショップ
申込フォーム


