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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。

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　７月18日㈯午後１時 30分～
２時 30分
ところ　ラピオ３階子育て世代包括
支援センタークラブ室
対象　市内在住で生後２～６カ月の
乳児と保護者（初回の方優先）
定員　８組（申込先着順）
持ち物　バスタオル１枚
申込み　７月７日㈫午前９時30分か
ら、電話または直接子育て世代包
括支援センターすくすくパオーン
ルーム（子育て支援室）

※ 兄弟での参加はできません。
※ 保護者は1人のみとします。

子育てサロン「はじめまして」
子育てについての情報交換やママ
友作りをしましょう。
とき　７月10日㈮、31日㈮午後１時
30分～２時30分
ところ　ラピオ３階子育て世代包括
支援センタークラブ室
対象 市内在住の生後４～９カ月のお子
さんと母親で、２回とも参加可能な方
定員　８組程度（申込先着順）
持ち物　バスタオル１枚、お気に入
りのおもちゃ
申込み ７月１日㈬から８日㈬（受付
午前９時 30 分～）までに、電話また
は直接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）
※ １人のお子さんにつき参加は１回のみ。

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）
※第３火曜日休館

おじいちゃんおばあちゃん
応援講座「子どもと遊ぼう！」
お孫さんとのスキンシップや談話を
楽しみます。
とき　７月19日㈰午前10時30分～
11時15分
対象　市内在住で１歳半頃～３歳
（年少前）の孫と祖父母
ところ　ラピオ３階子育て世代包括
支援センタークラブ室
定員　８組
申込み　７月７日㈫午前９時30分か
ら、電話または直接子育て世代包
括支援センターすくすくパオーン
ルーム（子育て支援室）

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

こども
図書館７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

6 日、20日の月曜
10:10 ～ 10:30
11:00 ～ 11:20

０～１歳半
くらい

13日、27日の月曜
11:00 ～ 11:30

１歳半～３歳
くらい

読み聞かせグループ
「もこもこ」

1 日、8日、
15日、22日の水曜
11:00 ～ 11:30

０～３歳
くらい

読み聞かせグループ
「はじまりはじまり」

4 日、11日、18日の土曜
13:30 ～ 14:00

２～６歳
くらい

※対象は目安です。
　どなたでもお越しください。

図書館（本館）２階おはなしの部屋

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！」

1 日、8日、15日、22日の水曜
11:00 ～ 11:30

０～３歳
くらい

4日、11日、18日、25日の土曜
11:00 ～ 11:30

２歳
くらい～

読み手 と　き 対　象

読み聞かせグループ
「おはなしの森」

4 日、11日、18日、25日の土曜
12日、19日、26日の日曜
14:30 ～ 15:00

２歳
くらい～

読み聞かせグループ
「ちちんぷいぷい」

2 日、16日の木曜
11:00 ～ 11:30

０～３歳
くらい

読み聞かせグループ
「おひさまスマイル」

4 日土曜、12日、26日の日曜
11:00 ～ 11:30

２～ 6歳
くらい

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
多胎家族応援講座
ツインプルファミリー
多胎妊婦さんや多胎家族の交流、
情報交換ができます。安心して、過
ごしていただけるように、職員がお
手伝いします。
とき ７月26日㈰午前10時30分～
11時30分
ところ　ラピオ３階子育て世代包括
支援センタークラブ室
対象 市内在住で多胎妊婦と０～３歳
（年少前）の多胎家族（大人は２人まで）
定員　5組
持ち物　バスタオル１枚
申込み　７月７日㈫午前９時30分か
ら、電話または直接子育て世代包
括支援センターすくすくパオーン
ルーム（子育て支援室）

※ 兄弟（未就学児）の参加可
※ 登録制（随時受付あり）
※ 祖父母は、市外在住も可

歯科衛生士による
「元気なお口を育てよう！」
子どもの健口づくりのために、じょ

うぶな歯育て、元気な口育てについ
ての話が聞けます。個別に相談でき
る時間もあります。
とき　７月９日㈭午後１時 30 分～
２時 30分
ところ　ラピオ３階子育て世代包括
支援センタークラブ室
対象　市内在住で生後２カ月～就学
前のお子さんと保護者

※ 保護者のみも可
定員　10組
講師　中村和子氏（歯科衛生士）
申込み　７月１日㈬午前９時 30分か
ら、電話または直接子育て世代包
括支援センターすくすくパオーン
ルーム（子育て支援室）

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）※第３火曜日休館

親子で一緒にふれあいの時間を楽
しみませんか。大布あそびなど、お
うちではできない遊びも行います。
子育て中の親子同士の情報交換もで
きます。
※ 子育て支援講座（ふれあい編）は、
市と市民団体「子育て応援隊」との
協働で開催します。

※ 「子育て応援隊」は、地区会館など
で子育てサロンの運営を行うなど、
ママ友作りの場・地域交流の場を提
供し、安心して子育てができる環境
づくりを支援しています。

※ 10月頃に第２回目として「運動会」、
令和３年１月頃に第３回目として「親
子でヨガ」を行う予定です。
とき ７月13日㈪午前10時～11時
ところ　ラピオ５階和室
対象　２歳以上の未就園児とその親
定員　６～７組程度（申込先着順）
申込み　親と子の氏名、子どもの年齢、
連絡先を記入の上、メールで子育て
応援隊（ok.yukani@gmail.com）

子育て支援講座
（ふれあい編第１回目）

子育て世代包括支援センター
（☎ 71‐8613）

たんぽぽ出張相談（教育相談）
お子さんの発達が気になる保護者
の方や障がいのあるお子さんの養育
で不安のある保護者の方を対象に、
たんぽぽ相談を行っています。
とき　８月５日㈬、６日㈭午前９時
15分～午後４時
ところ
▶８月５日㈬　市総合福祉施設ふれ
あいセンター
▶８月６日㈭　扶桑町総合福祉センター
対象　保護者
申込み　７月17日㈮までに、電話
で一宮東特別支援学校

※ 詳しくは一宮東特別支援学校のホー
ムページをご覧ください。

１カ月間、４つの健康目標にチャレン
ジし、ポイントをためましょう。３０ポイ
ントたまったら、①こまき特製「ステキ
なプレゼント」と、さらに②あいち健
康づくり応援カード「まいか」がもらえ
ます ！
※ プレゼントは期間中１人１回のみ
※ チャレンジシートは、市内の小学校
へ通学している方は小学校から配布
されます。市外の小学校へ通学して
いる場合は、ホームページよりチャレ
ンジシートをダウンロードするか、下

記シート配布・回収場所にて入手し
てください。
■【チャレンジシート配布・回収場所】
市役所、東部・味岡・北里の各市

民センター、保健センター、ゆう 友 せ
いぶ、ふらっとみなみ、パークアリー
ナ小牧、まなび創造館

「小学生限定健康いきいきポイント事業」
健康づくりにチャレンジしてみよう！

健康生きがい推進課（☎ 39‐6568）

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。

一宮東特別支援学校
（☎ 0586‐51‐5311）
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午前中に堀や土塁などお城を守る
ための防御施設について学びます。
午後は自分たちが最強と思うお城に
ついてグループで話し合い、絵や文
章にして１つのお城を築城します。（作
品は館内に展示予定）
とき　８月８日㈯　午前10時～午後
3時（途中、昼食休憩あり）
ところ　れきしるこまき（小牧山城史
跡情報館）レクチャールーム
対象　小学４～６年生
定員　20人（申込先着順）
※ 保護者見学可

料金　無料（常設展示室に入館され
る場合、高校生以上は入館料１００円
が必要）
講師　川﨑昭氏（ガイドボランティア、
城郭検定１級取得）
持ち物　筆記用具、飲み物、昼食（外
食可）
申込み　７月11日㈯午前９時から、
参加者の氏名・学年・電話番号を
記入の上、FAX・メールまたは電話
でれきしる
こまき

こまき市民文化財団 小牧山城史跡情報館（れきしるこまき）
（☎ 48‐4646 75‐4651 komakiyama@komaki-bunka.or.jp）

れきしるこまき講座
「あつまれお城好きっず！最強のお城をつくろう！！」

こども

■軟式野球競技（一般の部）
とき　８月16日㈰から毎週日曜
ところ 南スポーツセンターグラウンドほか
対象　市内在住・在勤・在学者（高
校生以上）で編成されたチームまた
は市軟式野球連盟加盟チーム
申込期限　７月15日㈬
監督者会議 ７月１９日㈰午後６時４０分
からパークアリーナ小牧会議室Ａ

※ 欠席の場合は棄権とみなします。
※ 選手の変更は監督者会議まで。

■バスケットボール競技（一般・シ
ニアの部）
とき　８月 16 日 ㈰、23 日 ㈰、
30 日㈰
ところ　勤労センター体育館
対象
▶一般の部　市内在住・在勤・在学
の者で構成されたチーム（令和２年
４月１日現在、18歳以上の学生お
よび社会人等の者で構成された
チーム、高校生は参加できません）
▶シニアの部　市内在住・在勤の者
で構成されたチーム（令和２年４月
１日現在、男子 45 歳以上・女子
40歳以上）

※ シニアの部は、一般の部とのチーム
重複はできません。

※ シニアの部の参加者は、一般の部の
チームの選手としても参加できます。

※ シニアの部は、参加チーム数により一
般の部での参加となる場合があります。
申込期限　７月15日㈬
監督者会議　７月26日㈰午前10時
30分から勤労センター体育館ミー
ティングルームＢ

※ スタッフ（代表者・監督・コーチ等）は
成人以上で、チームの掌握ができる方
に限ります。また、男子ブロック内また
は女子ブロック内の重複は認めません。

各申込み　所定の用紙に必要事項を
記入し、スポーツ協会（ホームペー
ジ（申込メールフォーム）・郵送可
必着、ＦＡＸ不可）

　新型コロナウイルス感染防止のた
め、開催要項添付の「申込み時遵守
事項チェック表」をよく読んでいただ
き、同意・承諾したうえで大会にお申
し込みください。

市制 65周年記念事業　第 59回市民体育大会

スポーツ協会（〒485‐0016間々原新田 737
☎ 73‐3330 taikyo-k@ma.ccnw.ne.jp）

スポーツ
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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。

小牧山を散策しながら昆虫たちを
観察します。
とき　８月９日㈰午前 10時～正午
ところ　青年の家・小牧山
対象　市内在住の小学生
定員　20人
※ 応募者多数の場合は抽選
参加費　30円（保険代）
講師　清水豊氏（自然観察指導員）
申込み　７月 10 日㈮午前９時から
20 日㈪午後 5 時までに、電話
で青年の家

青年の家　こども講座
「小牧山昆虫観察会」

こまき市民文化財団  青年の家
（☎76‐3718）

小牧山から見つかった信長・家康
時代の発掘品に触れたり、発掘品
修復や拓本の模擬体験をしたりしま
す。普段なかなかできない体験を通
して、小牧山の歴史に触れるワーク
ショップです。
とき　８月２日㈰午前９時 30 分～
11 時 30 分
ところ　れきしるこまき（小牧山城
史跡情報館）レクチャールーム
対象　小中学生
※ 内容は小学校高学年以上向け
定員　20人（申込先着順）
料金　無料（常設展示室に入館さ
れる場合、高校生以上は入館料
１００円が必要）
申込み　７月11日㈯午前９時から、
参加者の氏名・学年・電話番号を
記入の上、FAX・メールまたは電
話でれきしるこまき

れきしるこまきワークショップ
「小牧山城の発掘品に触れてみよう！」

こまき市民文化財団 小牧山城
史跡情報館（れきしるこまき）
（☎ 48‐4646 75‐4651
komakiyama@komaki-bunka.or.jp）



※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

福祉・健康

内容　ワード・エクセル・パワー
ポイント、MOS（エクセル）資
格対策、就職支援
とき　９月１日㈫～10月30日㈮
火曜日から金曜日までの午前
９時 30 分～午後３時 30 分
※祝日を除く
ところ　犬山市民交流センター
フロイデ（犬山市松本町 4‐
21）
対象　身体、知的、精神、その
他の障がいの方
定員　６人
選考方法　面接および実技
※パソコンへの入力（ワードを使っ
て短文を見本通りに入力する）
受講料　無料（テキスト代 6,000 円
が別途必要です）
申込み　８月４日㈫までに、直接
公共職業安定所
※受講には安定所での求職登録が
必要です。

愛知障害者委託訓練「就職に
活かすパソコンコース」

公共職業安定所（☎ 81‐
5135）、愛知障害者職業能力
開発校（☎ 0533‐93‐2505）

会計年度任用職員
（市税電話催告オペレーター）
資格 簡単なパソコン操作ができる方
人員　１人
勤務場所　市役所
勤務期間　８月１日㈯～令和３年３月
31日㈬
勤務時間　週４日
▶平日　午前 11 時 30 分～午後
８時
▶日曜　午前９時 30分～午後６時
※ ともに休憩１時間
時給　995円
応募方法　７月10日㈮までに、履
歴書（写真貼付）を直接収税課

収税課（ ☎ 76‐1118）

募　集

会計年度任用職員
（児童扶養手当）

職務　児童扶養手当の受付、事務
対象　エクセルなど簡単なパソコン
作業のできる方
時給　951円
募集人数　１人
勤務　８月３日㈪～９月３０日㈬の
月～金曜日  午後１時～５時
申込み　７月１７日㈮（必着）までに、
履歴書（写真貼付）を郵送または
直接こども政策課
※提出書類は返却しません。
※後日面接あり

こども政策課（〒485‐8650
住所不要 ☎ 76‐１１２９）

内容　医療事務員 
勤務期間　９月１日㈫～令和３年３月
31日㈬
勤務場所　休日急病診療所
勤務 休日急病診療所診療日（日曜、
祝日および 12月31日、翌年１月
２日・３日の当番日）午前８時～
午後５時（休憩１時間） 

※ 当番日はシフトによる交替制
※ レセプト業務として平日勤務日若干あり
対象　医療事務に通じた方でレセプト
コンピューター経験者（原則）
人員　若干名 
時給 1,340 円（ゴールデンウイーク
時給1,675円、年末年始2,010円）
レセプト請求業務 1,340 円
申込み　７月15日㈬（必着）までに、
履歴書 （写真貼付） を郵送または
直接市医師会

※ 持参の場合の受付時間：平日午前
9時～午後 5時

※ 面接日は後日連絡します。
※ 応募多数の場合は書類選考があります。
※ 出務日前に実習を
かねた勤務日があ
ります。

休日急病診療所職員

市医師会（〒485‐0044
常普請１‐318☎ 73‐9970）

ボランティア説明会
ボランティア活動を始めてみませ
んか。
とき　７月18日㈯午後１時～３時
ところ　市公民館４階視聴覚室
対象　国際交流や多文化共生に興味
のある方

※ 事前にご連絡ください。
※ 受付：午前９時～午後５時（正午～
午後１時、日曜日・月曜日・祝日を
除く）

国際交流協会
（☎ 76‐0905）

募　集
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自衛官
■自衛隊一般曹候補生
身分　特別職国家公務員
勤務地　各都道府県の駐屯地または
基地など
初任給　月額１７９，２００円（高卒）、
１９８，１００円（大卒）
※ 賞与年２回（６月、12月）
※ 週休２日制、祝日、年末年始、夏季
休暇、年次有給休暇など
採用時期　令和３年３月下旬から
４月上旬
応募資格　令和３年４月１日現在、
18歳以上33歳未満の者
第１次試験　９月18日㈮～20日㈰
のうち指定する１日
第２次試験　10月９日㈮～14日㈬
のうち指定する１日

※ 第１次試験合格者のみ行います。
受付期間　７月１日㈬～９月10日㈭
（必着）
※ 応募方法については、下記までお問
い合わせください。

　自衛隊ホームページ▶

自衛隊愛知地方協力本部
小牧分駐所（☎ 73‐2190）



義足のダンサー大前光市さんと共
にテレワークで参加する映像作品を
作成します ！ ！ 愛知県主催「あいち
アール・ブリュット障がい者アーツ展」
で発表。練習映像（YouTube）を
みて練習し、ZOOMによる合同稽古、 
その後、スマートフォン等で撮影した
皆さんのダンス映像が映像作品とし
て仕上がります。
とき
▶ZOOMダンス講座　７月11日～
８月８日の毎週土曜日午後１時
30分～３時
ところ 各家庭での稽古（スマートフォ
ン、PCでの参加）
対象 障がい者含む老若男女
定員 100人
講師 Mr.Takashima（健康運動指
導士、ミュージカル振付）

申込み 申込み専用サイト（下記QR
コード）よりお申し込みください。

■あいちアール・ブリュット障害者アー
ツ展
とき ９月17日㈭～ 22日（火・祝）午前
10時～午後６時（最終日は正午まで）
ところ 名古屋市民ギャラリー矢田

義足のダンサー大前光市さん出演のダンス朗読劇
テレワークで参加するダンサー

社会福祉法人あいち清光会 サンビレッジ　担当：川崎
※平日午前９時～午後５時（☎54‐1111）

募　集
総務課　会計年度任用職員（一般事務職員）

職務内容　国勢調査の事前準備作業お
よび調査票等の内容確認
資格　統計調査に関心があり、責任を
もって事務が遂行できる方（簡単な
パソコン操作を含む）
人員　２人
勤務場所　市役所総務課統計調査係
勤務期間　７月15日㈬～令和３年１月
15日㈮
勤務時間　午前９時～午後４時まで
（週３日、実働６時間勤務）
※ 土、日、祝日休み

時給　951円
応募方法　７月７日㈫（必着）までに、
履歴書（写真貼付）を郵送または直
接総務課

※ 申込時間は土、日、祝日を除く午前
８時30分～午後５時15分
※ ７月９日㈭面接予定

総務課（〒485‐8650住所不要 ☎ 76‐1106）

市民窓口課　会計年度任用職員
職務内容　マイナンバーカードに係る
事務
対象　簡単なパソコン操作（ワード、
エクセル等）ができる方

※ 学生不可
人員　１人
勤務期間　８月１日㈯～令和３年３月
31日㈬
勤務時間　午前８時30分～午後５時
（週５日勤務、実働６時間30分勤務）
※ 月に１回程度日曜勤務あり

時給　951円
※ 期末手当の支給あり、社会保険・雇
用保険加入

※ 通勤に係る費用の支給あり（距離によ
る）
応募方法　７月17日㈮（必着）までに、
履歴書に必要事項を記入し、郵送ま
たは直接市民窓口課

※ 合否にかかわらず提出書類の返却はし
ません。

※ ７月22日㈬面接予定

市民窓口課（〒485‐8650住所不要 ☎ 76‐1122）

　交流市民の会では新規会員を募集し
ています。友好都市である八雲町をもっ
と知り、八雲町の方々と交流してみませ
んか？会員の皆さんには八雲町の特産
物を配布します。
会費　２，０００円（年額）

■定期総会
とき　７月９日（木）午後２時～
ところ　市公民館　講堂
※定期総会会場にて新規会員の申込
みができます。
　当日は会員の方へ記念品である八
雲町産昆布醤油・もろみを配布し
ます。

小牧市・八雲町
交流市民の会

シティプロモーション課
（☎ 39‐6528）
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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。

催　し
れきしるこまきスタンプ
チャレンジ「また来て帳」
れきしるこまきでは、リピーターの
方を対象にオリジナル缶バッジのプレ
ゼントを始めました。
参加方法　参加希望者へ初回入館時
にスタンプ帳を配布し、来館ごとに
スタンプを押印します。
▶小中学生の場合　３・６・10回の
来館ごとに缶バッジをプレゼント！
ただし５回目以降はクイズを出題し
ます。（入館無料）
▶高校生以上の場合　3回来館ごと
に缶バッジを１個プレゼントします。
ただし、スタンプの押印には、常
設展示室への入館（100円）が必
要となります。

※ 詳しくは下記までお問い合わせくださ
い。

こまき市民文化財団
小牧山城史跡情報館
（れきしるこまき）
（☎ 48‐4646）



※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
男女共同参画講座　K

キ ー ワ ー ド
eywordは女性

男女共同参画×防災＝安心できる避難所づくりに備える
命を守るために事前に備えておくことと対策を学び、ワンランクアップの防
災意識に繋げましょう ！ 全講座終了後には修了証が発行されます。
とき・内容　午前10時～正午（１月30日のみ午前10時～午後1時）

まなび創造館（〒485‐0041小牧３‐555☎71‐9848
71‐9840 manabi@city.komaki.lg.jp）

日　時 内　容

前
期
《
家
庭
編
》

９月 12日

土

市の備えを知り、マップや過去の災害から避難対策を話し合う。

９月 26日 一人ひとりの防災力診断をし、自分と家族にできていること・
できていないことの見える化をする。

10月 10日 家庭内で行ったこと、できないことを話し合う。

後
期
《
地
域
編
》

令和３年
１月30日

避難所運営ゲーム（HUG）から、避難所運営の問題点や課題を
出し合い、解決策を見出す。

２月６日 救命救急の準備、避難経路の確認、避難所開設のための準備を
考える。

２月20日 男女共同参画の視点で被災後の生活を考える。自分たちの活動
がどのように活かせるか、活かすための準備について考える。

ところ まなび創造館研修室
講師 防災リーダー会、椿佳代氏（災害ボランティアコーディネーターなごやエ
ンジェルランプ）
対象 市内在住・在勤・在学の方
定員　30人（申込先着順）
託児　あり（１歳～小学３年生、先着順）
申込み　下記事項を記入し、メール（QRコード）・ＦＡＸ・郵送（往復はがき）
または直接まなび創造館

【必要事項】①講座名②住所（在勤・在学の方は勤務先・学校名）③氏名（ふり
がな）④年齢⑤性別⑥電話番号⑦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

※ この講座は連続講座です。開催日２週間前までに、定員に空きが
ある場合は、１回のみの参加も可能です。

※ 託児は直接窓口のみでの受付となります。

　ポルタメント小牧のメンバーがお届
けします。朝ドラや大河ほか、ＮＨＫの
世界をお楽しみください。
曲目　アイデア、あなたとトゥラッタッ
タ、優しいあの子、フレア［朝ドラ］、
風林火山、江～姫たちの戦国［大
河］、パプリカ、栄光の架橋［オリ
ンピック］　ほか
演奏　ポプリ：溝口智子（オカリナ・
電子オルガン）、水野一枝（オカリ
ナ）、長江孔美子（大正琴・電子オ
ルガン）、秦真理子（ピアノ・電子
オルガン）、企画・司会：ポプリ

※ やむをえず、出演者、曲目等内容に変
更がある場合がございますのでご了承
ください。

とき　７月31日㈮午前11時～正午
（開場10時30分）
ところ　まなび創造館あさひホール
（ラピオ５階）

第８回モーニングコンサート「ＮＨＫの世界  その２」
～朝ドラ！大河！オリンピック‼～

こまき市民文化財団（市民会館内）（☎ 71‐9700）

7.31（金）

第 8回 モーニングコンサート

の世界 その 2

～朝ドラ！大河！オリンピック!!～

2020

年
11：00～12：00（10：30開場）

まなび創造館あさひホール（ラピオ５階）
小牧市小牧三丁目 555 番地 TEL 0568-71-9848 

【朝ドラ】
アイデア・あなたとトゥラッタッタ
「半分、青い」 「まんぷく」

優しいあの子・フレア
「なつぞら」 「スカーレット」

【大河】
風林火山・江～姫たちの戦国
【オリンピック】
パプリカ・栄光の架橋
★他にもたくさん！
カリキュラマシーン・地上の星
「チコちゃんに𠮟𠮟られる！」 「プロジェクト X」

森のくまさん・浜辺の歌
この広い野原いっぱい・花は咲く

他

企画・演奏 ポプリ
溝口 智子（オカリナ・電子オルガン）

水野 一枝（オカリナ）

長江孔美子（大正琴・電子オルガン）

秦 真理子（ピアノ・電子オルガン）

（ラピオ５階）

9700

入場無料（整理券不要）
主催/（一財）こまき市民文化財団  
共催/ 小牧市・小牧市教育委員会    企画・運営/ ポルタメント小牧
問合せ先/（一財）こまき市民文化財団（小牧市市民会館内）0568－71－9700
※やむをえず出演者・曲目等内容に変更がある場合がございますのでご了承ください。
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、座席数を限定させていただきます。ご入場
できない場合がありますのでご了承ください。
※マスクは必ず着用してください。また、体調の悪い場合は入場をご遠慮ください。

JPQR申込説明会
国内のQRコード決済事業者が提
供する決済サービス（○○Pay）の
QRコードを1つにまとめ、お客様に
とってスムーズな支払いを実現する
統一QR「JPQR」普及事業に参加い
ただける事業者向けの説明会を開催
します。
当日は、事業の概要や申込可能な
QRコード決済サービスなどに関して
説明します。また、内容をご理解い
ただいた上で、その場で普及事業へ
の参加申込みも可能です。お気軽に
ご参加下さい。
とき　７月 28 日㈫午後２時～３時
30 分
ところ　市役所東庁舎５階大会議室
対象　JPQRの導入を検討する事業
者の方
定員　50人
申込み　所定の申込書（商工振興課、
商工会議所、市ホームページなど
に用意）に必要事項を記入の上、
FAX、郵送、メールまたは直接商
工振興課

商工振興課
（〒485‐8650住所不要 
☎ 76‐1112 75‐8283
shoukou@city.komaki.ｌｇ.jp）

「しのおかの桃」を食べよう
７月10日㈮実施の小牧市農業祭
品評会（桃の部）に出品された「し
のおかの桃」を販売します。
とき ７月10日㈮午後０時30分～
※ 正午から整理券配布予定
ところ
▶ＪＡ尾張中央小牧東部営農生活セ
ンター（上末3581☎79‐8000）
▶ＪＡ尾張中央グリーンセンター桃花台店
（高根２‐７‐2 ☎ 79‐6001）
※ 例年実施しておりました市役所庁舎
内での販売は、今年度は実施しませ
ん。ご注意ください。
販売内容　１箱 16個入・18個入
※ 販売数は出品数によって限りがあり
ます。
販売元　市農業祭実行委員会

農政課（☎ 76‐1131）
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