
こども
図書館８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

 3 日、17日㈪
10:10 ～、11:00 ～（20分間） ０～１歳半くらい

10日（月・祝）、24日㈪
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」

5 日、12日、19日、26日㈬
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」

1 日、 8 日、15日㈯
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！」

5 日、12日、19日、26日㈬
11:00 ～ 11:30 ０～３歳

1 日、8 日、15日、22日㈯
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」

1 日㈯、 8 日㈯、9 日㈰、15日㈯、
16日㈰、22日㈯、23日㈰
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」

6 日、20日㈭
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」

1 日㈯、 9 日㈰、23日㈰
11:00 ～ 11:30 ２～ 6歳くらい

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　８月19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１人（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　８月３日㈪午前９時30分か
ら、電話または直接窓口へ
※ 兄弟での参加はできません。

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

子育て★知って楽しい！
情報Week

保育園・幼稚園や小規模保育園に
関する情報の展示、子どもの絵本や
遊びの紹介、保育士によるお楽しみ
があります。
とき　８月17日㈪～30日㈰午前
10時～午後３時
ところ　ラピオ３階子育て世代包括
支援センター
対象　子育て期の家族や就園を迎え
るお子さんを持つ保護者
定員　保育士によるお楽しみの参加
は各10組程度

※ 保育士によるお楽しみは17日㈪・
21日㈮・24日㈪・25日㈫の午前
（10時、10時30分）と午後（2時、
2時30分）から行います。

子育て講座　産前ヨガ
妊娠中の運動不足を解消しながら、
心も体もリフレッシュしましょう。
とき ８月20日㈭午後１時30分～３時
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、妊娠安定期
16～ 36 週未満の主治医の許可
がある健康な妊婦
定員　10人（申込先着順）
※ 託児２人（年少前の３歳まで・要予約）
持ち物　親子健康手帳、バスタオル
１枚、フェイスタオル１枚、水分
服装　動きやすい服装
申込み　８月３日㈪午前９時30分から
12日㈬までに、電話または直接窓
口へ

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。
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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。



内容 　「牛乳パックでハンドスピナー
を作ろう」「ダンボールとペーパー
芯で貯金箱を作ろう」
とき ８月９日㈰～１６日㈰午前１０時～
11時30分、午後１時～３時

※ ８月11日㈫は休館日
※ 時間内は、いつでも参加可能
対象　幼児親子、小学生
申込み　開催日に直接プラザハウス
※ 詳しくは市ホームページ（QRコード）
をご覧ください。

※ 開催中は常設体験教室はお休みです。

夏の子ども体験教室

プラザハウス（☎ 78‐5016）

父母または祖父母と子が楽しめるテ
ニス教室です。まずはボールやラケッ
トに慣れることから始め、楽しくテニス
をしましょう！最終日にはミニゲームに
チャレンジしてみましょう。
とき　９月５日～10月10日毎週土曜
▶第１期　午前10時～11時（全６回）
▶第２期　午前 11 時 20 分～午後
０時20分（全６回）
ところ　まなび創造館スポーツセン
ターアリーナ１
対象　４歳～小学１年生とその父母（ま
たは祖父母）（２人１組）
定員　10組（20人）
料金　1,900円
持ち物　運動のできる服装、室内用
運動シューズなど
申込み　８月15日㈯（必着）までに、必

要事項を記入し、申込フォーム（QRコー
ド）、メール、FAX、往復はがき（１組１枚）
を郵送、または返信用はがきを持参し、
まなび創造館スポーツセンター

【必要事項】①教室名（何期か明記）
②住所③保護者の氏名（ふりがな）④子の
氏名（ふりがな）⑤子の年齢・学年⑥子
の性別⑦電話番号⑧申込フォーム・メー
ル・FAXで申込みの場合は、通知を受
け取れるメールアドレスまたはFAX番号
※ 申込者多数の場合は、市内在住およ
び受講歴のない方を優先し抽選

※ 受講者以外の方の入室はできません。
※ 自然災害等でやむを
得ず教室が休講と
なった場合は、10月
17日㈯に振替します。

第１・２期親子テニス教室

まなび創造館（〒485‐0041小牧３‐555☎ 71‐9844
71‐9840 komaki-entry@linkworks.co.jp）

簡単なステップで、曲に合わせて楽
しく踊ってみましょう！
とき　９月１９日～１０月２４日毎週土曜
午後４時20分～５時10分（全６回）
ところ　まなび創造館スポーツセン
ターアリーナ２
対象　４～６歳の未就学児　
定員　18人
料金　1,900円
持ち物　運動のできる服装、室内用
運動シューズなど
申込み　８月22日㈯（必着）までに、必
要事項を記入し、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、または返信用はがきを持参し、

まなび創造館スポーツセンター
【必要事項】①教室名②住所③氏名（ふ
りがな）④年齢・学年・性別⑤保護
者氏名⑥電話番号⑦申込フォーム・
メール・FAXで申込みの場合は、通
知を受け取れるメールアドレスまたは
FAX番号
※ 申込者多数の場合は、市内在住およ
び受講歴のない方を優先し抽選

※ 受講者以外の方の入室はできません。
※ 自然災害等でやむを
得ず教室が休講と
なった場合は、10月
31日㈯に振替します。

第２期ちびっこHIPHOP教室

まなび創造館（〒485‐0041小牧３‐555☎ 71‐9844
71‐9840 komaki-entry@linkworks.co.jp）

こども
第１期スポットレッスン
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。
とき　９月３日㈭午前11時 30分～
午後１時
ところ　まなび創造館スポーツセン
ターフィットネススタジオ
対象　高校生以上
定員　20人（申込先着順）
料金　一般 530円、高校生 270円
（生徒手帳で確認）
※ まなび創造館・パークアリーナの定
期券・回数券も利用できます。

※ 身体障害者手帳・療育手帳などの
交付を受けている方は、手帳提示に
よる割引制度があります。
持ち物　運動のできる服装、タオル、
水分補給用飲料水

※ ジーンズ、スカート、ベルトが必要な
ズボンなどでの受講はできません。
申込み　当日午前10時 30分から
レッスン開始時間までに、直接ま
なび創造館スポーツセンター

※ 初めてスポーツセンターを利用され
る方は利用者登録の手続きが必要

※ 受講者以外の方の入室はできません。
※ 医師から運動を禁止されている方、妊
娠中の方は参加できません。

まなび創造館スポーツセンター
（☎ 71‐9844）

▲申込フォーム

市ホームページ▶

▲申込フォーム
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ほぼ毎日更新しています
https://www.facebook.
com/city.komaki

ページにいいね！して欲しいコマ♪

市公式 Facebook
知ろ・My・こまき

地元の方言、城（小牧山城）と、
Myこまきとをかけたもので、小牧
の魅力を発信しています。

スポーツ



スポーツ
市制 65周年記念事業  第 59回小牧市民体育大会

■陸上競技
種目
▶一般男子　100m（30 歳未満・
30 歳 代・40 歳 以 上）、200 ｍ、
400ｍ、 400mR、走高跳、走幅跳、
砲丸投、3,000m（40 歳以上）、
5,000m（一般・ジュニア）
▶一般女子　100m、200ｍ、400mR、 
走高跳、走幅跳、砲丸投、3,000m
（一般・ジュニア）
▶中学男子　100m、200ｍ、400ｍ、
800ｍ、400mR、走高跳、走幅跳、
砲丸投、3,000m
▶中学女子　100m、200ｍ、800ｍ、
400mR、走高跳、走幅跳、砲丸投、
3,000m
▶小学男子・女子 1～３年：50m、
走幅跳、4～6年：100m、1,000m、
400mR、走高跳、走幅跳、ジャベ
リックスロー
※ 下線部の種目は愛知駅伝選手選考会
と兼ねる。
とき　10 月３日㈯午前８時 45 分～
（８時 15分集合・受付）
※ 予備日10月４日㈰（少雨決行）
ところ 南スポーツセンターグラウンド
対象　市内在住・在勤・在学の方
※ 詳細は大会要項をご覧ください。
※ 原則として各部門とも先に行われた選
考会とこの大会の２つの大会の記録
で、タイム上位者２人を代表選手とし
ます。（後日文書で通知
します。）
申込期限　８月30日㈰

■サッカー競技（小学の部）
とき
▶６年生以下の部（U12）
　10月17日㈯、11月7日㈯
▶４年生以下の部（U10）
　10月4日㈰、11日㈰
※ 予備日11月22日㈰、29日㈰
ところ　陶運動場、パークアリーナ
小牧サッカーグラウンド
対象 市内在住・在学の小学生で編成
したチーム、または小牧市サッカー
協会登録チーム（監督・コーチを除く）
申込期限　８月15日㈯
監督者会議　９月５日㈯午後７時～
　小牧小会議室
※ 欠席の場合は棄権と
　みなします。

■バドミントン競技（一般の部）
種別 男子ダブルス、女子ダブルス：
シニアの部、Aクラス（上級）の部、
Bクラス（中級）の部、Cクラス（初
心者）の部

※ シニアの部は参加者が３組以下の場
合、Ｂクラスと合同開催します。
とき　10月４日㈰午前９時～
ところ　パークアリーナ小牧メインア
リーナ
対象　市内在住・在勤・在学（高校生
以上）の方
申込期限　９月20日㈰

■バスケットボール競技（中学生の部）
とき　９月 13 日 ㈰、20 日 ㈰、
21日（月・祝）、22日（火・祝）
ところ　勤労センター体育館
対象　市内在住・在学の中学生で編
成されたチーム

※ チームエントリーは無制限、ゲームエ
ントリーは18人以内
申込期限　８月15日㈯
監督者会議　８月 22日㈯午前 9 時
30 分～パークアリーナ小牧会議
室 A

■軟式野球競技（中学の部）
とき　９月２０日㈰、２１日（月・祝）、
２２日（火・祝）
※ 予備日９月２６日㈯
ところ　南スポーツセンター（予備日 
小牧中学校）
対象　全員が市内在住・在学の中学
生で編成されたチームまたは市軟
式野球連盟加盟チーム

※ １チーム２５人以内（１試合ごとの出場
選手登録は２０人以内）、監督、コーチ
は成人で、市内在住・在勤者に限る。
申込期限　８月14日㈮
監督者会議　８月 21 日㈮午後７時～
パークアリーナ小牧会議室Ｂ（受付：
午後６時 30分～）

※ 悪天候による実施の可否は午前７時
30分に決定します。

※ 軟式野球競技：問合せ先　
　 古賀 ☎ 0586‐76‐9518
　 今井 ☎ 73‐2063

■空手道競技
▶形 小学生有級の部 1・2 年生、
３・４年生の部、５・６年生の部、有
段の部／中学生有級の部、中学生
有段の部／一般女子の部（高校生以
上）／一般男子有級の部（高校生以
上）、一般男子有段の部（高校生以上）
▶組手 小学生１・２年生の部、３・４年
生の部、５・６年生男子の部、５・６年
生女子の部／中学生男子の部、女子
の部／一般女子の部（高校生以上）／
一般男子有級の部（高校生以上）、
一般男子有段の部（高校生以上）

※ 男女別の区分がない部門は男女混合
とき 10月４日㈰　受付午前９時～
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・在学の者また
は市空手道連盟会員
申込期限　９月６日㈰
監督者会議　９月 20 日㈰午後６時～
パークアリーナ小牧会議室B

▶申込み　各申込期限（必着）までに、
所定の用紙に必要事項を記入し、郵送、
メールまたは直接スポーツ協会
※ 申込用紙はパークアリーナ小牧、東部・
味岡・北里の各市民センター、勤労セ
ンター、中部公民館、青年の家、ま
なび創造館、南スポーツセンター、さ
かき運動場、総合運動場、大輪体育館、
ゆう 友 せいぶ、ふらっとみなみ、ス
ポーツ協会ホームページに用意

※ 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、同意・承諾
したうえでお申し込みください。

スポーツ協会（〒485‐0016間々原新田 737☎ 73‐3330 taikyo-k@ma.ccnw.ne.jp）※第４木曜日休み

　 古賀 ☎ 0586‐76‐9518

　９月20日㈰

バスケットボール競技（中学生の部）
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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

スポーツ
愛知万博メモリアル

第 15回愛知県市町村対抗駅伝競走大会選手選考会
種目　小学男子・女子1,000ｍ、中
学男子・女子3,000ｍ、ジュニア
男子5,000ｍ、ジュニア女子3,000ｍ、
一般男子5,000ｍ、一般女子3,000ｍ、
一般男女（40歳以上）3,000ｍ
とき　９月12日㈯午前９時 30分～
（集合・受付９時～）
※ 小雨決行
※ 予備日９月13日㈰
ところ 南スポーツセンターグラウンド
対象　原則、市内在住の方
※ 詳細は大会要項をご覧ください。
申込み　８月30日㈰までに、所定の
用紙に必要事項を記入し、郵送、
メールまたは直接スポーツ協会

※ 申込用紙はパークアリーナ小牧、東部・
味岡・北里の各市民センター、勤労セ
ンター、中部公民館、青年の家、ま
なび創造館、南スポーツセンター、さ
かき運動場、総合運動場、大輪体育館、
ふらっとみなみ、ゆう 友 せいぶ、ス
ポーツ協会ホームページに用意

※ 原則として各部門ともこの選考会と後
日開催される、「第59回市民体育大
会陸上競技大会」の２つの大会の記録
で、タイム上位者２人を代表選手とし
ます。（後日文書通知します。）

スポーツ協会（〒485‐0016間々原新田 737☎ 73‐3330 
taikyo-k@ma.ccnw.ne.jp）※第４木曜日休み

第１期エアロビクス教室
中上級

エアロビクス経験者向けの教室で
す。心肺機能を高め、楽しみながら
体力の向上、ストレス解消が期待で
きます。
とき　9月6日～ 10月11日毎週
日曜日　午前11時 30分～午後
０時30分（全６回）
ところ　まなび創造館スポーツセン
ターフィットネススタジオ
対象　18歳以上の方
定員　20人
料金　3,800円
申込み ８月 16日㈰（必着）まで
に、必要事項を記入し、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、
または返信用はがきを持参し、ま
なび創造館スポーツセンター

【必要事項】①教室名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申込フォーム・メール・FAXで申
込みの場合は、通知を受け取れるメー
ルアドレスまたはFAX番号
※ 申込者多数の場合は、市内在住・在
勤・在学の方を優先し抽選

※ 受講者以外の方の入室はできません。
※ 医師から運動を禁止されている方や
妊娠中の方は受講できません。

※ 自然災害等でやむを得ず教室が休講
となった場合は、10月 18日㈰に
振替します。

まなび創造館（〒485‐0041
小牧３‐555☎71‐9844
71‐9840 komaki-

entry@linkworks.co.jp）

申込フォーム▶

■テニス（後期）【初心者～中級】
とき　９月８日㈫、15日㈫、18日㈮、
25日㈮、29日㈫、10月13日㈫、
16日㈮　午前10時～正午
ところ　パークアリーナ小牧メインア
リーナ
対象　市内在住・在勤・在学の方
定員　25人（最低催行人数10人）
※ 申込者多数の場合は８月17日㈪午前
10時からスポーツ協会で抽選。
料金　2,900円（傷害保険料含む）
持ち物　屋内用運動靴、運動着、ラケッ
ト（お持ちの方）

■卓球（後期）
とき　９月２日㈬、９日㈬、16日㈬、
23日㈬、10月14日㈬、21日㈬、
28日㈬

ところ パークアリーナ小牧メインア
リーナ
対象　市内在住・在勤・在学の方
定員　40人（最低催行人数10人）
※ 申込者多数の場合は８月17日㈪午前
10時からスポーツ協会で抽選。
料金　2,900円（傷害保険料含む）
持ち物　屋内用運動靴、運動着、ラケッ
ト（お持ちの方）

▶申込み　8月16日㈰（必着）までに、
申込フォーム（QRコード）または
往復はがき（1人 1枚まで）に「○

○教室申込み」と朱記し、参加者
（１枚１人まで）の住所・氏名・性別・
年齢・勤務先（在勤者のみ）・
学校名（在学者のみ）・電話番号
を記入し、スポーツ協会

※ 上記の必要事項が明記されていない
場合は無効

※ 参加者の重複している申込みは無効
※ 参加通知書を受け取った方は、初回
実施日に参加料をご持参ください。

※ 受付時間：午前８時30分～午後７時
※ 抽選の結果および受講決定はメール
または返信用はがきにて通知します。
（当選権利を他人に譲ることはできま
せん）

市民スポーツ教室

スポーツ協会（〒485‐0016間々原新田 737☎ 73‐3330 ）
※第４木曜日休み

◀テニス
　申込フォーム

卓球
申込フォーム▶
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広報こまきクイズクイズクイズ クイズ正解者の中から抽選でプレゼントが当たります。
当選者の発表は、チケットの発送をもって代えさせていただきます。

＜はがき＞
〒 485‐ 8650　住所不要
広報広聴課「広報クイズ」係
＜メール＞
kohokocho@city.komaki.lg.jp
件名→「広報クイズ係」

今月のプレゼント（5名様）

8/10（月・祝） 締切
スマホから
QRコードで
簡単に応募
できます。

Q.中部フィルハーモニー交響楽団は
A.今年で〇〇周年！

広報クイズ

応募方法

　　※ヒントは特集ページ

〇〇に入る数字を記入し、郵便番号、
住所、氏名、電話番号を書いて下記の
方法でご応募ください。

こまき山反射シール・交通安全折り紙

シルバー人材センター
会員入会説明会

内容　豊富な人生経験、仲間づ
くり、生きがい発見、社会貢献
など、目的達成をめざして会員
として働いてみませんか。会員
それぞれの能力に合った仕事を
紹介します。
※シルバー保険などにも加入します。
とき　毎月第１・第３水曜日午後
２時～（１時間半程度）
※祝日、年末年始を除きます。
ところ　シルバー人材センター
東棟２階会議室
対象　原則 60 歳以上で市内在
住の健康で働く意欲のある方
申込み　直接シルバー人材セン
ター
※入会していただくには、入会説明
会への参加が必要です。

シルバー人材センター
（☎ 76‐4710）

高齢化が進展し、増えている要
支援者など支援が必要な高齢者を
支えようとNPO法人や住民の団
体が居宅での生活援助、通いの場
の運営、移動支援を行うなど住民
主体の活動が行われています。こ
うした活動を介護保険のサービス
として位置づけるとともに、多様
な担い手による介護予防・生活支
援住民主体サービスの充実を図る
ため、実施する団体に対し補助金
を交付します。
サービス利用対象者　65歳以上
の介護保険被保険者で次のい
ずれかに該当する方

・ 事業対象者（お住まいの地区
の地域包括支援センターへ相
談の上、基本チェックリストを
実施し、該当する方）

・ 要支援者（要支援１および要支
援２）
補助対象団体
・ 構成員が５人以上であること
・ 政治活動または宗教活動を目的
としないこと

・ 団体の構成員が、暴力団員で
ないことおよび暴力団または暴
力団員と密接な関係を有してい
ないこと

・ 法人市民税の課税対象である団
体の場合は、市民税の申告を行っ
ており、市税を滞納していない
こと

補助対象事業
▶住民主体訪問型サービス　住民
主体による自主活動として行う
生活援助（ゴミ出し、掃除、洗濯、
買い物、調理等）の支援
▶移動支援訪問型サービス（Ⅰ）住
民主体による通院や買い物等に
際し自動車による送迎の乗降介
助支援
▶移動支援訪問型サービス（Ⅱ）　
住民主体通所型サービスや一般
介護予防事業の通いの場への自
動車による送迎支援
▶住民主体通所型サービス　要支
援者や事業対象者を中心とする
運動、交流等の多様な活動を行
う場（体を動かす活動や交流を
深める場等）の提供支援
補助対象経費 事務費、事業費、
賃借料など（対象事業によって補
助対象となる経費が異なります）
※ 事業の実施を検討される団体につき
ましては、事前に介護保険課へご相
談ください。
※ 補助金の申請方法や補助金額、補
助対象となる事業、経費等の具体的
な要件等については、介護保険課へ
直接お問い合わせください。

介護予防・生活支援住民主体サービスが始まりました

介護保険課（☎76‐1153）

内容　歯科健診（むし歯の有無、
歯周疾患の有無、顎関節異常
の有無、粘膜疾患の有無など）、
個別歯みがき指導、歯科相談
とき
① ８月２７日㈭午前9時３０分～
　  11時15分
　② ９月１０日㈭午後１時３０分～
　  ３時15分
※受付時間が異なります。詳細は
保健センターまでお問い合わせ
ください。
ところ　保健センター
対象　20歳以上の方もしくは妊
娠中の方（いずれも住民登録
のある方）
定員　30人
申込み　①は８月26日㈬、②は
９月９日㈬までに、電話などで
保健センター

成人歯科健診

保健センター（☎ 75‐6471）
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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。

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。

福祉・健康



広報こまきクイズクイズクイズ クイズ正解者の中から抽選でプレゼントが当たります。
当選者の発表は、チケットの発送をもって代えさせていただきます。

＜はがき＞
〒 485‐ 8650　住所不要
広報広聴課「広報クイズ」係
＜メール＞
kohokocho@city.komaki.lg.jp
件名→「広報クイズ係」

今月のプレゼント（5

8/10（月・祝） 締切
スマホから
QRコードで
簡単に応募
できます。

Q.中部フィルハーモニー交響楽団は
A.今年で〇〇周年！

広報クイズ

応募方法

　　※ヒントは特集ページ

〇〇に入る数字を記入し、郵便番号、
住所、氏名、電話番号を書いて下記の
方法でご応募ください。

今月のプレゼント
こまき山反射シール・交通安全折り紙こまき山反射シール・交通安全折り紙こまき山反射シール・交通安全折り紙こまき山反射シール・交通安全折り紙こまき山反射シール・交通安全折り紙こまき山反射シール・交通安全折り紙こまき山反射シール・交通安全折り紙

福祉・健康

※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

小牧市、岩倉市、大口町および扶
桑町の区域における成年後見制度利
用促進計画策定にあたり、公募委員
を募集します。
任期　委嘱の日から令和４年３月31日
（６回程度予定）
対象　下記条件を満たす方
・ ７月１日現在小牧市に住所を有する
満 20歳以上の方

・ 成年後見制度に関心が高い方

・ 平日午後に開催予定の委員会に出
席できる方
定員　１人
申込み ８月17日㈪（必着）までに、
応募用紙に必要事項を記載し、郵送、
メールまたは直接尾張北部権利擁護
支援センター

※ 応募用紙は尾張北部権利擁護支援
センターホームページ（https://
owarihokubu-kenriyougo.net）に掲載

「成年後見制度利用促進計画策定委員会」委員

尾張北部権利擁護支援センター（〒485‐0041小牧 5‐407
ふれあいセンター２階 ☎ 74‐5888 mail@owarihokubu-kenriyougo.net）

募　集

10月１日からロタウイルスワク
チンが定期予防接種になります。
体調の良いときに早めに接種しま
しょう。
※市外の医療機関で接種する方は必
ず事前に保健センターで手続きが
必要です。
対象者　令和２年８月１日生まれ
以降の方
ワクチンの種類
▶２回接種ワクチン　出生６週０日
から２４週０日までの間にある人
▶３回接種ワクチン　出生６週０日
から３２週０日までの間にある人
※上記のどちらかをご選択ください。
※標準開始年齢は、生後２カ月から
になりますので、予診票は９月中

旬以降順次ヒブ・肺炎球菌・B型
肝炎と同時期に、個別発送します。
※詳しくは、予診票と同封の説明書
をお読みください。
※令和２年７月31日までの生まれの
方は、定期接種の対象には該当し
ませんが、市の一部助成の制度が
ありますので希望の方は接種を受
けられます。手続きは、市内の医
療機関であれば、助成金額を引い
た額を医療機関で支払い、市外の
医療機関であれば、医療機関で全
額支払い後、保健センターで手続
きが必要です。

ロタウイルスワクチン予防接種

保健センター（☎ 75‐6471）

募　集
市民舞台芸術祭出演団体
こどもや若い世代の発表や鑑賞の
機会として、市民舞台芸術祭を開催
します ！ 演劇・ミュージカルの出演
団体を募集します。
開催期間　12 月～令和３年３月の
土曜日または日曜日

※ 公演日については調整を行います。
公演場所　東部・味岡・北里の各市
民センター・まなび創造館・公民
館講堂など市内施設
応募資格
・ 市内在住・在学・在勤者が出演者
の半数以上を占める団体・グルー
プで、特定の思想、宗教を啓蒙し
ない団体であること

・ 団体の代表者は会議に出席し、市
民舞台芸術祭の実施およびＰＲに
協力ができること

・ 他団体の公演日に受付や駐車場
整理等の協力ができること

・ １～２時間程度の公演を行うことが
できること
助成金　１団体につき16万円以内
※ 出演団体には、チラシ・ポスター配
布、ホームページ掲載などの広報
の協力を行います。
定員　３団体程度
※ 申込多数の場合審査あり
申込み　８月２２日㈯（必着）までに、
所定の応募用紙（市内公共施設
に用意）に必須事項を記入の上、
郵送でこまき市民文化財団

※ 所定の応募用紙は８月に市内公共施
設へ設置します。

こまき市民文化財団
（〒485‐0041小牧2‐107

☎71‐9700）
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市民病院職員
市民病院職員　令和３年４月１日採用

試験区分 採用予定人数 受験資格

管理栄養士 １人程度 平成４年４月２日以降に生まれた方で、令和３年３月管
理栄養士資格取得見込者または資格取得者

作業療法士 ２人程度 平成４年４月２日以降に生まれた方で、令和３年３月作
業療法士資格取得見込者または資格取得者

言語聴覚士 ２人程度 平成４年４月２日以降に生まれた方で、令和３年３月言
語聴覚士資格取得見込者または資格取得者

胚培養士
（エンブリオロジスト
または胚培養士）

１人程度

平成２年４月２日以降に生まれた方で、以下①、②の
いずれにも該当する方
①臨床検査技師資格取得者
②日本臨床エンブリオロジスト学会認定の「認定臨床
　エンブリオロジスト」または日本卵子学会認定の「生
　殖補助医療胚培養士」

提出書類
・小牧市民病院職員採用試験申込書
・卒業証明書または卒業見込証明書
・資格免許証の写し（有資格者のみ）
１次試験
▶とき　９月５日㈯午前８時30分集合
▶内容　教養試験、専門試験、適性
検査、作文
２次試験　10月上旬に面接

※ 採用内定者については、後日健康診
断を実施します。
試験会場　市民病院講堂
申込み　８月25日㈫（消印有効）ま
でに、郵送で病院総務課

病院総務課（〒485‐8520住所不要 ☎ 76‐1410）

飲料水等自動販売機設置事業者
募集場所・申込み・問合せ先

募集場所 申込み・問合せ先 電話
市民四季の森 みどり公園課 ☎ 76‐1191

さかき運動場

文化・スポーツ課 ☎ 76‐1167

総合運動場

スポーツ公園

南スポーツセンター

市民会館・市公民館

消防署、各支署 消防総務課 ☎ 76‐0222

自動販売機の種類　清涼飲料水、牛
乳等の飲料、氷菓、電子レンジ付
冷凍食品、パンなど
設置期間　３年間（10 月１日から
令和５年９月30日）
選定方法　制限付一般競争入札
入札日時　９月１日㈫午前10時から
申込み　８月３日㈪から24日㈪まで
に、制限付一般競争入札参加申込書
（市ホームページに用意）を、直接
各担当課

※ 詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい。

募　集
市営住宅空家入居者募集

内容　入居者の募集（一般世帯向）
対象　市営大輪住宅１棟404号、３棟
３０４号
家賃　23,400円～38,100円
※ 入居者の収入によって決定
敷金　家賃月額の3カ月分
保証人　１人
入居指定日　12月１日㈫
案内書配布期間　８月17日㈪～９月
14日㈪
案内書配布場所　建築課（東庁舎
1階、閉庁日は除く）、東部、北里、
味岡の各市民センター
申込み　９月７日㈪～１４日㈪（消印
有効、閉庁日を除く）までに郵送
または直接建築課

※ 受付時間：午前８時 30 分～午後
５時 15分
抽選日　９月29日㈫午前10時より
東庁舎１階会議室１‐１

建築課（☎ 76‐1143）

自衛官
■自衛官候補生
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１42，100円（３カ月間）
▶３カ月後２士に任官後の任用一時金
　２２１，０００円
▶２士任官後　月額１７９，１００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

※ 上記以前の採用は、お問い合わせく
ださい。
応募資格　採用予定月の１日現在、
18歳以上33歳未満の男女
試験期日 受付時にお知らせします。
応募受付　年間を通じて行っており
ます。

自衛隊愛知地方協力本部
小牧分駐所（☎ 73‐2190）
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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

こまき新産業振興センター　ビジネストレンドセミナー
「全体像を把握すれば怖くない！AI ‐OCRを体験しよう！」

こまき新産業振興センター（☎ 75‐3900 75‐3900）

人工知能を利用した高精度な文字
認識 AI‐OCR、業務で活用していく
為のポイント等を解説します。
内容
・前半 ３０分で理解するAI‐OCRの世
界～経営効果を出す為の勘所とは～

・後半 AI‐OCR×RPAの導入事例紹介
※ 帳票の読取体験も行います
とき ８月27日㈭午後３時～４時30分
ところ　こまき新産業振興センター
セミナールーム

講師　青木真紀人氏（RPAテクノロ
ジーズ㈱） 
対象 市内で事業を営んでいる方など
定員　15人
申込み こまき新産業振興センター
ホームページから直接申込み、また
は申込書（こまき新産業振興セン
ター、商工振興課、市ホームページ
に用意）に必要事項を記入し、
FAX、または直接こまき新産業振
興センター

曲目
▶第１部 親と子の心の世界を朗
読・映像・音楽で 絵本『手ぶく
ろを買いに』を朗読と映像にのせて
「パスピエ」「シューベルトの子守歌」
ほか
▶第２部　水 光 夢の世界をソロ・ア
ンサンブルで 「アラ・ホーンパイプ」
「ます」「水族館」「トロイメライ」
「カルメンファンタジー」　ほか
演奏 朗読・歌・オーボエ：大寺マリコ
　マリンバ・パーカッション：伊藤真美
　ソプラノ：長江希代子・山北美奈子
　サックス：谷口はる香・中島諒子・
水野彩香、ピアノ・連弾：河口文子・
新田陽子（吾亦紅）

　企画・司会：落合節子
とき　８月 30 日㈰午後２時～４時
（開場1時15分）
ところ　東部市民センター講堂
定員　制限あり
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、席数を制限させていただきま
す。また、親子室の利用はできません。

第 133回サンデーコンサート「Ｆａｎｔａｓｉａ」
～音楽が紡ぐ夢の世界～

こまき市民文化財団（☎ 71‐9700）
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KIA 第 70回国際理解講座

国際交流協会（☎ 76‐0905 71‐8396 kia@ma.ccnw.ne.jp）

■「外国人に伝わる日本語とコミュ
ニケーション」
多くの留学生指導経験に基づき、
外国人に分かりやすい日本語とコミュ
ニケーションについてお話しいただき
ます。
とき　９月12日㈯午後２時～４時
ところ　市公民館４Ｆ視聴覚室
講師 馬

ま
燕
えん
氏（愛知文教大学教授）

定員　20人（申込先着順）
※ 市内在住・在勤・在学、KIA 会員優先
申込み　８月４日㈫から９月５日㈯まで
に、必要事項をFAX・メールまたは

電話で直接国際交流協会
【必要事項】①名前、②市内在住・
在勤・在学③会員または一般の区
別、④年齢／学年、⑤電話番号

公園緑地協会
非正規職員（管理作業員）
■管理作業員
内容　市内の公園・児童遊園の植栽、
施設・緑地・街路樹・花壇などの
維持管理作業
応募資格　準中型自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）以上を有する者
募集人数　10人程度
勤務開始日　10月１日㈭
勤務場所　協会間々原新田事務所ま
たは市民四季の森管理事務所（異
動あり）
勤務時間　午前８時30分～午後５時
（休日は原則土・日、祝日、年末年始）
時給　１，２４０円（期末手当等を条件
に応じ支給）
申込み　８月14日㈮までに、履歴書
（写真貼付）を直接公園緑地協会
面接日　８月20日㈭、21日㈮
面接会場　協会間々原新田事務所
※ 受付・問合せ時間：午前９時～午後
４時30分（土・日、祝日を除く）

公園緑地協会（☎ 68‐7551）

募　集催　し

催　し
プラネタリウムイベント

■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　夏の星座案内と星の人魚姫
とき　８月１５日㈯午前10時３０分～
（約40分）
ところ 中部公民館５階プラネタリ
ウム
定員　40人（先着順）
料金　100円
※ 中学生以下無料

©GOTO

中部公民館（☎ 75‐1861）



KIA 各種講座
申込み　各申込み期間中に、受講料
を添えて直接国際交流協会

■英語基礎講座
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　９月11日～ 11 月
13日の毎週金曜日午後１時～３時
（全 10回）
▶中級クラス ９月18日～12月４日
の毎週金曜日午前 10 時～正午
（全 10回）
※ １０月２日、１１月２０日を除く
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 11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。
申込期間　８月１日㈯～ 22日㈯
※ 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）

■ハングル講座（入門）
話してみよう、はじめてのハングル！
とき　９月８日～11月24日の毎週
火曜日午前10時～正午（全10回）

※ 9/22、11/3は除く
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 11人（先着順）
※ 最少開講人数６人
受講料　会員3,000円、一般6,000円
※ テキスト代含む
講師 金

きむ
慧
へ
林
りむ
 先生

申込期間　８月１日㈯～８月29日㈯
※ 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）

国際交流協会（☎ 76‐0905）

催　し

音楽で小牧の夏を彩る「こまぶん
フェスタ」を今年も開催！本格的なオー
ケストラやジャズ、アイリッシュ、ＤＪ
など、プロのアーティストのパフォー
マンスが盛りだくさん ！ ！ さまざまな
「世界の音楽」との出会いと新たな発
見に満ちた、人と音楽を未来へつなぐ、
魅力満載の祭典です。
とき　８月23日㈰午前10時～午後
６時（オープニングセレモニー：
10時～）
ところ　市民会館・公民館

■公民館講堂のイベント
▶「ライブハウスＫＯＭＡＢＵＮ」　音
楽が紡ぐ、出会いと発見がいっぱ
い！多彩なジャンルの音楽をお楽し
みください。

※ 開場は各イベントの開演15分前
①ＤＪ　午前10時15分～10時45分
②馬頭琴　正午～０時30分
③ハンドパン　午後１時～１時30分
④アイリッシュ　午後２時～２時30分
⑤ジャズ　午後３時～３時45分
料金　無料
※ 全席自由（要整理券）

■市民会館 大ホールのイベント
▶「よちよち親子のはじめてコンサー
ト」　０歳から楽しめるファミリーコ
ンサート。コンサートデビューに
ぴったりです。
時間 午前11時～11時30分（開場
10時15分）
料金　無料
※ 全席指定（要整理券）

▶「未来と世界をつなぐオーケスト
ラコンサート」　中部フィルハーモ
ニー交響楽団のオーケストラ演奏
とオーケストラ＆ＤＪの異色のコラ

ボレーションの２部構成。年齢制限
はございませんので、小さなお子
様から楽しめます。
時間 午後４時30分～６時（開場３時
45分）
料金　500円
※ 全席指定
※ 中学生以下無料（要整理券）
チケット販売・整理券配布　８月２日㈰
午前９時30分から、オンラインチ
ケットサービス（http://www.
komaki-bunka.or.jp）、市民会館、
東部・北里・味岡の各市民センター、
まなび創造館窓口

※ オンラインチケットサービスのご利用
には、チケット代の他に各種手数料が
かかる場合があります。

※ 施設により開館時間、休業日が異なり
ます。
電話予約　８月２日㈰午後１時からこま
き市民文化財団（月曜休館）

※ ８月４日㈫以降は午前９時～午後5時
※ 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）
▶入金または引き換え方法
①各販売窓口またはセブン－イレブンで
引き換え

②銀行振込
③現金書留でチケット代をこまき市民文
化財団へ郵送

※ ②、③については公演当日会場でチ
ケットをお渡しします。

こまぶんフェスタ２０２０「つ
TSUNAGU
なぐ～世界の音楽の広場～」

こまき市民文化財団（☎ 71‐9700）

222020
8.1広報

※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。

特別定額給付金特別定額給付金
一人あたり一人あたり10万円10万円給付給付

申請受付中申請受付中
　特別定額給付金の申請期限は、8 月 20日㈭（消印有効）です。
　対象の世帯には申請書を発送していますが、申請書が届いていない
場合や紛失した場合はお早めにお問い合わせください。

問合先問合先　特別定額給付金コールセンター（☎ 76‐ 2567）特別定額給付金コールセンター（☎ 76‐ 2567）
             行政改革課（☎39‐ 5593）             行政改革課（☎39‐ 5593）
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催　し
栗コーダーカルテット　ほのぼのコンサート

　ＮＨＫ Ｅテレ「ピタゴラスイッチ」で
お馴染みの栗コーダーカルテットが、
オリジナル曲をはじめ、ヒット曲を集
めたライブを開催。子どもから大人
まで幅広い層に支持される、ほのぼ
のとした音楽をお楽しみください。
とき　11月１日㈰午後２時開演（１時
15分開場）
ところ　味岡市民センター講堂
出演　栗コーダーカルテット、安宅浩
司（ゲスト）
料金
▶一般　2,000円、アートフレンド
会員1,500円
▶ U25　1,000 円、アートフレンド
会員800円

※ 全席指定
※ U25チケットは公演当日に25歳以下
の方が対象です。公演当日に年齢確
認のできる証明書（学生証・運転免
許証など）をお持ちください。

※ 3歳以上有料、2歳以下入場不可
チケット販売　８月14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（http://
www.komaki-bunka.or.jp）、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186‐143）
※ オンラインチケットサービス、チケット
ぴあのご利用には、チケット代の他に
各種手数料がかかる場合があります。

※ 施設により開館時間、休業日が異なり
ます。
電話予約　８月14日㈮午後１時から
こまき市民文化財団（月曜日休館）

※ ８月15日㈯以降は午前９時～午後５時
※ 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）
▶入金または引き換え方法
①各販売窓口またはセブン－イレブンで
引き換え

②銀行振込
③現金書留でチケット代をこまき市民文
化財団へ郵送

※ ②、③については公演当日会場でチ
ケットをお渡しします。
アートフレンド会員の先行予約期間
８月８日㈯～
※ 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
化財団のみで受付）で承ります。受付
初日は、窓口でのご予約はできません。
託児　1歳以上の未就学児、定員５人
（申込先着順）
※ 料金：お子さん１人につき1,000円
※ ご希望の方は、10月22日㈭までにこま
き市民文化財団へお申し込みください。

こまき市民文化財団（☎ 71‐9700）

農政課（☎ 76‐1131）

　農産物総合品評会に出品された
「ぶどう・いちじく・梨」を販売します。
とき　８月21日㈮午後３時 30分ご
ろ（品評会終了後）
ところ　ＪＡ尾張中央グリーンセン
ター桃花台店
　（高根２‐７‐２ ☎79‐6001）
※ 販売元：市農業祭実行委員会
※ 例年実施している市役所庁舎内での
販売は、今年度は実施しません。ご
注意ください。

ぶどう・いちじく・梨の即売会

令和２年度　れきしるこまき講座
■演題 「９０分後、石垣の見方がかわ
るお話」　お城マニア、観光ライター
として城めぐりの面白さを伝えるため、
テレビ 等に出演する、いなもとかおり
氏をお招きして、お城の中でも特に『石
垣』に焦点を当てて、石垣の見方に
ついてお話しいただきます。
とき　９月６日㈰午後１時30分～３時
（午後１時開場）
ところ　れきしるこまき内レクチャー
ルーム
講師　いなもと かおり氏（お城マニ
ア・観光ライター）

定員　40人（申込先着順）
料金　無料
※ 常設展を観覧される高校生以上の方
は１００円
申込み　８月10日（月・祝）午前９時か
ら電話、FAXまたはメールでれき
しるこまき

れきしるこまき（☎ 48‐4646 75‐4651
komakiyama@komaki-bunka.or.jp）

ケアマネジャーを目指す方の
ためのお仕事説明会

内容　ケアマネジャーの仕事につい
て、市社会福祉協議会の現役ケア
マネジャーが経験談等を交えて説
明をします。

※ 就職説明会とは異なる内容です。
とき ９月12日㈯午前10時～11時
30分
ところ　ふれあいセンター３階大会
議室
対象　ケアマネジャーを目指す方・
資格を有しているが実際業務に就
いていない方

※ 市内在住の方を優先
定員　15人（申込先着順）
申込み　事前に電話で社会福祉協
議会（担当　森脇）

社会福祉協議会（☎77‐2902）
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インスタグラム
nstagram
公式アカウント

komaki_city
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小牧市小牧市小牧市

komaki city

1. インスタグラム公式アプリを
インストール

2. 小牧市 PR 隊公式アカウント
（komaki_city）をフォロー
3. ハッシュタグ#lovekomaki を
付けて、小牧の魅力あふれる
写真を投稿しよう！

◀インスタグラム
小牧市 PR隊▶



催　し
駒来落語会　春風亭昇太　独演会

笑点６代目司会者としても大人気 ！
若くして芸術祭大賞をはじめとして数々
の賞を受賞するなど、新作・古典問わ
ず高い評価を得ている実力派真打の落
語をたっぷりとお楽しみください。
とき　10 月 11 日㈰午後２時開演
（１時15分開場）
ところ　市民会館大ホール
出演　春風亭昇太
料金
▶一般　3,500円、アートフレンド会
員3,000円
▶U25　1,000円、アートフレンド会
員800円

※ 全席指定、お一人様２枚まで
※ U25チケットは公演当日に25歳以下
の方が対象です。公演当日に年齢確
認のできる証明書（学生証・運転免
許証など）をお持ちください。

※ 未就学児の入場はご遠慮ください。
チケット販売 ８月21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（http://
www.komaki-bunka.or.jp）、市民
会館

※ 本公演はオンラインチケットサービス
および市民会館でのみチケットを取り
扱います。市内各市民センターおよび

まなび創造館では、ネットまたは電話
で予約された方のチケット引き換えの
み承ります。

※ オンラインチケットサービスのご利用
には、チケット代の他に各種手数料が
かかる場合があります。

※ 月曜日は休館日のため、市民会館で
のチケットの取り扱いはありません。
電話予約　８月21日㈮午後１時からこ
まき市民文化財団（月曜日休館）

※ オンラインチケットサービスおよび窓
口販売で完売した場合、電話予約は
できません。

※ ８月22日㈯以降は午前９時～午後５時
※ 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）。
▶入金または引き換え方法
①各販売窓口またはセブン－イレブンで
引き換え

②銀行振込
③現金書留でチケット代をこまき市民文
化財団へ郵送

※ ②、③については公演当日会場でチ
ケットをお渡しします。
アートフレンド会員の先行予約期間
　８月15日㈯～

※ 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
文化財団のみで受付）で承ります。受
付初日は、窓口でのご予約はできま
せん。

※ アートフレンド会員先行予約分の座席
数には限りがあります。
託児　1歳以上の未就学児、定員５人
（申込先着順）
※ 料金：お子さん１人につき1,000円
※ ご希望の方は、10月１日㈭までにこま
き市民文化財団へお申し込みください。

※ 本公演は定員を半数程度に減らして配
席しております。

こまき市民文化財団（☎ 71‐9700）

こまなびカルチャー講座「安田文吉先生と廻る地芝居舞台」
長年に渡り南山大学にて教鞭を執

り、県内各地の生涯学習講座にて数多
く講師を務められている安田教授を講
師にお招きして、専門家の見地から中
部地区に伝わる地芝居の魅力を学びま
す。更にはフィールドワークとして岐阜
県に現存する芝居小屋を見学して見分
を広めます。
講師　安田文吉氏 （東海学園大学客
員教授・南山大学名誉教授）

■第１回：地芝居の魅力とたのしみ
とき 10月３日㈯午後２時～３時30分
ところ　市公民館４階視聴覚室
内容　歌舞伎の基礎用語や舞台の仕
組みなど資料を見ながら学びます。
■第２回：舞台機構の謎解き
とき　11月１４日㈯午前９時30分～
午後５時 30分（予定）

内容 岐阜県内の地芝居小屋の舞台機
構を安田先生の解説で探索します。

※ フィールドワーク予定：相生座（岐阜
県瑞浪市）、白雲座（岐阜県下呂市）

※ バスツアー形式でフィールドワークを
実施します。なお新型コロナウイルス
感染拡大防止対策により、間隔を空け
た配席となります。

※歌舞伎鑑賞はありません。
定員　29人
※ 申し込み多数の場合は、市内在住・在
勤・在学を優先して抽選
対象　18歳以上の方
料金　受講料 1,000 円、フィールド
ワーク費１，４２８円予定（昼食費・
入場料等）
申込み　９月３日㈭（必着）までに、
①講座名「安田文吉先生と廻る地芝
居舞台」②郵便番号・住所 ③氏名・

ふりがな ④年齢・性別 ⑤電話番号
を記入し、往復はがきで郵送、また
は返信用はがきを持参して、直接こ
まなびサロン

※ こまき市民文化財団ホームページの
「生涯学習情報サイトこまなび」からも
ＷＥＢ申込できます。

※ はがき１枚で２人まで申し込めます。
ＷＥＢ申込は備考欄に記入してくださ
い。（抽選は２人1組として行います）

※ 両日ともにご参加いただける方のご応
募をお願いします。

こまき市民文化財団　こまなびサロン
（ 〒485‐0041小牧 2‐107　☎ 77‐8269）
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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
男女共同参画講座　～仲間を作ろう！～

映画「おっさんずルネッサンス」トーク&上映会

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

定年後の人生は大丈夫？「花の似
合う」おっさんたちを映画で見よう！
大府市を舞台にしたドキュメンタリー
映画『おっさんずルネッサンス』監
督　髙野史枝氏の講演と共にお楽し
みください。
映画鑑賞後、座談会を開催します。
あなたも映画の男性のように充実した
セカンドライフを手に入れませんか？
とき　10月３日㈯午後２時～４時
ところ　まなび創造館あさひホール
講師　髙野史枝氏（映画監督）
定員　100人（申込先着順）
※ 車いす席２席あり
申込み　必要事項を記入し、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座談会へ参加希望の有無⑧申込
フォーム・メール・FAXで申込み
の場合は、通知を受け取れるメー
ルアドレス・FAX番号

歴史館 忍者衣装試着体験

　忍者衣装を身にまとい、戦国時代
にタイムトリップしよう ！
とき ８月１日㈯から毎週土・日曜日
受付時間 午前９時～午後３時３０分
　体験時間 約１時間
ところ　歴史館およびその周辺
料金　５００円（初めに１，０００円必
要です。衣装返却時に預かりの
５００円をお返しします）
定員 １日あたり大人３人・子ども５人

歴史館（☎ 72‐0712）

Photo
    News    

　市民が多く来庁する市役所の窓口など 25 カ所に、
「窓口お手伝い案内表示」を設置しました。
　この表示は、読み書きのお手伝いや代筆での支援が
できることをお知らせするもので、窓口に設置するこ
とで、小さい字が読みづらい方なども安心して手続き
ができることを知っていただく機会となります。
　福祉担当課に限定せず、ほぼ全庁的に設置している
自治体は、愛知県内では初めてとなります。
　採用１年目の職員研修に「読み書き（代読代筆）支
援基礎講習会」を組み入れたことで、基礎講習を受講
した市職員が増えてきたため、このたび市民対応の多
い部署を中心に設置することになりました。

6/26 「窓口お手伝い案内表示」
を設置しました

　「フードドライブ」とは、各家庭で不要となった食品
を持参してもらい、集まった食品を寄附することで生活
に困った方の支援につなげる活動です。
　民生・児童委員の皆さんが主体となり、ふれあいセン
ターで随時、ふらっとみなみでは毎月 23日午前 10時～
午後 2時、北里市民センターでは毎月第 2水曜日午前
9時～ 10 時 30 分に実施されています。今回は初の試
みとして委員と市が協力し、新型コロナウイルス感染防
止も考慮しドライブスルー方式で実施することになりま
した。
　この日、食品の提供に訪れた人は、事前の寄附も合わ
せると 65人にのぼりました。

食育推進事業
ドライブスルー型「フードドライブ」6/19
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▲申込フォーム




