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防災メモ

　本サービスは携帯電話やスマート
フォンで避難情報を受信することがで
きない方等を対象に電話やファックス
で避難情報を受け取ることができる
サービスです。登録は登録申請用紙に
必要事項を記入の上、防災危機管理課
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ページ（QRコード）を
ご覧ください。
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感染予防をしっかりしたうえで、個人
単位や同居の家族と一緒に飲食店を利
用し、市内のお店を応援するコマ！

咳エチケットやマスクの着用、
「３密」の回避など、一人ひとり
の感染予防対策を引き続きお願
いするコマ～

新型コロナウイルス関連トピックス新型コロナウイルス関連トピックス新型コロナウイルス関連トピックス

「こまき応援食事券」の申し込みはお済みですか？
新型コロナウイルス感染症は、多くの飲食店や小売・サービス店において深刻な売
り上げ減をもたらし、経済は疲弊しています。
　市内の飲食店を地域全体で応援するため、皆さんぜひ「こまき応援食事券」を購入し、
積極的に利用しましょう！

こんなにお得！お店も喜び、利用者も大満足な食事券
「こまき応援食事券」のプレミアム率はナント100％！
5,000円で10,000円分の食事券が購入できます！（※1人上限1セット。応募多数の場合は抽選）
申込みは10月 11日㈰まで！
申込方法など、詳しくは 9月 15日号の広報こまき、市ホームページをご覧ください。

プレミアム率

100％！
申込みは
10/11㈰
　　　まで

咳エチケットやマスクの着用、
「３密」の回避など、一人ひとり
の感染予防対策を引き続きお願
いするコマ～

　新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業所への支援、市民生活の下支えをするために、市
内加盟店舗で使用できるプレミアム商品券を発行します。

頑張る小牧の 応援券

　　予約申込方法
 ４P の予約申込用紙に予め必要記載事項を記載し、9月 15日号に記載の予約
窓口へ持参ください。11月 24日㈫までに「予約引換え券ハガキ」を発送します。

 予約受付期間 1010月月66日日㈫㈫～～1313日日㈫㈫
　（引換期間は 12月 7日㈪～ 14日㈪です）
 ※インターネットでの予約は時期が異なります。詳細はホームページ「小牧ナビ」でご確認ください。

プレミアム率 3030％％（1セット 13,000 円分を 10,000 円で販売）
販 　売 　数 15 万15万セット
券　　　種　え～なも券（全加盟店　共通券・青色）500円券× 12枚（6,000 円分）
（1 セット）　い～なも券（小規模店　専用券・赤色）500円券× 14枚（7,000 円分）
対　象　者　市内在住の方
利 用 期 間 1212月月11日日㈫㈫～～令和３年令和３年55月月3131日日㈪㈪

▲小牧ナビ

こまきこまき
プレミアム商品券プレミアム商品券 予約開始予約開始

　　注意事項 ※必ずご確認ください

（1）予約受付は、市内在住の方に限定します。また、同居の家族以外の方は代行購入できません。
（2）購入限度額は 1 人 50,000 円（5冊）までです。
　※応募者多数の場合は希望冊数を世帯ごとに調整するため、予約者全員の購入が可能です。先着順ではないので、
　　予約時・引換時ともに余裕をもち、新型コロナウイルス感染症対策のため「3密」を避ける意識行動にご協力ください。
　※調整の結果は予約引換え券ハガキを確認ください。
（3）予約した商品券の引き換えの際は、必ず①「予約引換え券ハガキ」の提出②住所の確認できる
　　身分証明書の提示（運転免許証等 ※コピー不可）　が必要です。
（4）引換期間内に現金での引換がない場合は、キャンセル扱いとします。
（5）商品券は、現金のみの引換えとなります（分割払いは不可）。
（6）例年無償でご協力いただいている予約・引換店舗ですが、新型コロナウイルス感染症のリスク
　　に鑑み、一部利用できない店舗があります。申込用紙記載の引換え窓口内から選択してください。
　※会場により定休日、営業時間が異なります。
（7）不正購入の判明および疑いがある場合、身分証明書の提示や商品券の返還をお願いする場合が
　　あります。
（8）次に該当するものには利用できません。
①有価証券、その他の金融商品、他商品券、金、銀、地銀、現金の購入
②国、地方公共団体への支払い、公共料金の支払い、税金の納付等
③換金性の高い物（商品券やギフト券、図書券、回数券や切手等）、保険料、電子マネー等の   

　　チャージ、たばこ等
　※上記以外に、加盟店によっては使用できない商品・サービスがあります。
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問合先　商工会議所（☎ 72‐1111）
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問合先　商工会議所（☎ 72‐1111）
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こまきプレミアム商品券購入申込書

　　住所  

　　電話

〒　　   - 　　　    小牧市
（建物名）　　　　　  　　　　　　　　（　　　号室）☎　 　  -   　　　-

１

　　購入希望者　※ T＝大正、S＝昭和、H＝平成、R=令和

生　年　月　日 フ  リ  ガ  ナ
氏　　名 性別 申込冊数

  T    S 
  H    R　    　 年　   　月　  　 日

男
女

  T    S 
  H    R　    　 年　   　月　  　 日

男
女

  T    S 
  H    R　    　 年　   　月　  　 日

男
女

  T    S 
  H    R　    　 年　   　月　  　 日

男
女

  T    S 
  H    R　    　 年　   　月　  　 日

男
女

  T    S 
  H    R　    　 年　   　月　  　 日

男
女

  T    S 
  H    R　    　 年　   　月　  　 日

男
女

  T    S 
  H    R　    　 年　   　月　  　 日

男
女

 ↑生年の元号、性別は該当するものに○をつけてください。
 ※ 1冊 10,000 円。1人あたり 5冊まで申し込めます。

申込冊数合計 10,000 円×（　　　　　　）冊
金額合計 0,000 円　

３

　■ 販売店窓口

小
牧

学生服のイトウ
小
牧

米の萬節
小
牧

㈱フジカネ
加藤工業㈱ライフエナジー館 美容室 美人館 メリー美容室
㈱小牧旅行社（ＫＭトラベル） メナード化粧品 小牧代行店 美容室ラルク
犬山ツーリスト㈱小牧旅行センター

味
岡

日置家電㈱ 巾
下 伊藤自動車㈱

小
牧
原 松浦利右衛門商店 美容室プロシェ
外
山
サカエヤ食品店 御菓子所 武野屋
別所自転車 ファミリーショップ マルヤス

◆後日、以下に記載いただいた住所あてに「予約引換え券ハガキ」を発送します。
◆本紙の控えはありません。必要な方はご自身でコピーするなどしてから、9月 15日号に記載の予約窓口へご提出ください。
◆本商品券使用の際は、一部利用できない商品・サービスがあります。また、お釣りは出ません。

□ ３Pの注意事項を確認し、上記要件に同意の上、申し込みます。

２

　■ 引換特設会場　※東部市民センターは予約受付のみの会場となります。
小牧商工会議所 味岡市民センター
JA本店（高根）※引換のみ ピアーレ広場（桃花台）※引換のみ

４ 希望する引換場所に「○」をつけて、ご持参ください。

↑確認、同意のうえチェックマーク（✓）を入れ、下記  １  ～  ４  に必要事項を記入してください。

▶新型コロナウイルス感染症の拡大状況によってはスケジュール等を変更する場合があります。
▶予約時・引換時ともに余裕をもち、マスクの着用や密を避ける行動にご協力ください。
▶会場により、定休日、営業時間が異なります。

重
要

※引換会場と予約会場は一部異なります
ので、9月 15日号でご確認ください。

からのお知らせ
問合先　ごみ政策課（☎ 76‐1187）

小牧市環境
キャラクター
「エコリン」

最近野焼きの通報が多く
なっています。臭いなどの
ご近所の迷惑になる場合は
やめましょう。

ご家庭で剪定した枝や草葉などは、ごみ集積場や第 2・3資源回収ステーションへ出すことができます。
これらは再資源化（リサイクル）できるものですので、適正排出にご協力ください。

～剪定枝類の出し方～

剪定枝類として出せるもの

葉・枝・草・幹・根・竹

剪定枝類として出せないもの

野菜くず・果実・加工した木材・
造園業者などに剪定してもらった枝類等

×

資源回収ステーションへの持ち込み資源回収ステーションへの持ち込み

・枝は直径 10㎝以下で 60㎝未満にして紐などで縛る

・草葉は中身の見える透明袋に入れる

燃やすごみ収集日の朝 8時 30分までに
ごみ集積場に出す

集積場への出し方集積場への出し方

〇第 2資源回収ステーション（大草5786‐83、土・日のみ（1/1～1/3除く）午前8時30分～午後5時）

〇第 3資源回収ステーション（新小木4‐29、毎日（1/1～1/3除く）午前9時30分～午後4時）

※野菜くずなどは、燃やすごみ指定袋（白袋）に
   入れて出してください。
※段ボールや米袋に入れて出さないでください。

※ビニール紐や袋は、外してお持ち帰りください。　　※枝等は、2ｍ以下に切ってください。

問合先 学校給食課（南部学校給食センター）（☎ 42‐0363）

作り方

わたしもコックさん

カンタンにできちゃう
メニューを紹介！

※学校給食用にアレンジしました。

TODAY'S
 MENU

161

1 にんじん・ピーマンは短冊切りにする。たま
ねぎは半分に切り、薄切りにする。

2 フライパンに油を入れ、鶏肉を炒める。にんじん・
ピーマン・たまねぎ・にんにくを加えて炒める。

3 混ぜ合わせておいたAを全体にからませて皿に盛りつ
ける。

酢鶏               

令和元年度応募献立
北里中学校　後

ご
藤
とう
覚
かくえい
鋭さん

今月の
コックさんは

ingredients 

材料（4人分）

鶏肉　　　　１２０ｇ   ケチャップ 大さじ２ 
にんじん　    1 本    砂糖   　　 大さじ１
ピーマン　    1 個     酢　　　　 大さじ１
たまねぎ　    1 個　  しょうゆ　   大さじ２
炒め油　　　  適量    でんぷん　 小さじ２
にんにく　　  適量    水             適宜

※分量は目安です

} A 鶏肉を揚げないで作るので、調理が簡単にできます。
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問合先　問合先　多世代交流プラザ（☎ 71‐8616）
※掲載記事の写真は、試験運用時（遊具の安全確認）
に撮影したものです。に撮影したものです。

1122月OPE月OPENN！！1122月OPE月OPENN！！
いよいよ
いよいよ

いよいよ
いよいよ

特特集集

多世代交流プラザ（☎ 71‐8616）多世代交流プラザ（☎ 71‐8616）

※掲載記事の写真は、試験運用時（遊具の安全確認）※掲載記事の写真は、試験運用時（遊具の安全確認）

市の公式 YouTube チャンネル市の公式 YouTube チャンネル
で、こまきこども未来館の紹介で、こまきこども未来館の紹介
動画を見よう！動画を見よう！

この動画を見ればきっとあなたも行きたくなる！
動画はこちらから▶▶
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いよいよ
いよいよ

探求心・好奇心がわく、探求心・好奇心がわく、

たのしみながら遊び学べる場たのしみながら遊び学べる場

シンボ
ルツリ

ー
シンボ

ルツリ
ー

こどもの成長を象徴する大きな幹と、

豊かに茂ったネット遊具。

２階から４階までの大きな吹きぬけの

真ん中にあります。

秘密基地のようなシンボルツリーの

中を登ったり、 大きなネット遊具で跳

ねたり、 寝転がったり…

楽しく安全に遊べます。

遊ぶ遊ぶ 学ぶ学ぶ 交流交流 体験体験
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特集　こまきこども未来館　いよいよ 12月OPEN!こまきこども未来館　いよいよ 12月OPEN!

4F

2F

ニコニコ
ひろば

児遊
ひろば

交流
ひろば

未就学親子が安心して遊べるフロア。
積木やブロックなどの知育玩具や、滑
り台やマットなどの遊具で楽しく遊べ
ます。

カードゲームやボードゲーム、貸出おも
ちゃなど、アナログの遊びを親子や友達と
一緒に、コミュニケーションを楽しみなが
らゆったり過ごせます。

卓球やビリヤード、囲碁・将棋、リバーシ
など、誰もが楽しめるゲームなどをツール
に世代を越えて交流しよう。

親子ボルダリング親子ボルダリング
小さい子でも安心して楽し

める低いボルダリング。

ごっこ遊びごっこ遊び
ままごとコーナー。
積木やブロックもあるよ。

マット遊びマット遊び
ボールプールボールプール
ふわふわのエアーマットと
ボールプール。大きなマッ
トの上を思いっきり走った
り、跳ねたりしてみよう。

ボルダリングボルダリング
透明なボードのボルダリ
ング。頑張ってのぼる姿
を外から撮影しよう。

児遊ひろば児遊ひろば

音楽スタジオ音楽スタジオ
バンド練習などができる
防音の部屋。

ダンススタジオダンススタジオ
大きな鏡があり、ダンス
や演劇などグループ活動
に利用できる部屋。
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特集　こまきこども未来館　いよいよ 12月OPEN!こまきこども未来館　いよいよ 12月OPEN!

3F 遊び
ひろば

体験
ひろば

シンボルツリーのほか、アスレチック、
ふわふわ雲、天空の城でおもいきり体を
使って遊べます。デジタルラボでは、デ
ジタル技術を利用した双方向型のコンテ
ンツで、新しい遊びが体験できます。

学校や家庭では体験できない“新しい”学
びが見つかる講座を開催します。子どもと
活動をつなげる「コミュニケーター」が未
来館の楽しみかたや学ぶことのおもしろさ
を伝えます。

ふわふわ雲ふわふわ雲
ふわふわな雲のうえをぴょ
んぴょん跳ねて遊ぼう！

体験ひろば体験ひろば
くわしくはこのページの
下部をごらんください。

アスレチックアスレチック
すべり台や吊橋などのアス
レチックで、からだを使っ
ておもいきり遊ぼう。

交流・体験 CAMP交流・体験 CAMP

でっかい工作でっかい工作

各種講座各種講座

わくわくする体験ワークショップなど

みんなでつくる巨大段ボールオブジェなど

工作や美術、音楽など、いろいろなジャンルがあります。

みつける（発見）
いつもと違う目線
で物事を見る目を
養う体験

つくる（制作）
つくる過程の中で
目的と手段を考え
る体験

つたえる（表現）
みんなの前で自分
の考えや想いを伝
える体験

プログラミングプログラミング

音楽音楽

工作工作

ドローンドローン

体験ひろば体験ひろばはは、、わくわくわくわくするする体験体験ががいっぱいいっぱい！！体験ひろばは、わくわくする体験がいっぱい！

天空の城天空の城
雲の迷路の中にそびえたつ
城の中を探検しよう。 くつろぎスペースくつろぎスペース

赤ちゃんも一緒にくつろげ
る「たたみベンチ」のある
飲食可能な休憩エリア。

デジタルラボ（イメージ）デジタルラボ（イメージ）
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特集　こまきこども未来館　いよいよ 12月OPEN!こまきこども未来館　いよいよ 12月OPEN!
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特集　こまきこども未来館　いよいよ 12月OPEN!こまきこども未来館　いよいよ 12月OPEN!

　本市は、地域ブランド戦略を推し進める中で、市制 60周年（平成 27年）
を期に「こども夢・チャレンジ№１都市宣言」を行いました。本市の強みであ
る「子育て支援の充実」を一層高め、「こどもを中心に世代を越えて、市民が
つながり、支え合う、住みよいまち」を市全体で目指しています。

「こども・夢チャレンジNo. １都市宣言サインモニュメント」　の除幕式の様子（平成 28年 3月）「こども・夢チャレンジNo. １都市宣言サインモニュメント」　の除幕式の様子（平成 28年 3月）

こども夢・チャレンジ№１都市宣言（抜粋）こども夢・チャレンジ№１都市宣言（抜粋）
私たち小牧市民は、
一．こどもの夢への挑戦を応援することで元気になるまち
一．世代を越えて市民のつながりが生まれるまち
一．支え合うことでさらに住みよくなっていくまち

このようなまちの実現に向け、小牧市を「こども夢・
チャレンジ№１都市」とすることを、ここに宣言します。

こまきこども未来館は、「こども夢・チャレ
ンジNo.1 都市宣言」の理念を実現する施設
として、「未来リテラシーを育む」コンセプ
トのもと、子ども達にこれからの未来を力強
く生き抜く力を育てる豊かな「学び」を提供
し、小牧の子ども達やまちの「成長のシンボ
ル」として、いつまでも愛される施設を目指
します。

施設コ
ンセプ

ト
施設コ

ンセプ
ト

こまきこども未来館こまきこども未来館

見学会見学会
開催日時
①10/28（水） 午前 10時～午後 4時
　　　　　　　　　　（※正午から午後 1時は除く）

② 10/31（土）午前 10時～正午
見学希望の方は、時間内に多世代交流プラザ準備
室窓口（ラピオ 3階）までお越しください。
※見学目安時間は 30分程度です

大人のあなたにも、こども未来館に積極的に
関わってほしいので、まずは見学しませんか？

予約
不要

子どもたちの見守り、観葉植物の手入れ、遊具の清掃・消毒、
イベントのお手伝いなど

ボランティア、体験ひろばサポーターボランティア、体験ひろばサポーター

募集の詳細は広報こまき（11/1 号）をご覧ください。

「交流・体験CAMP」への参加
ものづくり（工作・手芸など）ワークショップや音楽、ダンス、
啓発活動など、親子や子どもたちが楽しめる体験ブースの出展

▶ボランティア▶ボランティア

▶体験ひろばサポーター▶体験ひろばサポーター

募集募集

一緒に子どもの成長を支える活動をしてみませんか？

世代を越えて市民がつ
ながり、支え合う、住み
よいまちを目指して

こまきこども未来館は、小牧市の子育て支援の中核施設として、
「こどもの夢への挑戦を応援する施設」
「こどもを中心に世代を越えて市民がつながる施設」
「子育ち・子育ての中核となる施設」
を目指し、さまざまな「遊び」や「体験」を通じて、楽しみながら
それぞれの「学び」をみつけることができる、市の中央児童館です。

どんな
施設？

どんな
施設？

します。

大人のあなたにも、こども未来館に積極的に
関わってほしいので、まずは見学しませんか？

こまきこども未来館は、「子どもを中心に世代を越えて市民がつながる」施設「子どもを中心に世代を越えて市民がつながる」施設を目指しています。
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市からの
　お知らせ

環境対策課（☎ 76‐1145）
狂犬病予防注射はお済みですか？

狂犬病予防法で、飼い犬には毎年１回の狂犬病
予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票を携行
することが義務付けられています。
今年度の狂犬病予防注射済票の発行手続きがま
だ済んでいない飼い主の方は、狂犬病予防注射済
証を持参し、環境対策課で手続き（手数料550円）
をお願いします。
なお、今年度の狂犬病予防注射がまだ済んでい
ない場合は、動物病院で注射をお願いします。今
年度の予防注射の接種期限は12月末日です。
また、犬の散歩時のマナーに関する苦情や相談
もあります。フンは必ず持ち帰り、尿は水で洗い
流すなどして周囲に迷惑をかけないようにしま
しょう。

市税等の納期限のお知らせ

○普通徴収市県民税　（第３期）
○国民健康保険税　（第５期）
○普通徴収介護保険料　（第４期）
○普通徴収後期高齢者医療保険料　（第３期）

納期限 11月２日㈪
市税等の納付には、簡単な手続きで納め忘れのな
い「口座振替」をご利用ください。
指定した金融機関の預貯金口座から、納期限の

日に自動的に引き落として納付できます。
※口座振替をご利用の方は、口座の残高をご確認くだ
さい。スマートフォンアプリ「PayB」でも市税等の納
付ができます。くわしくはPayBホームページ（https://
payb.jp/）からご確認ください。

病気や失業など、やむを得ない理由により納期内
での納付が困難な場合は、納付の相談に応じています。
滞納を放置せず、早めに相談してください。電話

での相談も受付けています。
■ 休日の納付窓口および納付相談
とき　10月11日㈰、25日㈰
　　　午前８時30分～午後５時15分
ところ　本庁舎２階収税課
平日は忙しく、税金の支払いができない場合は、
毎週日曜日に休日開庁をしていますので、ご利用くだ
さい。
■ 休日の納付窓口
とき　毎週日曜日（年末年始を除く）
　　　午前８時３０分～午後５時１５分
ところ　本庁舎１階市民窓口課

収税課（☎ 76‐1117）

環境対策課（☎ 76‐1145）

浄化槽をお使いの住宅は適正に
管理しましょう

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水をきれ
いにします。
浄化槽の維持管理を適正に行わないと、機能が
低下し、悪臭や水質汚濁の原因となるため、定期
的な保守点検および年１回の清掃が必要です。
また、浄化槽が正しく設置され、正常に機能し
ているかを総合的に判断するため、年１回「法定
検査」の受検が必要です。
これらは全ての浄化槽について、浄化槽法で義
務付けられているため、適正に管理しましょう。

こども政策課（☎ 76‐1179）
青少年健全育成市民会議（少年センター内）

（☎ 71‐1325）

「心にのこる一冊の本」
～育てよう 豊かな心 読書から～

青少年健全育成市民会議では、10月に「青少年
に読書をすすめる市民運動」を展開し、教育長や
校長先生の「心にのこる一冊の本」を紹介してい
ます。
青少年がよい本と出会い、心の糧にすることは、
青少年の想像力、社会性を養うとともに、豊かな
人間性を培う上で大きな役割を果たします。ぜひ
家庭でも読書習慣をつけましょう。
「心にのこる一冊の本」は、市内図書館や市ホー
ムページの少年センターのページで紹介していま
すので、ぜひご覧ください。
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こども政策課（☎ 76‐1179）
青少年健全育成市民会議（少年センター内）

（☎ 71‐1325）

「心にのこる一冊の本」
～育てよう 豊かな心 読書から～

青少年健全育成市民会議では、10月に「青少年
に読書をすすめる市民運動」を展開し、教育長や
校長先生の「心にのこる一冊の本」を紹介してい
ます。
青少年がよい本と出会い、心の糧にすることは、
青少年の想像力、社会性を養うとともに、豊かな
人間性を培う上で大きな役割を果たします。ぜひ
家庭でも読書習慣をつけましょう。
「心にのこる一冊の本」は、市内図書館や市ホー
ムページの少年センターのページで紹介していま
すので、ぜひご覧ください。
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ひとり親控除制度・寄附金税額控除制度が変わります
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ひとり親に対する税制上の措置および寡婦（寡夫）
控除の見直しが適用されます。これまで寡婦（寡夫）
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ひとり親で、前年中の合計所得金額が500万円以
下の方は、婚姻歴の有無や性別を問わず、ひとり親
控除が適用される場合があります。
▶控除額
住民税上の控除額は30万円（所得税上の控除額

は35万円）
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• 会社勤め以外の方・勤め先で年末調整をされな
かった方　ひとり親であることを確定申告書やそ
の他必要書類とともに税務署（市・県民税申告の
みをされる方は、市民税課）に確定申告

　詳細はこちら→

■ チケットを払い戻さず「寄附」することによる
税優遇（寄附金税額控除）制度について
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要

請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベン
トについて、チケットの払い戻しを受けない（払戻
請求権を放棄する）ことを選択された方は、その金
額分を「寄附」とみなし、税優遇（寄附金税額控除）
を受けられる新たな制度が創設されました。

 確定申告について　小牧税務署（☎ 72‐2111） 　市・県民税（住民税）の申告について　市民税課（☎ 76‐1182）

当該制度が適用されるのは、令和３年度および
令和４年度です。（所得税は令和２年分および令和
３年分）
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以下の条件を２点とも満たすイベントが対象です。
• 令和２年２月１日から令和３年１月31日までに
日本国内で開催予定だったものの、新型コロナウ
イルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中
止等（中止・延期・規模縮小）された文化芸術・
スポーツイベント

• 文部科学大臣の指定を受けたイベント
※ 対象イベントは、文化庁・スポーツ庁のホームペー
ジに順次掲載されます。

※ 小牧市では、文部科学大臣が指定した全てのイベン
トを、市民税寄附金税額控除の対象としています。
▶寄附金税額控除を受けるためには
確定申告（又は市・県民税申告）が必要です。
主催者に払い戻しをしない旨を連絡して受け取
る２種類の証明書（「指定行事証明書」、「払戻請求
権放棄証明書」）と、確定申告書やその他必要書類
を持参のうえ、税務署（市・県民税申告のみをさ
れる方は、市民税課）で確定申告してください。
なお、この制度の対象となるチケット代金は、
年間で合計20万円までです。

　詳細はこちら▶

ごみ政策課（☎ 76‐1147）

10月３日は ｢ごみ散乱防止市民行動の日｣ です。

市では、ごみの散乱防止について、市民や事業
者の環境美化意識の向上と理解を深めるため、ご
み散乱防止市民行動の日を毎年設けています。ポ
イ捨てごみをなくしうつくしいまちにするため一
人一人が心がけましょう。
※本年は新型コロナウイルスによる感染症拡大防
止の観点から、まち美化ウォーク（清掃活動）
は行いません。
　　

私たちが普段通りなれた道や、見なれた川には、
ポイ捨てされたごみの散乱が後を絶ちません。
　ごみの落ちていない、きれいで清潔なまちは、
ここで暮らす人々みんなの願いです。
　これを実現するためには、一人ひとりがモラル
を高めること、そして市民、事業者、行政が協力
して、良好な環境を保全し、創造していく必要が
あります。私たちは、まちを汚すようなごみのポ
イ捨て行為を許さず、小牧に住む人や働く人、み
んなが笑顔で快適にすごせるよう、快適で清潔な
まちの実現に向け積極的に取り組むことをここに
宣言します。

「ごみ散乱防止市民行動の日」行動宣言

マスクのポイ捨てが最近多いみたい！

みんなが健康で快適に過ごせるように、

ごみのポイ捨てはやめましょう！

※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。
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春日井調停協会（☎ 31‐2262）
予約受付：市民安全課（☎ 76‐1111）

無料調停相談会

春日井簡易裁判所の民事調停委員および名古屋
家庭裁判所の家事調停委員が相談に応じます。
予約制・件数限定（当日も空きがあれば相談可）
■ 相談内容（民事および家事）
１．土地や建物の使用、賃貸借に関する争い
２．交通事故に伴うトラブル
３．消費者金融（サラ金等）に対する債務整理、
貸金・借金の問題
４．賃金・労働時間・パワハラ・解雇等にかかわ
る労働問題
５．日照、通風、騒音など生活上の利益侵害につ
いての争い
６．損害賠償や慰謝料に関すること
７．夫婦、親子等の身分関係や相続など家庭内や
親族間のもめごと
８．上記以外の民事および家事に関するもめごと
とき　10月 23日㈮午前10時～午後３時
ところ　本庁舎２階　202・203会議室
※ 相談は無料です。

小牧勤労センター（☎ 79‐7711）

小牧勤労センター
臨時休館日のお知らせ

10月 13日㈫を施設内設備の保守点検等のため
全館にわたり臨時休館日とさせていただきます。

総務省中部管区行政評価局
（☎ 052‐972‐7415）

ご利用ください！！「行政相談」
１０月１９日㈪から２５日㈰は行政相談週間です！
総務省では、国や特殊法人などが行っている仕
事について、皆さんから苦情や意見・要望をお受
けする「行政相談」を行っています。
市では、毎月第１・３木曜日に行政相談委員が
皆さんの相談を受け付けています。
▶定例行政相談　毎月第１・３木曜日午前９時～
正午（本庁舎２階相談室）

※年末年始、祝日にあたる場合はお休みです。
※行政相談委員とは、総務大臣から委嘱されている民
間のボランティアで、皆さんの身近な相談相手です。

▶「行政・法律なんでも相談所」を開設します。
総務省中部管区行政評価局では、「行政・法律な
んでも相談所」を開設します。
年金、登記等の行政相談、税金に関する相談、相

続・離婚などの法律相談も受け付けます。相談は無
料で秘密は守られます。お気軽にご利用ください。
とき　10月 14日㈬午前10時～午後３時
ところ　ナディアパーク　３階デザインホール
　　　　（名古屋市中区栄3‐18‐1）

コスモス成年後見サポートセンター
（☎ 052‐908‐3022）

市民公開セミナーと無料相談会の開催

■ 老後の安心教室　終活について考える
▶市民公開セミナー　※無料　
講師 堀己喜男氏（コスモスあいち会員）
•成年後見制度の利用の仕方
•誰のための成年後見制度実体験をまじえたセミナー
•遺言・相続について
▶無料相談会　成年後見・遺言・相続など
※相談会のみの参加も可
とき　10月 15日㈭
•市民公開セミナー　午後１時30分～３時30分

　•無料相談会　午後３時30分～４時30分
ところ　総合福祉施設ふれあいセンター ３階 大会議室
※事前申込不要
※10月８日㈭市役所で開催予定の「成年後見・相続遺言等の
利用支援と書類作成の相談会」は、この市民公開セミナーと
無料相談会に兼ねるため開催しません。

保険医療課（☎ 76‐1128）
福祉医療費受給者証の更新について

現在の心身障害者医療費受給者証有効期限は
10月 31日㈯です。11月以降有効となる受給者
証の交付には、更新の手続きが必要となりますの
で申請してください。なお申請後、新しい受給者
証を10月中旬以降送付します。
▶必要書類 更新申請書（9月下旬に送付）、健康
保険証の写し、診断書もしくは申立書（自閉症状
群で受給している方のみ。新型コロナウイルス感
染症対策として診断書の提出を省略する場合は申
立書。“特定不能の広汎性発達障害”は受給資格
要件としての自閉症状群に含まれません）
▶申込み 必要書類を同封の返信用封筒で保険医療課
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上下水道業務課
（上水道管理センター内 ☎ 79‐1407）

きれいな水の流れるまち
快適な住環境のために下水道への接続を
■ 公共下水道の整備を進めています
下水道は、快適な日常生活に欠くことのできな
い施設で、汚水の排除、トイレの水洗化、浸水防
除といった生活環境の改善のみならず、河川など
の水質保全のために重要な施設です。
市は、昭和62年４月１日に一部の区域について
公共下水道の供用を開始しました。その後、順次、
下水道処理区域を拡大しています。
▶工事は絶対必要なの？
下水道の供用開始区域内に住んでいる方は、法
律で次のように義務付けられています。
①水洗便所および台所や浴室・洗たくなどの排水
は、排水設備を設置して１日も早く下水道へ流
さなければなりません。
②くみ取り便所は、３年以内に下水道へ接続しな
ければなりません。
▶どこへ頼めばいいの？
工事は、基準に合った排水設備をつくるために
必要な技術を習得していると認められた、市が指
定している「排水設備指定工事店（以下指定工事
店）」以外では行うことができませんので、「指定
工事店」を決め、依頼してください。
▶費用はどれくらいかかるの？
工事により異なるため、「指定工事店」に見積り
をしてもらいましょう。

■ くみ取り便所を水洗便所に改造したり、浄化槽
を撤去して下水道に接続する資金の融資あっせ
ん制度（無利子）があります

▶ 融資のあっせん内容とあっせん額
・くみ取り便所を水洗便所に改造するための便器や洗
浄用具の設置工事、これに伴う排水設備工事
  １基 54万円以内
・浄化槽の撤去工事、これに伴う排水設備工事　
  １基 36万円以内
▶利子　無利子
▶償還方法　融資を受けた月の翌月から36カ月以
内の元金均等償還
▶融資金融機関　市が指定する金融機関
▶申込み　直接指定工事店
※融資あっせん対象者など、詳しくは上下水道業務課
までお問い合わせください。
■ 故障したときは？
宅地内の排水管や水洗便所が故障したときは、

「指定工事店」に連絡してください。
■ 使用を中止するときは？
家屋を解体したのち、引き続き家屋を建築しな
い場合や駐車場として利用する場合、庭木の散水
などにのみ水道を使用する場合などは、上下水道
業務課までお問い合わせください。

都市計画に関する
公聴会の開催

尾張都市計画公園（駅西公園、樋下公園）につい
て公聴会を開催します。この都市計画について意見
のある方は公聴会で意見を述べることができます。
■ 公聴会
とき　11月１日㈰午前10時～
ところ　東庁舎３階 委員会室（公述場所）
■ 原案の閲覧
期間　10月 7日㈬～21日㈬
閲覧場所　市役所（都市整備課および情報公開
コーナー）、東部・味岡・北里の各市民センター
（図書室含む）、市ホームページ
※閉庁日・閉所日は市ホームページのみの閲覧となります。
■ 公述人の募集
閲覧期間内（必着）に公述申立書（閲覧場所お
よび市ホームページに用意）に必要事項を記入し
郵送、FAX、メール、または直接都市整備課

都市整備課（〒 485‐8650住所不要 ☎ 76‐1157、　　
71‐1481  toshiseibi@city.komaki.lg.jp）

■ 傍聴　　
新型コロナウイルス感染症拡大の観点から、公
述人の意見陳述は市ホームページでライブ中継し
ます。
※インターネット環境をお持ちでない方は、市役所
に傍聴会場を設けますので10月 21日㈬までに都
市整備課へご連絡ください。

※公述申立てがなかった場合は公聴会を中止します
ので、市ホームページにてお知らせします。
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広報こまきクイズクイズクイズクイズクイズ
市民憲章市民憲章
　クリアファイル

今月のプレゼント今月のプレゼント（５名様）（５名様）

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、プレゼントの発送をもって代えさせ
ていただきます。

広報クイズ

応募方法

Q.いよいよ 12月OPEN!!
　　A.「こまき○○○○○○未来館」

〇〇〇に入る言葉を記入し、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。

＜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」

10/12 ㈪10/12 ㈪
　締切　締切

スマホから
QR コードで
簡単に応募で
きます。

ブランドロゴブランドロゴ
　ピンバッヂ
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Photo
    News    

　パネルディスカッション　東部地域のまちの将来像
を語ろう（第３回東部まちづくり戦略会議）を東部市
民センターの講堂で開催しました。
　これは、東部振興構想の策定方針を策定するうえで、
東部地域のまちの将来像について、市長をはじめ、ま
ちづくりの専門家である大学教授や地元関係者などで構
成する「東部まちづくり戦略会議」の委員がパネリスト
となり、住民等と語り合うために開催されたものです。

8/8 パネルディスカッション　
東部地域のまちの将来像を語ろう

　市内小中学校の給食に、「小牧市産のぶどう（巨峰）」
が提供されました。
　これは、児童・生徒たちに市内でどのような食べ物
が作られているかを知ってもらい、地域のよいところ
を理解してもらう取り組みとして、地産地消の観点か
ら地元農産物を使った学校給食提供を図り、地元で採
れる食材の意識付けを図るものです。
　ぶどうを食べた大城小の児童らは「味が濃くておい
しい」「とっても甘い」と大満足の様子でした。

9/2 「小牧のぶどう」美味しいね！「小牧のぶどう」美味しいね！
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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　１０月２１日㈬午後１時３０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
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　10月５日㈪から電話または
直接窓口

※ 兄弟での参加はできません。

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　10月９日、23日㈮午後１時
30分～２時30分
ところ　ラピオ３階クラブ室
対象 市内在住の生後４～７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　10月１日㈭から電話または
直接窓口

※ 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！」
乳幼児やお孫さんとのスキンシップ

や談話を楽しみます。
とき　10月１１日㈰午前１０時３０分～
11時15分
ところ　ラピオ３階クラブ室
対象　子育てに興味のある地域のお
じいちゃん、おばあちゃんと1才半
頃～3才（年少前）の孫と祖父母
定員　８組
申込み　10月５日㈪から電話または
直接窓口

こども
図書館 10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、19日㈪
10:10 ～、11:00 ～（20分間） ０～１歳半くらい

12日、26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」

 7 日、14日、21日、28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」

 3 日、10日、17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）１階視聴覚室
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 ～ 15:00
２歳くらい～

読み聞かせグループ
「ちちんぷいぷい」

 1 日、15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」

 3 日㈯、11日㈰、25日㈰
11:00 ～ 11:30 ２～ 6歳くらい

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。

東部市民センター（会場は、当日の案内看板をご覧ください）
読み手 と　き 対　象

読み聞かせグループ
「おはなしこいこい！」

 7 日㈬
11:00 ～ 11:30 ０～３歳

 10日、17日、24日㈯
11:00 ～ 11:30 ２歳くらい～



こども

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
せるよう、職員がお手伝いします。
とき １０月２５日㈰午前１０時３０分～
11時30分
ところ　ラピオ３階クラブ室
対象　市内在住で、多胎妊婦と０～
３歳（年少前）の多胎家族
定員　10組
申込み　10月５日㈪から、電話また
は直接窓口

※ 兄弟（未就学児）の参加可
※ 登録制（随時受付あり）
※ オンライン子育て講座ツインプルファ
ミリーも並行して参加可

多胎家族応援講座
ツインプルファミリー

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　10 月８日㈭午後１時 30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カ月～就学
前のお子さんと保護者

※ 保護者のみも可
定員　15組
講師　中村和子氏（歯科衛生士）
申込み　10月１日㈭から、電話また
は直接窓口

歯科衛生士による
「元気なお口を育てよう！」

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

「親と子の豊かな笑顔の時間を増や
しませんか？」そんな生活の知恵を
一緒に考えましょう。子どもと一緒の
生活の中で、時間の使い方を工夫して
みませんか？託児もありますので、気
軽に参加してみてください。
※ 令和３年１月ごろに第２回目として「食」
に関することを行う予定です。

※ 子育て支援講座は、市と市民団体「名
古屋友の会小牧最寄」との協働で開
催します。
とき １０月２９日㈭午前１０時１５分～
11時30分
ところ　ラピオ５階研修室２（託児会
場は和室）

対象　子育て中の方
定員　８組程度（申込先着順）　
持ち物　筆記用具
申込み　10月１日㈭午前10時から、
FAX・メールまたは電話で名古屋友
の会小牧最寄（担当：高力）

※ FAX、メールで申し込む場合は、参
加者氏名、連絡先、託児希望の有無（有
の場合は子の氏名、ふりがな、性別、
年齢）について記載してください。

※ 託児は1歳以上からです。１歳未満の
お子さんは保護者の方と一緒に同室
で講座を聞くことができます。（託児
の持ち物：替えのおむつかパンツ・ビ
ニール袋・お茶またはお水）

名古屋友の会小牧最寄（☎ 78‐1914 seijotomo＠yahoo.co.jp）
子育て世代包括支援センター（☎ 71‐8613）

子育て支援講座（生活の知恵編第1回目）

運動神経が身につくトレーニングと
して高い評価を受けている『アクティ
ブ・チャイルド・プログラム』を親子
で取り組み、子どもの運動能力の向上
と親も一緒に参加して日頃の運動不足
解消を図ります。
とき　11月８日㈰午前９時30分～
11時30分
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・在学の小学１～３年生
とその保護者
定員　親子50組（100人）
※ 応募者多数の場合は抽選
申込み　10月24日㈯（必着）までに、
往復はがきに「親子コーディネーショ
ン申込み」と朱記し、参加者（１枚

１組まで）の住所・氏名・性別・年齢・
学年・学校名・電話番号を明記のう
え、郵送でスポーツ協会、または協
会ホームページ申込みフォームに必
要事項を入力して申込み

※ 参加者の重複している申込みや必要
事項が抜けている申込みは、無効と
します。
※ 参加通知書を受け取られた方は、開
催日当日に参加料をご持参ください。

親子コーディネーション運動教室　

スポーツ協会（☎73‐3330）

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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※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。

■アーチェリー競技
種目　インドアアーチェリー（18ｍ
30射×２　合計60射）
部門
①RC（リカーブ）　的：40㎝・縦三
つ目（選択）
②BB（ベアボウ）　的：40㎝・縦三
つ目（選択）　
③CP（コンパウンド）　的：縦三つ目
④新人部門（始めて半年以内の方）的：
80㎝

※ 新人部門においては、ＲＣ、ＢＢ、ＣＰ
のいずれかを選択するものとします。
（大会を主管するアーチェリークラブか
ら事前に電話でお尋ねします）その場
合、ＣＰの得点は５％減《端数切捨て》、
ＢＢの得点は１０％増《端数切捨て》と
して換算をします。
※ 小学生は新人部門に出場すること。
※ 部門を重複して申し込むことはできま
せん。
とき 11月２２日㈰午前９時30分～
ところ　小牧西中学校体育館
対象　市内在住・在勤・在学の方ま
たは市アーチェリークラブ会員
申込み　10月31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
※ 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
でお申込みくだ
さい。

市制 65周年記念事業
第 59回小牧市民体育大会

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

第一幼稚園の園児たち（年少児）と
一緒に人形劇を鑑賞しませんか？人形劇
団ほんわかシアターの「わくわくおもし
ろ音楽会」と「おおかみと三人の赤ず
きんちゃん」の２本立てです。２歳児で
も楽しめる内容となっております。また、
人形劇鑑賞後は、園庭遊びも可能です。
とき　11月4日㈬
▶人形劇　午前 10時～ 11時

▶園庭遊び 午前11時～11時30分
※ 受付午前９時 30分～
ところ　第一幼稚園
※ 駐車場に限りがあります。お近くの方は
徒歩または自転車でお越しください。
対象　令和 3年度に第一幼稚園への
入園をお考えの方（親子で参加可）

※ 参加を希望する方は、事前に第一幼稚園
へお問い合わせください。

幼稚園ウィーク IN第一幼稚園

第一幼稚園（☎ 77‐0408）

スポーツ

こども

今年度開催を見送った小牧市民駅
伝競走大会および小牧シティマラソン
大会の代替大会として、オンラインで
大会を開催します。これは、スマート
フォンにTATTAアプリをインストール
していただき、期間中にいつでも、ど
こでも好きなコースをランニング等で
参加いただける大会です。
とき　令和３年１月14日㈭～24日㈰
ところ　ご自身で設定したコース
部門　10kmの部
対象　市内在住・在勤・在学の方

定員　500人（先着順）
料金　500円（システム手数料として
別途220円が必要）
申込み 10月１日㈭から11月20日㈮
までに、RUNNETより申込み

※ 窓口でのお申し込みはできません。

詳細は大会ホーム
ページを確認して
ください。

バーチャル小牧シティマラソン大会

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

走り方の基本を習得し、ランニング
を生涯スポーツの一環とするとともに
健康の保持増進を図ります。
とき　１１月８日㈰、１４日㈯、２３日（月・祝）、
28日㈯午後３時～４時30分（計４回）
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・在学の方（高
校生以上）

定員　20人
料金　2,000円（傷害保険料含む）
申込み　10月24日㈯（必着）までに、
往復はがきに「ランニング教室申込
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）・
電話番号を明記のうえ、郵送でス

ポーツ協会または協会ホームページ
申込みフォームより申込み

※ 参加者の重複している申込みや必要事項
が抜けている申込みは、無効とします。

※ 参加通知書を受け取られた
方は、初回実施日に参加
料をご持参ください。

令和２年度市民スポーツ教室「ランニング教室」

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

歴史館　ジュニア写真展
「歴史館で探そう親子で登れる身近な山々」

歴史館（ ☎72‐0712）

歴史館の４階展望室から見ることが
でき、親子で気軽に登れる市内や近郊
の山々等を写真パネルで紹介します。
とき １０月１６日㈮～１２月１６日㈬
午前９時～午後４時 30 分（受付：

午後４時 15分まで）
※ 休館日：11月19日㈭
ところ　歴史館（４階展望室）
料金　大人 100 円（れきしるこまき
共通入場券、中学生以下無料）

スポーツ



※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

■高齢者インフルエンザ予防接種
とき　10月1日㈭～令和３年１月31日㈰
接種場所　市内医療機関・直接医療機関へご予約ください。
※ 接種開始日を早めました。ワクチンの入荷状況により各医療機関で対応ができない場合があります。
事前に医療機関へお問い合わせください。

※ 市外での接種希望の方へ：事前手続きが必要です。保健センターへご連絡ください。

対象　65歳以上の方または、60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓も
しくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障
害を有するものとして厚生労働省令の定める基準を満たす方
■高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種
対象　下記の年齢になる方で、今までに肺炎球菌ワクチンを一度も接種
したことがない方

※ 市外での接種希望の方へ：事前手続きが必要です。保健センターへご連絡ください。

年齢 対　　　象 備考

65歳 昭和 30年４月２日生～昭和 31年４月１日生の方 ※１

70歳 昭和 25年４月２日生～昭和 26年４月１日生の方

※２

75歳 昭和 20年４月２日生～昭和 21年４月１日生の方

80歳 昭和 15年４月２日生～昭和 16年４月１日生の方

85歳 昭和 10年４月２日生～昭和 11年４月１日生の方

90歳 昭和  ５  年４月２日生～昭和  ６  年４月１日生の方

95歳 大正 14年４月２日生～大正 15年４月１日生の方

100歳 大正  9  年４月２日生～大正 10年４月１日生の方

※１ 「接種券」（はがき）を４月に送付しましたが、過去にこの予防接種を受けたことがある方
は定期接種対象外です。

※２ 一度もこのワクチンを接種したことがない方は保健センターまでご連絡ください。「接種
券」を送付します。

料金　2,500円
・生活保護受給者の方
　上記対象の方で生活保護受給者の方は、福祉総務課で受給証明書を
受理して接種券と一緒に医療機関へ提出してください。
・愛知県広域予防接種について
高齢者インフルエンザおよび高齢者の肺炎球菌ワクチンの定期予防接

種が愛知県全域で接種可能です。接種をするためには連絡票が必要です。
連絡票を持参しないと接種はできませんので、必ず保健センターで手続
きをしてください。ただし、愛知県広域予防接種に登録されていない医療
機関は接種できませんので、実施医療機関についてはお問い合わせくだ
さい。

インフルエンザ・肺炎球菌ワクチン予防接種

保健センター（☎ 75‐6471）

無料健康講座
■膝痛・腰痛・肩こりの楽しい
予防体操
『つらい運動』ではなく、日常
生活の中で『ついでにできる運動』
など、簡単♪楽しい♪を合言葉に
身体を動かしてみませんか？膝痛・
腰痛・肩こりの予防ができます。　
４人の健康運動指導士の先生
に、皆さんの日頃の疑問・質問に
答えてもらいながら、予防体操の
指導をしてもらいましょう。
※参加賞があります。
※無料で《超音波骨密度測定》が
できます。
とき　11月７日㈯午前10時～
正午
ところ　東部市民センター講堂
講師　菅原一子氏（健康運動指
導士）ほか
定員　70人（申込先着順）
持ち物　タオル、お茶、室内用
シューズ、動きやすい服装
※マスク着用
申込み　10月７日㈬午前９時か
ら、電話で桃花台センター
※土・日、祝日を除く午前９時～
午後５時

桃花台センター（☎79‐1330）

市民病院がん相談支援センター
（☎76‐4131）

市民病院　市民公開講座
がんの予防や治療に関し、理

解を深めていただくとともに、地
域に開かれた病院を目指し公開
講座を開催します。
▶「将来お子さんを希望される
がん患者さんに対する生殖医
療センターの取り組み」
講師　佐野美保氏（生殖医療セン
ター長）、糸井史陽氏（胚培養士）
とき　11 月７日㈯午後２時～
3 時 30 分
ところ 市民病院管理棟１階講堂
定員 50人（先着順・完全予約制）
申込み　10月１日㈭から30日㈮ま
でに、電話でがん相談支援センター
※ 土・日、祝日を除く午前９時～午後５時
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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。

リユースの輪を広げるため、古
着や古本を無料で提供するリユース
コーナーを設置しています。
内容　子ども服（下着・パジャマ・
小物を除く）やマタニティーの古着、
古本（雑誌・漫画・百科事典・全
集を除く）

※古着・古本ともに汚れのないものでお願い
します（古着は洗濯してください）。

※持込みの数は一度で、服・本ともに各 20点
以内でお願いします。
持込先 プラザハウス（大草 5786‐83）

古着・古本をご提供ください

プラザハウス（☎ 78‐5016）

応募作品　 絵画・書道・彫塑工芸
※ １人につき、全分野で作品一点。
（未発表のものに限る）
※ 作品の種類ごとに規定がありますので
募集要項（市ホームページならびに市
内公共施設に掲示）をご確認ください。
応募資格 市内在住・在勤の障がいの
ある方
賞 こまきアール・ブリュット大賞・市
長賞・市議会議長賞ほか（予定）

申込み 10月１日㈭から23日㈮まで
に、作品募集要項の申込書に必要
事項を記入し、郵送・ＦＡＸまたは
直接作品展事務局
作品搬入 11月27日㈮午後１時から
５時まで、または１１月28日㈯午前
10時から正午までに、作品を展示
会場にお持ちください。
展示 まなび創造館市民ギャラリー
（期間：12 月５日㈯から 13 日㈰
午前 10 時から午後５時（最終日
は午後３時まで）

令和２年度小牧市障がい者作品展
「こまきアール・ブリュット展」作品募集

作品展事務局（障害者支援施設サンフレンド内）柳川
（〒485‐0801 大山208‐3 ☎ 47‐1181 47‐1182）

内容　電話催告業務
対象 簡単なパソコン操作ができる方
勤務期間　11月１日～令和３年３月
31日

※ 勤務成績により再度の任用あり
募集人数　１人
勤務内容　週４日勤務（第２・４日曜日、
平日）
▶平日　午前11時30分～午後８時
（実働7.5時間）
▶日曜　午前９時 30 分～午後６時
（実働 7.5 時間）

勤務場所　市役所収税課
時給　９９５円
※ 給与改定により金額が変更となる場
合があります。

※ 通勤費用は距離に応じて支給あり
※ 社会保険、雇用保険に加入
申込み　10月12日㈪
までに履歴書を直接
収税課へ提出

会計年度任用職員（市税電話催告オペレーター）

収税課（ ☎76‐1118）

令和2年度小牧市・八雲町交流市民の会
交流市民の会では新規会員の募集

をしています。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）
■特産品配布日　当日は会員の方へ
記念品（八雲町産昆布醤油・もろみ）
および特産品（じゃがいも５㎏・なべみそ）
を配布します。（既に記念品を受取済み
の方は特産物のみのお渡しとなります）
とき　10月16日㈮、17日㈯午前
10時～午後３時
ところ　市民会館駐車場
※特産品配布会場にて新規会員の申込みができます。

シティプロモーション課（☎39‐6528）

募　集

内容　児童生徒に対する学習指導
勤務期間　11月１日～令和３年３月
31日
募集人数　若干名
勤務内容　月曜から金曜日の午前
8時30分～午後3時30分のうち
4時間
勤務場所　市内各小中学校
時給　1,599円
※ 給与改定により金額が変更となる場合
があります。

※ 期末手当なし
※ 通勤費用は距離に応じて支給あり
※ 社会保険、雇用保険の加入なし
申込み　10月9日㈮までに応募職種
を明記した履歴書（写真貼付）を郵
送または直接学校教育課
※履歴書は、原則お返ししません。
※合否は面接の上決定（面接日は
10月13日㈫午後を予定）
※教員免許不要

会計年度任用職員（学習指導員）

学校教育課（ 〒485‐8650　住所不要  ☎ 76‐1165）

内容 こまきこども未来館　児遊ひろば（現：
児童センター）での子ども見守り業務
対象　児童厚生員の資格を有する方
人員　１人
勤務時間　月曜日から日曜日の
午前9時～午後5時45分のうち
７．５時間勤務、週３日（祝日含む）
勤務期間　12月14日～令和３年３月31日
※ 勤務成績により再度の任用あり
勤務場所 こまきこども未来館　児遊
ひろば（現：児童センター）（ラピオ４階）
時給　1,273円
※ 給与改定により金額が変更となる場合が
あります。

※ 通勤費用は距離に応じて支給あり
※ 社会保険、雇用保険に加入
申込み　10月16日㈮（消印有効）
までに、履歴書と資格の写しを郵送
または直接多世代交流プラザ準備室

会計年度任用職員（児童厚生員）

多世代交流プラザ準備室
（☎ 71‐8616）



※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

料理で国際交流！
ティータイムのイギリス風スコー

ンを作ろう！！
とき　11月14日㈯午後１時～４時
30分
ところ　市公民館３階料理教室
対象　市内在住・在勤・在学または
ＫＩＡ会員で小学４年生以上の方（小
学生は親子参加）
定員　10人（申込先着順）
参加費　KIA 会 員 200 円、一般
700円
講師　高橋節子先生（KIA料理ボラ
ンティア）
持ち物　マスク・エプロン・三角巾・
ふきん・筆記用具
申込み　10 月１日㈭～ 24 日㈯ま
でに、参加費とともに直接国際交
流協会（KIA)

※ 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（KIA）事務局
（市公民館４階 ☎ 76‐0905）

勤務時間　月曜日から金曜日の午前
８時 30分～午後５時（７．５時間勤
務、休憩 60分、週５日）
　一般事務補助員については応相談
勤務期間 12月１日～令和３年３月31日
※ 勤務成績により再度の任用あり
勤務場所　市民病院内科
応募資格 コミュニケーション力が高
く、協調性があり、健康で粘り強く長
期間に亘り、職務をこなせる方で次に
掲げる条件のいずれかを有する者
申込み　10月15日㈭（消印有効）
までに、履歴書（写真貼付）および
医師事務作業補助者については資
格証明書（写し）を郵送または直接
市民病院医事課
面接　後日面接

■医師事務作業補助者
職務内容　医師事務作業の補助
対象
① 医療事務又は医療秘書に関する資
格を有する者　
② 診療情報管理士の資格を有する者
人員　５人程度
給与　月額１８１，５６７円～
（診療情報管理士の資格を有する

方は月額２００，５４５円～）
※ 給与改定により金額が変更となる場合があ
ります。

※ 期末手当あり
※ 通勤費用は距離に応じて支給あり
※ 社会保険、雇用保険に加入

■一般事務補助員
職務内容　医師事務作業の補助（軽
易なもの）
人員　若干名
時給　951円～
※ 給与改定により金額が変更となる場合があ
ります。

※ 期末手当あり
※ 通勤費用は距離に応じて支給あり
※ 社会保険、雇用保険に加入

会計年度任用職員（医師事務作業補助者・一般事務補助員）

市民病院医事課（〒485‐8520住所不要 ☎ 76‐4131）

募　集催　し

■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　秋の星座案内とピーターパン
と宇宙へＧＯ ！ 
 －太陽系をぼうけんだ－
とき　１０月１０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）
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

プラネタリウムイベント

ⒸＧＯＴＯ

中部公民館（☎７５‐１８６１）

男女共同参画講座　女性デスクと考えるこれからライフ

　いくつになっても生き生きと暮らすに
は？新聞社の女性デスクとして活躍する講
師とともに、これからの生き方を考えます。
とき　12月3日㈭午前10時～正午
ところ　まなび創造館　研修室
講師　朝日新聞東京本社人事部主査
　吉浜織恵氏
定員　30人（申込先着順）
託児 あり（1歳～未就学児）
料金　200円
申込み　受講料を添えて直接まなび創
造館、または申込フォーム（QRコー
ド）・メール・FAX・郵送（通常はがき）
での予約もできます。（窓口優先）
【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
※予約された方は１１月１２日㈭までに
　窓口で受講料をお支払いください。

　期日までにお支払いがない場合は　
　キャンセルとなります。
※託児の予約はできません。直接窓
　口でお申し込みください。

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

▶講師の高橋先生
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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。

まちを育む市民と行政の協働交流会
“協働によるまちづくり”を進めるに
は、市民（市民活動団体）と行政が
お互いを良く知り、顔の見える関係を
つくることが大切です。一緒にこれか
らの協働について考えてみませんか。
とき　10月30日㈮午後６時30分～
８時30分
ところ 市役所本庁舎６階601会議室
対象 協働に関心のある市民活動団体

定員　20人（申込先着順）
申込み　10月16日㈮までに、任意
の用紙に、団体名、氏名、連絡先（複
数で参加の場合は代表者の氏名、
連絡先、参加人数）を記入し、郵送、
FAX、メールまたは直接ワクティブ
こまき

ワクティブこまき（〒485‐0041小牧３‐555ラピオ２階 
☎ 48‐6555 48‐6556 wactive-komaki@grace.ocn.ne.jp）、

支え合い協働推進課（☎７６‐１６２９）

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！」
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　10月22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
ジーズ株式会社）
対象 市内で事業を営んでいる方など
定員　15人
申込み　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でこまき新産業振興センター

※ 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もできます。

こまき新産業振興センター（☎・ 75‐3900）

ところ　こまき新産業振興センターセミナールーム
対象 市内で事業を営んでいる方など
定員　８人（申込先着順）
申込み　10月６日㈫午後５時までに、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

※ 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もできます。

こまき新産業振興センター（☎・ 75‐3900）

IoTの導入・利活用に関心のある中小企業向けに、IoTの基礎知識と最新動向
を座学で学ぶとともに、シングルボードコンピュータの実習や企画書の作成を通
してIoT人材を育てることを目的に開催します。
とき・内容 午後２時～５時（全６回）

と　き 内　　容
10 月 ７ 日・14日㈬ 座学にて IoT 基礎・活用事例

10月 21日・28日㈬ 実習

11月 ４ 日㈬ 小牧市内企業導入事例紹介

11月 11日㈬ IoT 企画書発表

こまき新産業振興センター「IoT 導入・人材育成支援講座」

催　し

小牧の文化財地図「訪ね歩きマップ
（小牧地区）」をもとに、小牧山の歴
史と自然に触れつつ、間々観音など
小牧山周辺を歩いて巡ります。
とき　11 月８日㈰午前９時～正午
（集合時間：午前８時50分）
※ 少雨決行
集合場所　市役所本庁舎北側
講師　篠田徹氏（文化財地図作成委
員会）ほか４名
対象　小学生以上の方
※ 小・中学生の参加には保護者の同伴が
必要
定員　30人
※ 申し込み者多数の場合は公開抽選
（抽選日時：10 月 21 日㈬午前
10 時 15 分～、抽選場所：市役所
本庁舎 4階 402‐２会議室
料金　1人300円（小・中学生無料）
※ 参加者には「訪ね歩きマップ（小牧
地区）」を配布します。
申込み　10月15日㈭午後５時まで
に、メール、電話、または直接文
化財課

※ メールの場合は件名に「文化財巡り」、
本文に郵便番号、住所、氏名（ふり
がな）、電話番号、年齢、性別をご記
入ください。

※ 申込締切後の受付はしません。メー
ルの送信日時にご注意ください。

文化財巡り

文化財課（☎７６‐１１８９
bunkazai@city.komaki.lg.jp）

　敷居が高くなりがちなプロのオーケ
ストラ演奏者を市内公共施設に派遣す
ることで、広く市民の方に音楽や文化・
芸術を普及させることを目的に開催し
ます。
曲目　カルメンより〔闘牛士の歌〕/
ビゼーディズニーミュージックコレ
クションほか
とき　１０月１０日㈯ 午後１時３０分～
2時 30分（開場午後 0時 45分）
ところ　東部市民センター1階講堂
定員　100人程度

こまき市民文化財団
中部フィル楽団員派遣事業
木管五重奏を楽しむ中部フィ

ルプチコンサート

東部市民センター
（☎79‐0011）



※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

まなび創造館（☎71‐9848）

地域活動やボランティア活動、学
習や趣味の会など、各分野で活躍し
ている市内の団体・グループでの出
会いと、ふれあいの場として形成さ
れたウィメンズネットこまきが、活動
パネル展示をおこないます。いま、
出来ることに力を注ぎます。パネル
展示で、各団体の全力アピールをぜ
ひご覧ください。
とき　10月15日㈭～25日㈰午後
４時まで（20日㈫は休館日）
ところ　まなび創造館センターモール

第 18回ワイワイっとまつり

創業支援セミナー
創業の基礎知識やビジネスプラン
の立て方、計画的な資金調達などに
ついて分かりやすく説明する「創業支
援セミナー」を開催します。ご家族・
ご友人と一緒の参加も歓迎です。
内容・講師
▶第１部 創業する前に知っておきた
いポイント　講師：石田朱音氏
   （㈱マックコンサルタンツ 税理士）
▶第２部 先輩創業者の経験談
 講師：橋本真弓氏（株式会社
ForNext 代表取締役）
▶第３部　各種支援制度の紹介
とき　１０月３１日㈯午後１時１０分 ～ 
４時 30分
ところ 市役所本庁舎６階 601会議室
対象　自分でお店を始めたいと考えて
いる方、商売を始めたい方、経営に
興味のある方、起業をしているが経
営に関する知識を習得したい方など

※ 会社員・主婦・学生の方など年齢や
性別を問いません。
定員　30人
申込み　所定の申込書（商工振興
課、東部・味岡・北里の各市民セ
ンター、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、郵送、FAX、メールまたは
直接商工振興課

※ 定員に満たない場合は当日参加もで
きます。

※ オンラインでの開催に変更する場合
があります。

※ 共催：市、小牧商工会議所、愛知県
信用保証協会

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

～星空と音楽のコラボレーション～  星空コンサート
野外のウッドデッキスペースでアー

ティストによる演奏と星空のコラボ
レーション。満天の星空の下、生演
奏の音に包まれながら、幻想的な世
界をお楽しみください。
出演　スターダストトリオwith明日香
（バイオリン：佐藤 耕一、コントラ
バス：東 和夫、キーボード：一瀬 
香江、ボーカル：明日香）
とき　１０月１０日㈯午後６時３０分～
７時 30分
※ 雨天時予備日：10月11日㈰
※ 両日とも雨天の場合は中止
ところ　ゆう 友 せいぶウッドデッキ

※ 感染症対策のため座席の間隔をあけ
て配置します。

※ ご来館時はマスクのご着用をお願い
します。
※ ご来館時に氏名、住所、連絡先、当
日の体温の記入をお願いします。

ゆう 友 せいぶ（☎ 42‐2030）

10 月は愛知県が定める「男女共
同参画月間」です。
「男女共同参画社会」の実現に向
け、男女が共に支え合い、心豊かに
自分らしく生きることについて、パ
ネルを見て考えてみませんか？
とき　１０月１日㈭～ 31日㈯
ところ　まなび創造館、北里市民セ
ンター、味岡市民センターほか

※各施設の展示日程についてはまなび
創造館までお問い合わせください。

男女共同参画月間パネル展

まなび創造館（☎71‐9848）
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第 18回男女共同参画フォーラム inこまき

■「自分らしく生き生きと ！
　　　　　～喜び上手に生きる～」
とき　10月25日㈰午後２時～
　（１時 30分開場）
ところ　まなび創造館あさひホール
定員　50人（車いす席２席あり）
講師　松平實

じつ
胤
いん
氏（犬

いぬやま
山寂

じゃっ
光
こう
院
いん
山主）

整理券 10月８日㈭午前10時から、
まなび創造館窓口にて配布（１人１枚）
託児　１歳～未就学児、定員５人
　（申込先着順）

※ 託児は10月８日㈭から11日㈰まで
に、まなび創造館窓口にて受付

※ ご来館の際は東西のエレベーター
（9時20分～稼働）をご利用ください。

まなび創造館（☎ 71‐9848）
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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
駒来落語会  柳

やなぎ
家
や
三
さん
三
ざ
  独演会

正統派の落語家として落語通からも
評価が高く、古典落語をじわりと聞か
せる技巧派。スマートなルックスから
女性ファンも多い。立

たてかわ
川談
だん
春
しゅん
や柳

りゅう
亭
てい
市
いち

馬
ば
からも絶賛される本格派の落語をぜ
ひお楽しみください。
とき　令和３年１月16日㈯午後２時～
（午後１時15分開場）
ところ　北里市民センター講堂
（下小針中島2‐130）
出演　柳家三三
料金
▶一般　2,500円、アートフレンド会
員2,000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。

※ 未就学児入場不可
チケット販売　10 月 23 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503‐072）

※ 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、チケット代のほかに
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　10月23日㈮午後１時か
らこまき市民文化財団（月曜日休館）
※ 10月24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
10月17日㈯午前９時～
※ 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。
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、令和３年１月６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）

第 61回市民美術展
今年で第61回を迎える小牧市民
美術展。市内在住・在学・在勤、市
内文化団体に所属する方々が出品し
た力作を展示します。
■展示部門　日本画、洋画、彫塑・
工芸、書道、写真
とき 10月25日㈰～11月3日（火・祝）
午前 10時～午後７時

※11月３日のみ午後４時まで
ところ　まなび創造館アリーナ
（ラピオ５階）
■表彰式
とき　11 月 3 日（火・祝）午後 2 時
30分～（受付：午後２時～）
ところ　まなび創造館あさひホール
（ラピオ５階）
※今年度の表彰式の
参加は、入賞招待
者および付添いの
方に限定させてい
ただきます。

こまき市民文化財団（☎ 71‐9700）

第１回みどりの教室
■クリスマスローズを育てよう
冬の貴婦人と呼ばれるクリスマス

ローズ（ニゲル）の開花大株の鉢植
えを実践します。
とき 11月28日㈯午前10時～正午
ところ　東部市民センター講堂
講師　西高伸氏（あいあいガーデニ
ング）
定員　40人
※ 応募者多数の場合は抽選
料金　1,500 円
持ち物　筆記具・ゴム手袋か軍手・
土入れスコップ・エプロン（マス
クの着用をお願いします）
申込み　10月30日㈮（必着）まで
に、往復はがき（１枚２人まで）に
郵便番号・住所・氏名・電話番号・「ク
リスマスローズ」と記入のうえ、郵
送で桃花台センター「第1回みど
りの教室」係
※ 席はセンターが指定
いたします。

※ 問合せ：土・日、祝日
を除く午前９時～
午後５時
　　　　　　　　　　（写真はイメージです）

桃花台センター（〒485‐0814
古雅1‐1 ☎ 79‐1330）

「見たい！知りたい！つながりたい！」市民活動“知っトク”講座
『生きがいデザイン講座』～健康・生きがい・生涯キャリアを考える～

ワクティブこまき（〒485‐0041小牧３‐555ラピオ２階
☎48‐6555 48‐6556 wactive‐komaki@grace.ocn.ne.jp）、

支え合い協働推進課（☎ 76‐1629）

市民活動とはどのようなことをして
いるのか、知って得する“知っトク”
講座。第１回は、女性の健康と更年期
を正しい情報と体操でサポートしてい
るNPO法人ちぇぶらによる講座を開
催します。
とき　１０月２４日㈯午後１時３０分～
３時 30分
ところ　市民交流テラス ワクティブ
こまき（ラピオ２階）

定員　20人（申込先着順）
申込み　10月16日㈮までに、所定
の用紙（支え合い協働推進課、東部・
味岡・北里の各市民センター、ワク
ティブこまき、市・ワクティブこまき
ホームページに用意）に必要事項を
記入し、郵送、ＦＡＸ、メールまたは
直接ワクティブこまき



催　し
第134回サンデーコンサート「知られざるショパンの魅力」
ポルタメント小牧のメンバーがショ
パンの魅力をピアノ独奏や合奏でお届
けします。お楽しみください。 
曲目　「子犬のワルツ」、「黒鍵のエ
チュード」、「願い」、「僕の可愛い甘
えんぼさん」、「英雄ポロネーズ」、「ピ
アノ三重奏曲第一楽章」、「チェロソ
ナタ第三楽章」　ほか
演奏 メゾソプラノ：丹羽和子、ヴァイ
オリン：天野千恵、チェロ：瀧上
久美子、ピアノ：三宅眞

ま み こ
充子・尾関

佳奈・新
しん
屋
や
千夏、ゲストピアノ：城

じょう

寿
としあき
昭、企画・司会：新屋千夏

とき　10月24日㈯午後５時～６時
（開場午後４時15分）
ところ　味岡市民センター講堂
定員　新型コロナウイルス感染症対
策につき、席数を制限します。
※やむをえず、出演者、曲目等内容
に変更がある場合があります。

こまき市民文化財団（☎ 71‐9700）

内容
▶初級　初めて古文書に触れる方を
対象に、古文書の基礎知識、くず
し字、古文書独特の言い回しなど
を学び、やさしい古文書の解読を
します。
▶中級　古文書解読の実践をしたい
という方を対象に、江崎家文書な
ど小牧に残る文書を解読し、その
時代の人々の暮らしにふれます。
とき　11月７日～28日毎週土曜日
午前10時30分～正午

※ 初級と中級は同日に同時刻での開催
のため、どちらかのみのお申し込み
になります。
ところ　まなび創造館多目的室、研
修室
定員　初級 20人、中級 15人
※ 申込み多数の場合は公開抽選（抽選
日時：10月21日㈬午前 10時～、
抽選場所：本庁舎4階402‐２会議室）
料金　初級・中級　各1,400円
講師　初級：酒

さ
向
こう
道夫氏、中級：藤堂

修一氏（ともに小牧古文書調査会）
申込み 10 月 15日㈭午後５時まで
にメール、電話または直接文化財課

※ メールの場合は件名に「古文書講座」、
本文に希望する級、郵便番号、住所、
氏名（ふりがな）、電話番号、年齢、性
別をご記入ください。

※ 申込締切後の受付はしません。メー
ルの送信日時にご注意ください。

令和２年度 古文書講座

文化財課（☎ 76‐1189
bunkazai@city.komaki.lg.jp）

新春ワンコインコンサート！邦楽の調べ
和楽器カルテット四

し き

輝×津軽三味線ユニット華舎組-KEYAGU-

こまき市民文化財団（ ☎71‐9700）

箏、津軽三味線、尺八、和太鼓が
一度に楽しめるコンサート！年の始めに
ふさわしい邦楽の調べをワンコインで
楽しめます。
とき　令和３年１月９日㈯午後２時～
（午後１時15分開場）
ところ　味岡市民センター講堂（久
保新町60番地）
出演　竹本知

さと
子
こ
（箏）、加藤奏

そうざん
山（尺

八）、辻祐
たすく
（太鼓）、佐藤史織（津

軽三味線）、小
お
田
だ
島
しま
旺
おうらく
樂（津軽三

味線）、中村祐太（津軽三味線）
料金　500円
※ 全席指定、未就学児入場不可
チケット販売　10 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
（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

※ オンラインチケットサービスのご利用に
は、チケット代の外に各種手数料がか
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 10月16日㈮午後１時か
らこまき市民文化財団（月曜日休館）
※ 10月 17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
10月10日㈯午前９時～
※ 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。
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、12月25日㈮までに
こまき市民文化財団へお申し込みくだ
さい。
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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



わくわくガイド担当窓口（こまき市民活動ネットワーク）
はラピオ２階に移転しました。はラピオ２階に移転しました。
移転に伴い、電話番号、ファクス
番号が変更になりましたので、ご
確認をお願いします。

住所：小牧３- ５５５ラピオ２階
☎ ４８‐６５５５

  ４８‐６５５６
  wakuwaku@npo-komaki.net

わくわくガイド
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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

出かけませんか

ハーモニカ愛好者が唱歌や歌謡曲
などを合奏や独奏で演奏します。哀
愁のある音色と迫力のある演奏をお
楽しみください。
とき　10月31日㈯午後２時～4時
（開場午後１時1５分）
ところ　東部市民センター 講堂

林（☎ 090‐8133‐7671)

ハーモニカコンサート実行委員会
第10 回ハーモニカコンサート

in 小牧

森（☎ 77‐5981)

小牧自然歴史の会
着生セッコク植物観察

セッコク観察と、これにまつわる文
学（古文学）を知る。石碑 小

すく
名
な
彦
びこの
薬
くす
根
ね

（セッコクの古称）安置しているのでぜ
ひ見に来てください。
とき　10月１日㈭～12月25日㈮　
ところ　間々原新田725番地
問合せ　事前に電話で森

中島（☎ 72‐8806)

まなびボールペン画同好会
第10回ボールペン画作品展

同好会発足10周年、節目の作品
展。ボールペン1本で表現する絵の世
界です。
とき　10月27日㈫～11月４日㈬
午前９時30分～午後５時（最終日
は～午後４時）
ところ　まなび創造館 5F センター
モール西側

参加しませんか

簡単おやつ作り（おやつ作りの時、
子どもは託児を体験します）。
とき　11月18日㈬午前10時～正午
ところ まなび創造館　料理教室・
和室
定員　親子12組(先着順)
対象　１歳～就学前の子どもを持つ
人で、まなび創造館での託児経験
がない人
申込み　10月31日㈯（消印有効）
までに往復はがき（１枚１組）に
「託児デビュー」と朱記し①親の
氏名②子どもの名前③住所④電話
番号を記入し、〒485‐0041 
小牧３‐555 まなび創造館へ郵
送または返信はがき（白紙）をま
なび創造館窓口

託児の会「しゃぼんだま」
託児デビュー

～親と子のはじめの一歩～
堀尾（☎090‐3837‐0025)

ダンス・ICT・アートを活用したバ
リアフリーイベントを開催する全国の
トップランナーの話をZOOMオンライ
ンで聞いてみよう！
とき・内容
・SOCIAL WORKEEERZ（東京都）
　　10月11日㈰午後１時～３時
・作業療法士 引地昌久さん（島根県）
　　10月18日㈰午後１時～３時
・工房まる（福岡県）
　　11月8日㈰午後２時～４時
申込み　参加を希望される人はLINE 
QRコードから、しきの会への登録
をお願いします。講座のURLは直
接送信します。
問合せ　メールで関

しきの会
休みの国オンライン
教えて ！ トップランナー

関（☎090‐1293‐4305
ｗｊｗ1978ｊｐ@gmail.com)

仲間になりませんか

ハロウィンをテーマにいろいろな
単語や英語の表現を親子で学んでい
きます。
とき　10月13日、20日、27日㈫午後
３時20分～4時5分
ところ　パークアリーナ　会議室C
対象　年中、年長
定員　5人（先着順）
申込み　子どもの名前、メールアド
レスをショートメールで中村

親子で英語クラブ
中村（☎080‐7857‐8493 )

毎回、ネイティブ･スピーカーをゲ
ストとして招き、その時々のトピック
について、英語でディスカッションし
て意見、情報などを交換します。終了
後、希望者はゲストを囲んで昼食に行
きます。
とき 第１・３土曜日（原則）午前
９時30分～正午
ところ　味岡市民センター３階 会議
室　※変更になる場合有
料金　4,000円（半年会費）7,000円
（年会費）
申込み　電話、メールまたは直接会
場で水谷　※見学無料

Komaki English Workshop
水谷（☎090‐7613‐8626
hmz164jp@yahoo.co.jp)

英会話に興味がある老若男女集ま
れ！ネイティブ講師と英会話を楽し
みませんか。英会話に興味があれば
レベルは不問。まずは一度、見学に
お越しください。
とき　毎週土曜日午前10時～正午
ところ　市公民館 4F ローズルーム
　※変更になる場合有
料金　1,200円（1回）
無料体験レッスン有
申込み　電話で矢次

Saturday Mate
矢次（☎ 090‐9194‐1801 )



相　　　談 と　　　き ところ 問合先
家庭児童相談
E-mail：kajisou＠city.komaki.lg.jp 月 ～ 金 曜 日 午前９時 30分～午後５時

子育て世代包括支援センター

（☎ 77‐6200）

ひとり親相談（要予約）
E-mail：hitorioya＠city.komaki.lg.jp 月 ～ 金 曜 日 午前９時 30分～午後５時 （☎ 71‐8613）

育児相談 月 ～ 日 曜 日 午前 10時～午後５時 （☎ 75‐2005）
こまねっと（育児電話相談） 月 ～ 金 曜 日 午前 10時～午後３時 保健センター （☎ 75‐7288）

青少年と保護者の悩み事相談 火 ～ 日 曜 日 午前９時 30分～午後５時 少年センター （☎75‐0001
0120‐783‐291）

まなび女性相談
(水・金曜日は面談も可。
　　　　　予約優先。祝日可）

月 ～ 金 曜 日 午前 10時～午後４時 まなび創造館
女性センター

相談室
（☎ 71‐9805）水 曜 日 午後６時～８時

高齢者相談
※お住まいの地域により
　相談先が異なります。

月 ～ 金 曜 日

午前８時 30分～午後５時 30分 南部地域包括支援センター（☎ 71‐2100）
午前８時 30分～午後５時 15分 小牧地域包括支援センター（☎ 77‐2893）
午前８時 30分～午後５時 30分 味岡地域包括支援センター （☎ 75‐3956）
午前８時 30分～午後５時 15分 篠岡地域包括支援センター （☎ 78‐7530）
午前８時 30分～午後５時 30分 北里地域包括支援センター （☎ 43‐2260）

年金相談
※年金手帳、年金証書などを
　持参してください。

第 １ 木 曜 日

午前 10時～午後３時 45分

北里市民センター

市民窓口課
（☎ 76‐1124）

第 ２ 木 曜 日 東部市民センター
第 ３ 木 曜 日 味岡市民センター
上 記 以 外 市民窓口課

職業相談 月 ～ 金 曜 日 午前９時 30分～午後５時 ふるさとハローワーク 小牧駅ビル 1階
（☎ 73‐8609）

労働相談 第 １ 木 曜 日 午後１時～４時
市役所本庁舎２階相談室 2

商工振興課
（☎ 76‐1134）

※相談日の前日正午までに事前予約が必要です。(1人 30分）

若年者就職等相談 第 ３ 金 曜 日 午後１時 30分～４時 30分
市役所本庁舎２階相談室 3

※相談日の前日の正午までに事前予約が必要です。(1人 60分）

内職相談 木 曜 日 午前 10時～午後３時

ふれあいセンター （☎ 77‐0123）心配ごと相談※人権相談を含む 水 ・ 金 曜 日 午前９時～午後３時
※心配ごと相談後、法律上の相談が必要な場合には、弁護士による相談が受けられます。
　（第 3金曜日午後１時～４時、要予約、１人 30分）

権利擁護支援に関する相談（要予約）
※各日 3人　※ 1組 50分 第 1 火 曜 日 午後1時30分～4時20分 東部市民センター

尾張北部権利擁護支援センター
( ☎ 74‐5888
　　74‐5855)

法律相談（要予約）
※ 1人 30分
※同じ案件での相談は 1回限り。
※毎月最終金曜日は相続専門
法律相談

水 ・ 金 曜 日

午後１時 30分～４時 30分

市役所本庁舎２階相談室 2

相談ほっとナビ
（☎ 76‐1111）

第 １ 水 曜 日 味岡市民センター
第 ２ 水 曜 日 東部市民センター
偶数月の第３水曜日 北里市民センター
奇数月の第２月曜日 午前 10時～午後１時 市役所本庁舎２階相談室 2

市民相談（電話相談可） 月 ～ 金 曜 日 午前 9時～午後４時 30分 市役所本庁舎２階相談室 1
消費生活相談（電話相談可） 月 ～ 金 曜 日 午前 10時～午後４時 30分 市消費生活センター （☎ 76‐1119）
消費者被害・多重債務法律相談（要予約) 第 3・５ 水 曜 日 午後１時～４時

市役所本庁舎２階相談室 3 市民安全課
（☎ 76‐1120）※事前に消費生活相談を受ける必要があります（1人 30分）

行政相談（電話相談可） 第１・３木曜日 午前９時～正午 市役所本庁舎２階相談室 2
がいこくじんのためのそうだん
（でんわもできます）

げ つ よ う び ～
　 き ん よ う び ごぜん 9じ～ごご 5じ たぶんかきょうせいすいしんしつ（☎ 76‐1675）

※以下の相談はA宅地建物取引業協会北尾張支部、B小牧司法書士会・小牧土地家屋調査士会、C愛知建築士会春日井支部、Dコスモス成年後見
サポートセンター、E愛知県行政書士会尾張支部により開催されます。　※いずれも予約制ではありません。
不動産相談　　　　　　 A 第 １ 火 曜 日 午後１時～４時

市役所本庁舎２階相談室 2

市民安全課
（☎ 76‐1120）
［受付窓口］
相談ほっとナビ
A～Eの相談受付時
間は終了時間の 30分
前まで

土地建物測量・相続・贈与・登記相談 B 第 ２ 火 曜 日 午前９時～正午

住宅無料相談　　　　　　C 偶数月の第４火曜日 午前９時～正午

成年後見・相続遺言等の利用
支援と書類作成の相談会 D 偶数月の第２木曜日 午後１時 30分～４時

相続・遺言手続相談　　　 E 奇数月の第２木曜日 午前９時～正午 市役所本庁舎２階相談室 2・3

がん就労相談（要予約） 第 ２ 木 曜 日 午前 10時～正午 市民病院2階がん相談支援センター 市民病院がん相談支援センター
（☎ 76‐4131）

無 料 相 談 ※どこに相談したら良いかわからない方へ相談窓口をご案内します。

★

★

★

★

★

すべて閉庁日は除く。★は正午～午後 1時は除く。

★

★

定例相談一覧表

※各日3人
※１人 30分

※(例）第 2木曜日とは、その月の 2回目の木曜日を指します。

相談ほっとナビ（☎ 76‐1111）午前 8時 30分～午後 5時 15分
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こまきこまき
プレミアムプレミアム
商品券商品券
予約受付開始予約受付開始

詳細・申込書は3Ｐへ

インターネット予約

申込書による予約

１０月１日㈭～１０月１３日㈫

１０月６日㈫～１０月１３日㈫

申込サイト（右QRコード）から
予約してください。

４Pの申込書に必要記載事項を記入し、４Pの申込書に必要記載事項を記入し、
予約窓口へ持参してください。予約窓口へ持参してください。

  ※ 1: 加盟店一覧は 9月 15日号に掲載しています。
  ※ 2: 申込多数の場合は希望冊数を世帯ごとに調整します。

予約者全員購入可能。先着順ではありません。※２

こまき応援キャッシュレス
決済ポイント還元 こまき応援食事券

１０月１日㈭～３１日㈯
　対象店舗でキャッシュレス決済（PayPay、
auPay）を行うと、支払金額の 10％相当※を
ポイント還元します！
※ 1 回の支払いにつき上限 1,000 円（支払額 
10,000 円）、期間中最大 5,000 円まで

詳細は市ホームページへ▶

　市内の対象飲食店で使用できる、プレミア
ム率 100％の食事券。1セット 5,000 円で、
10,000 円分使えます。9月 15日号掲載の申
込書で、お早めの申し込みを！
※応募多数の場合は抽選

詳細は市ホームページへ▶

還元率１０％

プレミアム率１００％

実施期間
１０月１１日㈰まで申込期間

え～なも券（共通券）
１セット 6,000 円分

い～なも券（専用券）
１セット 7,000 円分

加盟店※１で使える商品券 1セット
13,000円分が10,00010,000円に

プレミアム率プレミアム率

1人最大５５セット

３０３０％％

市民限定

頑張る小牧の
応援券

問合せ　商工会議所（☎ 72‐1111）

小牧市の人口【令和 2年 9月 1日現在　（　）は前月比】
総人口：152,606 人（－ 53人）／男 77,481 人　女 75,125 人
世帯数：68,786 世帯（＋ 48世帯）

市
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ再生紙を使用しています

問合せ　商工振興課（☎ 76‐1112） 問合せ　こまき応援食事券コールセンター（☎ 75‐0492）

１１月１日㈰～令和３月２月２８日㈰利用期間


