
図書館 11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 9 日㈪、23日（月・祝）
11:00
～
11:20

2 ～ 3歳くらい

読み聞かせグループ
「もこもこ」

4 日、11日、18日、
25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」 7 日、14日、21日㈯

13:30
～
13:50

2 ～６歳くらい

①定員 10人（先着順）
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）

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」

7日㈯、 8日㈰、14日㈯、
15日㈰、21日㈯、
22日㈰、28日㈯

14:30
～
14:50

２歳くらい～

読み聞かせグループ
「ちちんぷいぷい」 5 日、19日㈭

11:00
～
11:20

2 ～３歳くらい

読み聞かせグループ
「おひさまスマイル」 7日㈯、8日㈰、22日㈰ 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　11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
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　８組（申込先着順）
持ち物　バスタオル１枚
申込み　11月２日㈪から、電話また
は直接窓口

おじいちゃん おばあちゃん
応援講座「こどもと遊ぼう！」
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　１１月１５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 1 歳半頃～ 3歳（年少前）の
孫と祖父母や、子育てに興味のある
地域のおじいちゃん・おばあちゃん
定員　8組
申込み　11月2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）
※第３火曜日は休館日

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、丈
夫な歯育て、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　11月12日㈭午後１時３０分～
２時30分
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
ところ　ラピオ３階クラブ室
定員　10組
講師　中村和子氏（歯科衛生士）
申込み　11月2日㈪から電話また
は直接窓口

こども

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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イクメン応援講座「おとうさんを楽しもう！」

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火曜日は休館日

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 12月3日㈭午後１時30分～３時
ところ　ラピオ３階クラブ室
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　託児５人 
※生後11カ月～3歳（年少前）のお
子さん・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　11月１０日㈫から電話また
は直接窓口

お子さんの成長や養育で悩まれて
いる保護者の皆さん、ご相談くださ
い。皆さんが抱えている疑問や不安・
悩みについて一緒に考えていきます。
※ 要予約
対象　本人・保護者
▶あゆみ相談
とき 月～金曜日（時間は要相談）
ところ・申込み　小牧特別支援学校
▶あゆみ相談
とき　月～金曜日午前９時 30 分～
午後４時 45分
ところ・申込み 春日台特別支援学校
▶たんぽぽ相談
とき　火・金曜日午後１時～４時
ところ・申込み 一宮東特別支援学校
※いずれも祝日を除く

子どもの成長・養育相談

小牧特別支援学校
（☎73‐7661）
春日台特別支援学校
（☎41‐8751）
一宮東特別支援学校

（☎0586‐51‐5311）

こども

お子さんとのスキンシップを楽しみ
ましょう。
とき　11月22日㈰
①午前10時30分～11時15分
②午後１時30分～２時15分
ところ　ラピオ３階クラブ室
対象
①１～３歳（年少前）のお子さんとパパ
②生後４～11カ月のお子さんとパパ

定員　各10組
持ち物　バスタオル、お気に入りの
おもちゃ（ともに②の方）
申込み　11月2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）※第３火曜日は休館日

内容　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　11月 13 日㈮、27 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 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
持ち物　バスタオル１枚、お気に入
りのおもちゃ
申込み　11 月2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
※ ２回目終了後、育児サークルという形   
で継続的に活動する場合もあります。

子育てサロン「はじめまして」

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火曜日は休館日

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。

多胎家族応援講座
ツインプルファミリー
多胎妊婦や多胎家族の交流、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 １１月２９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　11月2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と並行して参
加可

※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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令和２年度小牧市こども夢・チャレンジ文化事業
「あつまれ！　小牧あそび城」

子育てサポート講座 思春期・反抗期の子どもと向き合う
～やる気を育てる言葉かけ～

第３期スポットレッスン
ボクシング&ピラティス

※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

内容　ボクシングエクササイズは、
ボクシングの基本技術をベースと
して行うスポーツトレーニング。
シェイプアップ・体力向上・美肌
効果もあるピラティスでは、体幹
部を鍛えることでボディラインを
美しくします。

※ 途中入退場はできません。
とき　12月5日㈯午前11時～
　午後0時30分
ところ　まなび創造館スポーツセン
ター　アリーナ２
対象　中学生以上
定員　40人（先着順）
料金 一般 530円、中学生・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、室内用
運動シューズ、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
ズボン等では受講できません。
申込み　当日午前10時からレッスン
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
です。

※ 受講者以外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）

北里児童館（☎71‐1183）小牧南児童館（☎77‐0454）
 西部児童館（☎42‐0205）小牧児童館（☎77‐0906）

内容 子育てで悩んでいませんか？
子どもに対してどんな声掛けをした
ら良いのか悩む保護者の方へ、子  
どもとの関わり方や子どもへの伝
え方のヒントが詰まったお話を親業
訓練インストラクターから教えても
らいます。
とき　11月２１日㈯午前１０時～１１時
30分
ところ　北里児童館

対象　幼児～小学校の保護者
※ ご夫婦での参加も大歓迎です。
定員　20組（申込み先着順）
申込み　11 月 7日㈯から、電話ま
たは直接児童館

※ どの児童館へ申込み・お問い合わせ
いただいても構いません。

※ 託児あり　先着 5人（託児希望者の
方は、申込み時にお伝えください）

こまき市民文化財団（☎ 71‐9700）

内容 凧づくり、風車づくり、竹とん
ぼづくり、バルーンアートの４つの
あそび道具の中から好きな物を選ん
で制作します（所要時間約１時間）。
他にも、大きなシャボン玉づくりや
簡単にできる竹のあそび道具を用意
しますので、小さなお子さまでも楽
しめます。
とき　11月２9日㈰①～④の時間帯
に分けて実施します。
　①午前１０時～１１時②午前１１時
３０分～午後０時３０分③午後１時
３０分～２時３０分④午後３時～４時
ところ　青年の家（堀の内 1‐１）
対象　年長～小学６年生の親子５６組
（保護者同伴）

定員 ①～④各回１４組（申込先着順）
料金 一つにつき材料費５０円～１００円
申込み １１月７日㈯午前９時３０分から、
こまき市民文化財団ホームページ「あ
つまれ ！　小牧あそび
城」募集フォーム（QR
コード）から必要事項
を入力してお申込みく
ださい。

スポーツ こども
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福祉・健康

保健センター（☎ 75‐6471）

とき 令和3年1月31日㈰まで
対象者 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の方

料金　自己負担なし

※新型コロナウイルスとインフルエン
ザが同時に流行する場合を見据え、
希望する高齢者等に対しインフルエ
ンザワクチン接種を推進することで、
重症患者を抑えることを目的とし、
県が自己負担分を補助します。
接種場所　市内医療機関（直接医
療機関へご予約ください）

※一部実施していない医療機関もあ
りますので、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は事前手続
きが必要です。保健センターへご
連絡ください。　　　　　
※愛知県広域実施機関以外は手続き
に印鑑が必要です。

高齢者インフルエンザ予防接種



児童クラブ支援員（会計年度任用職員）
内容 児童クラブでの児童見守り業務
雇用期間　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
勤務時間 通常期　月曜から金曜の
午後１時１５分～６時４５分および土曜
の午前8時15分～午後6時15分
（うち5時間）のうち週 3～ 4日
学校の長期休業期　月曜から金曜の
午前 7 時 15 分～午後 6 時 45 分
（うち 5 時間）および土曜の午前
8時 15分～午後 6時 15 分（うち
5時間）のうち週 5日
募集人数　1人

勤務地　 小木児童クラブ
時給 教員資格・保育資格を有する
方 1,273円
  上記資格を有しない方     ９５１円
※給与改定により金額が変更となる場
合があります。

※勤務日数・条件に応じて雇用保険・
社会保険に加入

※通勤費用は距離に応じて支給あり
応募方法　１１月１３日㈮（消印有効）
までに、履歴書を郵送または直接こ
ども政策課。郵送の場合は封筒に
「児童クラブ支援員（一般支援員）」
と明記。※後日面接あり

こども政策課（〒485‐8650住所不要 ☎76‐1129）

サヨナラ膝腰痛教室

膝や腰の痛みがあるせいで体を
動かすことがおっくうになっていま
せんか。運動し筋力アップするこ
とで痛みを和らげることができま
す。自宅でできる体操を覚え、痛
みとサヨナラしましょう。
と き 12 月 9 日、16 日、23 日、
令和3年1月13日、27日、2月
10日、17日、24日㈬
　午前10時～11時30分
※初回のみ午前 9時 30分開始
ところ　保健センター
対象　膝が痛い、腰が痛いといっ
た症状のある65 歳以上の方
で介護保険非該当の方（ただ
し、主治医より運動許可のあ
る方）、過去に参加がない方、
基本的に全回参加できる方
定員　20人（申込先着順）
申込み　１１月２日㈪から１３日㈮
までに保健センター

　風しんに感染すると電車や職
場など、人が集まる場所で多く
の人に感染させる可能性があり
ます。また、妊娠早期風しんに
感染すると、胎児に感染して先
天性風しん症候群（難聴、先天
性心疾患、白内障および網膜症
等）をもって生まれてくる可能性
が高くなります。ご自身がかから
ないだけでなく、うつさないこと
も大事です。
　感染を拡大させないために抗
体検査を受け、風しんに対する
抵抗力（抗体）がなかった場合は、
予防接種を受けましょう。
　昨年度の無料クーポンの送付
の方は、クーポンの使用期間が
延長されています。この機会に
是非受けましょう。今年度の送付
は４月１日に発送しています。
　クーポンがお手元に無い方で
まだ受けていない方は保健セン
ターまでご連絡ください。
対象者　昭和37年４月２日から
昭和54年４月１日の間に生ま
れた男性
料金　抗体検査、予防接種（抗
体検査の結果基準値に満たな
い方）とも無料

　風しん抗体検査・
予防接種（大人の男性）

内容 育児に家事に仕事を頑張って
いるあなたへ、この機会に自分の
健康について振り返ってみません
か。今回の講座では更年期ケアイ
ンストラクターが、女性の健康に
ついて指導します。女性ホルモン
や体のメカニズムを通して更年期
や乳がんについて知ることができ
ます。

※本事業は令和２年度小牧市協働提
案事業として保健センター、NPO
法人ちぇぶらが開催します。
とき　12月4日㈮午前10時～
11時30分
ところ　ふらっとみなみ
対象　市内在住で３０～５０代の
女性
定員　２０人
持ち物　動きやすい服装、水分、
筆記用具
申込み 下記の申込フォーム
（https://ws.formzu.net/fgen/
S48819678/）、QRコードまた
はメール（info@chebura）に
　①名前②電話番号③メールア
ドレス④住所を記載し送信　

女性のココロとカラダの
ケア講座～更年期・乳がん

について学ぶ～

福祉・健康

保健センター（☎ 75‐6471）

保健センター（☎ 75‐6471）

※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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申込みQR→

募　集



※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
市民病院職員

■令和３年４月１日採用
対象　平成４年４月２日以降に生まれ
た方
▶臨床検査技師
受験資格 令和３年３月臨床検査技師
資格取得見込者または資格取得者
採用予定人数　１人程度
▶事務職（診療情報管理士）
受験資格　令和３年３月診療情報管
理士資格取得見込者または診療
情報管理士資格取得者
採用予定人数　１人程度
提出書類　①小牧市民病院職員採用
試験申込書②卒業証明書または卒
業見込証明書③資格免許証の写し
（有資格者のみ）
試験日時
　1次試験：１２月１２日㈯午前８時
３０分～（教養試験、専門試験、
適性検査、作文（事務職は教養
試験、適性検査、作文））
　2次試験：１月中旬に面接
試験会場　市民病院講堂
申込み　１１月２７日㈮（消印有効）
までに郵送で市民病院総務課
■令和３年１月１日採用
▶会計年度任用職員（一般事務）
対象　簡単なパソコン操作（ワード、
エクセル）ができる方
募集人数　１人
勤務時間　月～金曜日 週５日の午前
9 時～午後 4 時 30 分　（実働
６．５時間 休憩１時間）
採用期間　令和３年１月１日㈮～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　病院総務課
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
申込み　１１月２４日㈫（郵送の場合は
１１月２０日㈮消印有効）までに申込
書兼履歴書（写真貼付）を郵送ま
たは直接市民病院総務課

※後日面接予定

病院総務課（〒４８５‐８５２０
住所不要 ☎７６‐１４１０）

内容　介護認定調査事務
対象　介護認定調査員の実務経験
があり、パソコン操作（ワード、
エクセル）、自転車および自動車
の運転ができる方で、下記のどち
らかの条件を満たす方①保健師、
看護師、准看護師、理学療法士、
作業療法士、社会福祉士、介護
福祉士のいずれかの資格を有し、
かつ実務経験が３年以上②介護支
援専門員の資格を有する（有効な
介護支援専門員証がある方）
雇用期間　令和3年３月31日㈬まで
勤務時間 月曜から金曜（週５日勤務）
午前9時～午後５時（休憩60分）

※ 勤務の進行により、勤務終了時間が
延長する場合があります。
募集人数　１人程度
月給　221,451円～（期末手当は支給
条件に応じて、通勤手当は距離に応じて
支給。原則社会保険・雇用保険に加入）
応募方法 随時郵送または直接介護
保険課

※申込書兼履歴書は市ホームページ
に掲載していますが、郵送を希望さ
れる場合は、封筒に「会計年度任
用職員申込書兼履歴書請求」と朱
書きし、切手を貼付した返信用封筒
（郵便番号、住所、氏名を明記）を
必ず同封してください。後日送付さ
れた受験票を、面接当日に持参して
ください。

介護認定調査員
（会計年度任用職員）

介護保険課（〒485‐8650　
住所不要 ☎76‐1198）
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令和３年度採用市職員
募集職種 人数 受験資格

技術職（土木） 3人程度 昭和55年4月2日以降に生まれた方
技術職（建築） 1人程度

事務職（障がい者） 3人程度

・ 昭和 60年 4月2日以降に生まれた方
 ・ 身体障害者手帳、療育手帳（愛護手帳など）、精神障害者
保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方
　（手帳等は受験申込日および受験当日において有効であるこ
とが必要です）

第１次試験
▶試験内容 専門試験（技術職のみ）、
教養試験（事務職のみ）、適性検査、
面接、作文
▶とき　11月29日㈰
▶ところ　市役所
第２次試験
▶試験内容　面接
▶とき　12月下旬、または令和３年

１月上旬（予定）
▶ところ　市役所（予定）
申込み　１１月２日㈪から１１月１６日㈪
までの期間に郵送で人事課（当日
消印有効）
※詳しくは、募集案内（人事課、東部・
味岡・北里の各市民センター、まな
び創造館、図書館、市ホームペー
ジに用意）をご覧ください。

人事課（〒485‐8650住所不要 ☎76‐1109）

スポーツ協会施設管理員
（臨時職員）

内容　施設の維持管理業務等
対象 健康な方で、簡単なパソコン
操作ができる普通運転免許所有者
勤務地　さかき運動場ほかスポーツ協
会が管理する市内公共スポーツ施設
雇用期間　１２月１日㈫～令和３年３月
３１日㈬
※勤務状況等に応じて継続雇用する場
合があります。
募集人数　１人
時給　９８９円
※期末手当は市に準じて支給します。
※通勤手当は、距離に応じて支給されます。
※健康保険・雇用保険に加入
応募方法 １１月１５日㈰までにスポー
ツ協会（パークアリーナ小牧内）へ
所定の申込用紙（スポーツ協会また
はスポーツ協会ホームページからダ
ウンロード）に写真を貼り付けて提
出してください。

※受付時間：8 時 30 分～１７時１５分
（土 ･日も受付します）
※郵送の場合は１１月１４日㈯必着
※面接を１１月２１日㈯に実施
※提出された書類は返却しません。

スポーツ協会（〒485‐0016 間々
原新田７３７ パークアリーナ小牧内
☎73‐3330  ※第4木曜日は休業



令和３年度採用市任期付職員
育児休業を取得する職員の代替として勤務する任期付職員を募集します。任期付

職員の勤務条件や処遇は、基本的に任期の定めのない常勤職員と同等になります。
募集職種 人数 受験資格
任期付
一般事務職 7人程度 高等学校卒業程度の学力のある方

任期　原則１年間
※勤務成績により最長３年まで更新あり
第１次試験
▶試験内容 教養試験、適性検査
▶とき　11月29日㈰
▶ところ　市役所
第２次試験
▶試験内容　作文、面接
▶とき　12月下旬、または令和３年
１月上旬（予定）
▶ところ　市役所（予定）

申込み
　郵送の場合は１１月2日㈪～１１月
16日㈪までに人事課（当日消印
有効）。インターネットの場合は
11月 4日㈬～ 13日㈮に、あいち
電子申請・届出システムから申込み

※ 詳しくは、募集案内（人事課、東部・
味岡・北里の各市民センター、まな
び創造館、図書館、市ホームページ
に用意）をご覧ください。

人事課（〒485‐8650住所不要 ☎76‐1109）

募　集

内容　生活保護受給者の方の医療受
診状況や健康状態を把握し、健診
や病院への受診の勧奨、必要な保
健指導や受診の際に同行を行う。
対象　保健師または正看護師、普通
自動車運転免許要
雇用期間　令和３年１月１日㈮～３月
３１日㈬
勤務地　 市役所福祉総務課
勤務時間 月曜日から金曜日（週５日
勤務）午前９時～午後５時（７時間
勤務・休憩60分）
募集人数　１人
月給　222,887円
※交通費は距離に応じて別途支給
※社会保険、雇用保険に加入
応募方法　１１月２０日㈮までに、履歴
書（写真貼付）、保健師免許また
は正看護師免許、および普通自動
車運転免許の写しを郵送または直
接福祉総務課

福祉総務課（〒485‐8650　
住所不要 ☎76‐1126）

保健師等（会計年度任用職員）

内容　生徒に対する学習指導（教科
指導含む）
雇用期間　12月1日㈫～令和3年
3月31日㈬
勤務地　 市内各中学校
勤務時間 月曜から金曜の午前8時
30 分～午後 3 時 30 分のうち
4 時間
募集人数　若干名
時給　1,599円
※ 給与改定により金額が変更になる場
合あり

※ 通勤費用に応じて支給あり
※ 社会保険加入なし・雇用保険加入あり
※ 期末手当なし
応募方法 11月 9日㈪（必着）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１１月
13日㈮午後を予定）

※教員免許不要

学校教育課（〒485‐8650
住所不要 ☎７６‐１１６５）

学習指導員（会計年度任用職員）

自治基本川柳を作って応募しよう♪
内容　まちづくりのルールである自
治基本条例を広く理解していただ
くために自治基本川柳を募集しま
す。ご応募いただいた作品の中
から最優秀賞（１作品）、優秀賞
（２作品）を選定します。最優秀作
品は市のホームページや刊行物に
掲載する予定です。
川柳とは 五・七・五の十七音の短詩。
俳句と違い季語は必要ありません。

※今回は多少の字余り、字足らずでも
構いません。
応募資格 市内在住、在勤、在学者。ま
たは市内で事業や活動を行っている方
応募条件 ①応募者自作の作品
　②自治基本川柳の内容に沿った作品
　③応募は一人につき３点まで
応募方法  11 月 1日㈰～１２月２５日㈮
午後5時までに応募用紙（市役所本
庁舎１階（南側エレベーター横）、支え
合い協働推進課窓口、各市民セン
ター、コミュニティセンター、ワクティ
ブこまきに用意）または任意の様式に
必要事項を記入のうえ応募箱に投函す
るか、FAX、メール、郵送、または直
接支え合い協働推進課（ＦＡＸ、メー
ルの場合は送信時間が午後5時まで、
郵送の場合は当日消印有効）

必要事項　川柳の他、①郵便番号
②住所③氏名④電話番号⑤入賞時
の公表名（本名公表不可の場合はペ
ンネーム、ハンドルネームなども可）

※必要事項が記載されていない作品に
ついては無効とします。

※ 個人情報については適切に管理します。
※ 公序良俗に反するものは対象外とします。
発表方法 募集期間終了後、審査を経
て広報こまき、市ホームページに掲載。
入賞者には小牧市ブランドグッズ
（500mlタンブラー）、市民憲章ファイ
ルを贈呈。

　　小牧市自治基本条例は市ホーム
ページで確認できます。また、パン
フレットを本庁舎１階情報公開コー
ナーや各市民セン
ターにも設置して
いますので、ぜひ
ご覧ください。

過去の最優秀作品
平成30年度
街づくり　未来へつなげる　夢づくり
令和元年度
まちづくり　ひとりひとりの　ゆめづくり

支え合い協働推進課（〒485‐8650住所不要 ☎76‐1169
75‐8283　 kyodo@city.komaki.lg.jp）

※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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女性に対する暴力をなくす運動
11月12日㈭～25日㈬

　いま、１０～２０代の私たちの身の回
りで起きていること。これもＤＶです ！
◆『デートレイプドラッグ』　
　飲み物に睡眠薬を入れられ、性暴
力の被害にあう。
◆『デートＤＶ』
　殴ったり、蹴ったりする。怒ると物
に当たる。相手をさげすむ言葉を言っ
たり、暴言を吐いたりする。など
◆『ＡＶ出演強要』
　モデルのスカウトを装って性的な
行為を強要される。
◆『ＪＫビジネス』
　おしゃべりするだけ。時給もいい。　
そんなバイト募集広告はあぶない ！
■ＤＶ防止週間パネル展
毎年11月12日から25日は、「女
性に対する暴力をなくす運動」実施
期間です。女性に対する暴力は絶
対にあってはならないことです。男
女が社会の対等なパートナーとして
様々な分野で活躍するために、この
機会に考えてみませんか ？
とき・ところ
▶まなび創造館センターモール
11月 12日㈭～14日㈯
▶味岡市民センター
 11 月 14日㈯～19日㈭
▶北里市民センター
 11 月 20日㈮～25日㈬

まなび創造館（☎７１‐９８４８）

※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

普通救命講習
内容 心肺蘇生、AED の取扱い、
のどに異物が詰まった時の対処法
や出血した時の止血法などを学ぶ
ことができます。また、消防署で
は個別に各種団体等からの開催依
頼についても受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
とき　毎月19日、第２日曜日午前
９時～正午
ところ　消防本部３階
対象　市内在住・在勤・在学の中学
生以上の方
定員　１０人程度（申込先着順）
申込み　開催日の前日までに消防署
※ 実技中心の講習ですので、動きや
すい服装でお越しください。

消防署救急係（☎ 76‐0276）

北里市民センターお昼の公演
～ 音の葉 マリンバコンサート～
秋のひととき、マリンバの多彩な
音色を楽しんでみませんか。メンバー
が選んだおなじみの曲をマリンバ、ピ
アノ、パーカッションでアレンジして
お届けします。
とき　１１月１５日㈰午後０時１５分～
1時
会場　北里市民センター講堂（3階）
曲目　世界に一つだけの花、紅蓮華、
情熱大陸　他
出演　マリンバアンサンブル音の葉
定員　３０人程度　　　　　　　

北里市民センター（☎ 71‐1197）

ママ・ジョブ・あいち　
無料出張相談

ママ・ジョブ・あいちのカウンセ
ラーが無料相談を実施します。
　退職してからブランクが長くて不
安、今の自分に合った働き方を見つ
けたい、再就職の準備は何から始め
たらいいの・・・等、不安や悩みを
個別に相談できます。
とき　１２月４日㈮①午前９時３０分～
②午前１０時３０分～③午前１１時
30分～
ところ　市役所本庁舎３階　３０２会
議室
内容　ママ・ジョブ・あいちのカウ
ンセラーによる就職相談（しごと
の紹介、斡旋ではありません）
対象　結婚・出産・育児等で離職し、
再就職を考えている女性
定員　3人（申込先着順）
申込み　11月2日㈪から受付
※雇用保険受給者の方は求職活動の
実績になります。

商工振興課
（☎ 76‐1134 75‐8283）

募　集

内容　収税事務、庶務事務など
対象　パソコン操作（Word・Excel）
が出来る方
雇用期間　令和3年 1月1日㈮～
3月31日㈬

※勤務成績により再度の任用あり
勤務地　 市役所
勤務時間 月曜から金曜の午前9時～
午後 5時（実働 7時間）
募集人数　1人
時給　951円
※給与改定により金額が変更になる場
合あり

※通勤費用に応じて支給あり
※社会保険・雇用保険加入
応募方法　11 月 13 日㈮までに、
履歴書を直接収税課

収税課（〒485‐8650
住所不要 ☎７６‐1117）

収税課 会計年度任用職員
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催　し
歯科衛生士

（会計年度任用職員）
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　令和3年３月31日㈬まで
※ 勤務状況により更新あり
勤務時間 原則月曜から金曜（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）
※時間は相談に応じます。
勤務地　 保健センター
募集人数　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。原則社会保険・雇用保険
に加入）
応募方法　11 月 16日㈪（郵送の
場合は 11 月 12日㈭消印有効）
までに、申込書兼履歴書を郵送ま
たは直接保健センター

※後日面接あり

保健センター（〒485‐0044　
常普請1‐318☎75‐6471）



催　し

ところ 中部公民館５階プラネタリウム
■キッズプラネタリウム
「プラネタリウム　はなかっぱ　花
さけ ！ パッカ～ん 宇宙旅行」前半の
星座解説をカットした「はなかっぱ」
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さまでも楽
しく見ることができます。
とき　11月13日㈮・20日㈮午前
10時 30分～（約 30分間）
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

　Ⓒ２０１０ あきやまただし／はなかっぱプロジェクト

■おやこde楽しむプラネタリウム
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－ 
※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。
とき　１１月１４日㈯午前１０時３０分～
（約 40分間）
定員　80名（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）

こまき新産業振興センター　ビジネストレンドセミナー
「小牧から DtoC ブランドを創出しよう ！ 」

内容　今、ビジネスで注目されている
クラウドファンディング。ものづくり
企業がDtoCブランドを確立するた
めの手法を、活用事例を交えながら
解説します。
   【前半】クラウドファンディングによ
る DtoC ブランドの確立手法～活
用事例と活用方法～
    【後半】個別相談
とき　12月10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
対象 市内で事業を営んでいる方、新製
品に関するアイデアをお持ちの方など
定員　２０人
講師 マクアケ株式会社 名古屋拠点
キュレーター　武田 康平氏

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でこまき新産業振興センター

2019年マクアケ入社後プロダクト
系プロジェクトを担当し最優秀新人
賞を受賞。現在は名古屋拠点の責
任者として東海地域の商品プロ
デュース・プロモーションを担当

こまき新産業振興センター（〒485‐0041小牧5‐253
☎75‐3900 75‐3900）

『住民のための成年後見制度
勉強会』

内容　成年後見制度の基礎知識と活
用方法
とき　11月21日㈯午後2時～４時
（午後１時３０分受付開始）
ところ　岩倉市生涯学習センター研
修室（岩倉市本町神明西２０サクラ
ンド岩倉２階）
対象　市内・岩倉市・大口町・扶桑
町に在住または在勤の方
定員　50人（申込先着順）
申込み　11月16日㈪までに、電話、
ＦＡＸ、電子メールまたはホームペー
ジ（QRコード）のいずれかの方
法で①氏名②住所③障がいのた
めに必要な配慮を記載の上、尾張
北部権利擁護支援センターへご連
絡ください。

尾張北部権利擁護支援センター
（☎74‐5888 74‐5855 

mail@owarihokubu-
kenriyougo.net）

小牧市消費生活改善推進員
によるパネル展示

市では、消費者の安全で安心な
環境づくりに向けて、小牧市消費生
活改善推進員が、市民の消費生活
の安定および向上を目指し、情報発
信・啓発活動を行っております。
毎年、１１月に開催されるいきい

きこまきでは「小牧市みんなの生
活展」として参加しておりましたが、
今年度はいきいきこまきが中止とな
りました。市民への情報発信の機会
として、小牧市消費生活改善推進員
によるパネル展示を市役所にて行い
ます。
市役所に来られた際は、ぜひお立

ち寄りください。
※毎年配布している「くらしの豆知
識」も配布します。（数に限りあり）
とき　11 月 24 日㈫～ 30 日㈪
（２４日は１０時～、３０日は１５時
まで。土日は除く）
ところ　市役所　本庁舎１階　展示
スペース

市民安全課（☎７６‐１１２０）

ホームページ→

『くらしの豆知識』
配布します

『住民のための成年後見制度
勉強会』

『住民のための成年後見制度
勉強会』

※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。
222020

11.1広報

武田 康平氏



催　し

　高齢者を対象に、歌謡・舞踊ショー、マジック、落語を開催します。ぜひご参
加ください。
対象 ６５歳以上で市内在住の方
申込み　申込書（市役所または各市民センターに用意）に記入の上、下記の申込
期限までに参加を希望の老人福祉センターまで郵送またはご持参ください。
交通　自家用車またはこまき巡回バスをご利用ください。こまき巡回バスは老人福
祉センターまで乗降が可能です。また、ご希望の方には大型バスによる送迎を実
施します。

※当選された方には、「当選はがき」を送付します。
※当日は、当選された方以外は来館できません。「当選はがき」と本人確認ができ
るもの（健康保険証等）を当日お持ちください。
■第２老人福祉センター　小針の郷

小針の郷（☎７１‐２３７０）、野口の郷（☎７９‐１１８８）

日時 内　容 申込締切 定員

12 月 13日㈰

午前10時
30分～

（１時間半程度）

マジックショー 11月 20日㈮

各42名
※定員を超える
　場合は抽選

令和3年
  1 月 10日㈰ 歌謡・舞踊ショー 12月 11日㈮

令和 3年
  2 月 14日㈰ 落語 令和3年

  1 月 22日㈮
令和 3年

  3 月 14日㈰ 歌謡・舞踊ショー 令和3年
  2 月 19日㈮

大型バスのルート 西部コミュニティセンター（9:00発）→市民会館（9:25発）
→南部コミュニティセンター（9:50発）→小針の郷（10:00着）

■第１老人福祉センター　野口の郷

高齢者向けのイベント

日時 内　容 申込締切 定員

12 月 27日㈰

午前10時
30分～

（１時間半程度）

歌謡・舞踊ショー 12月  4  日㈮

各48名
※定員を超える
　場合は抽選

令和3年
  1 月 24日㈰ マジックショー 12月 25日㈮

令和 3年
  2 月 28日㈰ 落語 令和3年

2月 5日㈮
令和 3年

  3 月 28日㈰ 歌謡・舞踊ショー 令和3年
3月 5日㈮

大型バスのルート 市民会館（9:00 発）→味岡市民センター（9:25 発）→
東部市民センター（9:50発）→野口の郷（10:00着）

■“小牧をもっとよくしたい！”と思
う人たちで集まって、まちづくりに
ついて楽しく語り合いませんか？
　この地方で幅広く市民参加型まち
づくりの支援を行っている岡崎まち育
てセンター・りた　三矢勝司氏を招き、
他市町での事例や小牧市について学
びながら、やってみたいことやアイデ
アを共有し、参加者同士のつながりを
深めましょう。
とき　11 月 19 日㈭午後 7 時～
8 時 30 分 /12 月 10 日㈭午後
7時～ 8時 30分 / 令和 3年 1月
14日㈭午後7時～9時（3回講座）
ところ　市民交流テラス「ワクティブ
こまき」アクティブルーム
対象　小牧をもっとよくしたい！と思
う人ならどなたでも
定員　20人（申込先着順）
申込み　11 月 13日㈮までに、所
定の用紙に氏名、連絡先を記入し、
郵送、ＦＡＸ、メールまたは直接ワ
クティブこまき
※第３火曜日とその前日は休館日
（その日が休日の場合は営業）

まちのかたり場
～こまき未来ビルダーズ～

市民交流テラス「ワクティブこまき」
（〒485‐0041小牧３‐555
☎ 48‐6555 48‐6556
wactive-komaki@grace.ocn.ne.jp）

カルシウム不足から骨折や骨粗鬆症にならないように、
骨や筋肉を丈夫に保ち、健康な体作りができるよう、食の
ボランティアの小牧市食生活改善協議会（ヘルスメイト）
と一緒に学びませんか。管理栄養士による講話とヘルスメ
イトによる調理実習があります。お気軽にご参加ください。
献立 ご飯、サバ缶と豆腐のハンバーグ きのこあんかけ、
にんじんドレッシングのサラダ、かき玉汁、ほうじ茶プリン

※アレルギー対応はしていません。
とき　11 月 17 日㈫午前９時 30 分～午後 0 時 30 分
（受付９時 20分～）

ところ　保健センター
対象　市民の方
定員　10人（申込先着順）
料金　600円（材料費・テキスト代）
持ち物　エプロン、三角巾（バンダナ等）、
筆記用具、ご家庭の汁物（塩分測定用）
申込み　11月2日㈪～１０日㈫に、電話で保健センター

ヘルスメイトによる生涯骨太クッキング教室

保健センター（☎ 75‐6471）
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　『食』の大切さを学べる講座です。
お料理と共に、お重の詰め方も学べ
ます。
とき　12月24日㈭、25日㈮午前
９時30分～正午
ところ　ゆう 友 せいぶ調理室
講師　郷土料理研究家・栄養士
　　　志村　八寿江氏
定員　両日とも各５人
※申込み多数の場合は抽選
※抽選結果は本人宛に返信用はがきで
通知いたします。
料金　有料（金額は未定）
※金額は決まり次第、参加者へご連絡
いたします。（2,500～ 3,000円程
度を予定）

※参加費は事前支払いとなります。
持ち物　エプロン、食器用のふきん、
台ふきん
申込み 11月30日㈪（必着）までに、
往復はがきに①講座名②住所③氏名
④年齢、性別⑤電話番号⑥希望日を
記入のうえ、郵送でゆう 友 せいぶ

～地域ふれあい講座～
おせち料理

ゆう 友 せいぶ（〒485‐0077
西之島528 ☎ 42‐2030）

催　し

内容　災害がおきたら、どうするの？
～新型コロナウイルス感染症防止
を踏まえて～
とき 11 月 29日㈰午前 10 時～
午後１時

※非常食・保存食の試食会の後、終了
となります。
ところ　市公民館３階 学習室３の２
対象　市内在住・在勤・在学で地域
の防災に関心があり、日本語およ
び日本語以外の言語で日常会話程
度のコミュニケーションがとれる方
定員　１６人程度（申込先着順）
講師　椿　佳代氏（2003 年から災
害ボランティアコーディネーターと
しての活動を開始。2016 年には
多文化防災ネットワーク愛知・名古

屋立上げに尽力）
申込み　11月 4日㈬～２１日㈯まで
に、インターネットの申込みページ
（QRコード）か電話で国際交流協
会または市多文化共生推進室

災害時外国人支援　ボランティア養成講座

国際交流協会（☎ 76‐0905、午前９時～午後５時 ※正午～午後１時、
日・月、祝日は除く）、多文化共生推進室（☎39‐6527）

リサイクルの啓発推進の輪を広げるた
め、プラザハウスで行っているリサイクル
の取組み紹介や、常時開設している「リ
サイクル体験教室」の作品を展示します。
内容 リサイクルに関するパネル展
示および布ぞうり、ステンドグラス
などリサイクル作品の展示
とき　11月6日㈮～9日㈪

ところ　まなび創造館センターモール
※詳しくはホームページ（QRコード）を
ご覧ください。

プラザハウスリサイクル展

プラザハウス（☎７８‐５０１６）

クイズクイズクイズクイズクイズ広報こまき

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
Q.こまきこども未来館のオープン日は
　　A.「12 月○○日」

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」

11/10 ㈫11/10 ㈫
　締切　締切

スマホから
QR コードで
簡単に応募で
きます。

応募方法

※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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こまき山こまき山
　クリアファイル　クリアファイル ・ ・ alkoタオルalkoタオル




