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図書館 12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  14 日㈪
11:00
～
11:20

2 ～ 3歳くらい

読み聞かせグループ
「もこもこ」

 2日、 9 日、
16日、23日㈬ 2～３歳くらい

読み聞かせグループ
「はじまりはじまり」

 5日、12日、
19日㈯

13:30
～
13:50

２～６歳くらい

①定員 10名（申込先着順）
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掛けください。）

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」  5 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」  3 日、17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」

 5 日㈯、13日㈰、
27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 12月 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　12月 8日㈫から、電話ま
たは直接窓口

子育て講座 産後ヨガ
内容 赤ちゃんと一緒にヨガをとおし
て、産後のリフレッシュをしましょう。

とき　令和 3 年 1 月 7 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 市内在住で首がすわってから
生後 10カ月までのお子さんと母親

定員　10組　　託児5人〈要予約〉
※ 託児は生後11カ月～3歳（年少前）
の上のお子さん

持ち物 バスタオル２枚、フェイスタ
オル１枚、水分、お気に入りのおも
ちゃ、動きやすい服装、脱げる靴下

申込み　12月 8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火曜日休館およびその前の月曜日（月曜日が祝日の場合は開館）休館日

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　12月１３日㈰午前10時３０分～
11時 15分

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、１歳半
頃～３歳（年少前）の孫と祖父母

ところ　ラピオ３階クラブ室
定員　８組
申込み　12月２日㈬から、電話また
は直接窓口

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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おはなしの森―1980年から40年
の歩み― 本と人との出合いに感謝し
て ！ みんなと出合った人形たちと写真
等を展示して新しい図書館へ旅立ち
ます。
とき　12月12日㈯、13日㈰
 午前１0時～午後 3時
ところ　図書館１階　視聴覚室
※展示期間中、読み聞かせ（午前
11時～、午後 2時～）を予定して
いますが、状況により変更となる場合
があります。

※手作りプレゼントもあります。
※人数を制限させていただく場合があ
ります。読み聞かせに参加される方
は、チェックシートのご記入をお願
いします。

読み聞かせグループ
「おはなしの森」の展示

図書館（☎７３‐９９５１）

おもちゃ病院
プラザハウスでは、壊れたおもちゃ

を修理する「おもちゃ病院」を開催し
ています。
とき　毎月第１日曜日午前 10時～
正午

※ 交換部品の材料費は実費負担

プラザハウス（☎78‐5016）

内容　基本的な動作やステップを習
い、みんなで楽しく踊りましょう。

とき　令和 3 年 1 月 10 日～ 2 月
１４日毎週日曜日　午後３時～３時
50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　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　12 月 12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、市内在住の
方を優先し抽選

※ 受講者以外の入室
はできません。

ちびっこジャズダンス教室

まなび創造館スポーツセンター
（〒485‐0041 小牧3‐555
☎71‐9844 71‐9840
komaki-entry@linkworks.co.jp）

①はじめてリトミック
②うきうきリトミック
内容　親子で音楽に触れて遊びま
しょう♪

とき　12月12日㈯
　①午前１0時～１0時４0分
　②午前１1時～１1時４0分
ところ　ラピオ3階クラブ室
対象　①市内在住の 1歳 6カ月～
2歳 3カ月乳児と保護者
　②市内在住の2歳児以上（年少前）
と保護者

定員　どちらも12組（申込先着順）
申込み　12月1日㈫午前9時３０分
から

親子リトミック

児童センター（☎ 75‐3817）

新春子ども映画会
内容　映画会（作品：若おかみは小
学生 ！ ）

あらすじ　小学6年生の女の子おっ
こは交通事故で両親を亡くし、祖
母の経営する旅館「春の屋」に引
き取られる。旅館に古くから住み
着いているユーレイ少年のウリ坊
や、転校先の同級生でライバル旅
館の跡取り娘・真月らと知り合っ
たおっこは、ひょんなことから春
の屋の若おかみの修行を始めるこ
とに。失敗の連続に落ち込むおっ
こだったが、不思議な仲間たちに
支えられながら次々とやって来る
個性的なお客様をもてなそうと奮
闘するうちに少しずつ成長してい
く。累計発行部数 300 万部を誇
る人気児童文学シリーズをアニ
メーション映画化。

とき　令和 3 年 1 月 10 日㈰午後
１時開場

ところ　まなび創造館あさひホール
（ラピオ５階）
定員　150人（申込先着順）
申込み　下記QRコードより、申込
フォームへアクセス

申込期間　12月５日㈯から２５日㈮
※定員に達し次第、終了します。
※ 整理券の配布はありません。

図書館（☎73‐9951）
内容　12 月 19 日㈯より、えほん
図書館の開館時間が変わります。

開館時間　午前 9時 30分から午後
5時 30分

※返却ポストは午後 9時 30分まで
ご利用いただけます。

休館日
　年末年始：12 月 28 日㈪から
令和 3年 1月4日㈪
　システムメンテナンス：令和 3年
1月18日㈪から1月24日㈰

※このほか、毎月の休館日はホーム
ページまたは館内のカレンダーをご
確認ください。

えほん図書館の開館時間変更

図書館（☎７３‐９９５１）
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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

第 59回小牧市民体育大会スキー競技兼第 59回小牧市民スキー大会
趣旨　多数の市民に大会参加の機会
を提供し、スポーツの普及発展と
スポーツマンシップの高揚を図り、
健康で活気ある社会づくりを目的
とする。

内容　大回転（ＧＳＬ）競技２本
※ 天候などにより１本とする場合があります。
部門
▶個人戦
Ａ スキー 小学生の部（性別を問わず）
Ｂ スキー 中学生の部（性別を問わず）
Ｃ スキー 女子の部（高校生以上）
D スキー 男子の部 40 歳未満の部
E スキー 男子の部 40 歳以上の部
Ｆ スキー 男子の部 50 歳以上の部
Ｇ スキー 男子の部 60 歳以上の部
Hスキー 男子の部 70 歳以上の部
 Ｉ スキー エンジョイの部（性別・年
齢問わず競技初心者および久しぶ
りに競技に参加する者）

 J  スノーボードの部（年齢・性別を問わず）
※ エンジョイの部については、レーシン
グスーツの着用を禁止とします。

※ スノーボードの部についても旗門はスキー
と同じロングポールの仕様となります。

▶団体戦　５人以上で登録した団体
については、個人戦各部門（Ｉ部
門除く）に得点制を設け、総合得

点により順位を決定します。
とき　令和 3年 2月 7日㈰（受付：
午前８時 30分～）

受付場所　クワッドリフト「ピーチラ
イナー」降り場付近の第２ゲレンデ
ゴールハウス

ところ　ひだ舟山スノーリゾートアル
コピア（岐阜県高山市久々野町）

対象　小学生以上で、市内在住・在
勤・在学の者および市スキー連盟
会員のアマチュア競技者

監督者会議　2月 3日㈬午後７時～
パークアリーナ小牧会議室Ｂ

※団体登録申請した団体の代表者は出
席してください。

申込　１月１０日㈰までに、所定の用紙
をスポーツ協会

※ 用紙は、文化・スポーツ課、パークアリー
ナ小牧、南スポーツセンター、大輪体育
館、さかき運動場、勤労センター、東部・
味岡・北里の各市民センターに用意

※ホームページ（申込メールフォーム）、
郵送可（必着）。ＦＡＸ不可

※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。

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

スポーツ

福祉映画を鑑賞する会
内容　『大停電の夜に』（出演：
豊川悦司　ほか）

とき　12月 13日㈰午後 1時
30分～

ところ　ふれあいセンター３階
大会議室

対象 市内在住の方
定員　50人
申込み　12 月 1日㈫ 9 時～　
ふれあいセンター窓口にて事
前に整理券を配布（先着順）

※ 整理券のない方は入場できません。

社会福祉協議会地域福祉課
（☎ 65‐7051）

令和３年度
第一幼稚園園児２次募集
幼児期には、見たり触れたり考え

たりする体験が大切です。第一幼稚
園では、子ども達によりよい教育環
境が整えられるよう継続した実践研
究に取り組んでいます。
対象　市内在住の方
募集人員
▶３歳児（平成 29年４月２日から
平成30年４月１日生）　20人程度

▶４歳児（平成 28年４月２日から
平成29年４月１日生）　20人程度

▶５歳児（平成 27年４月２日から
平成28年４月１日生）　20人程度

※ 定員になり次第募集は終了します。
申込み　12月 1日㈫から、親子健
康手帳（母子手帳）を持参し、お
子さん同伴で直接第一幼稚園
（土・日、祝日は除く）
※ 受付：午前９時30分～午後５時
※ 令和２年４月より預かり保育が始まり
ました。通常保育実施日は教育時間
終了後から午後４時３０分まで、長期
休業期間は午前８時３０分から午後
４時３０分までお預かりしています。
※ 入園の申込みをされる方は、必ず
事前に第一幼稚園にお問い合わせく
ださい。

第一幼稚園（☎77‐0408）

福祉・健康

■【講義】高齢者が薬・健康食
品と上手につきあうために

とき　１月２５日㈪午後１時３０分～
３時 30分

講師　加藤　仁氏（薬剤師）

■【演習】高齢者介護技術入門
～衣服の着脱・清拭の介助～

とき　１月２９日㈮午後１時３０分～
３時30分

講師　沖田　健太郎氏（介護福
祉士・介護支援専門員・社会福
祉士）

ところ　市役所本庁舎４階 402
会議室

対象　市内在住で、要介護者を
介護している方または福祉や介
護に関心のある方

定員　20人
※申込者多数の場合は抽選
申込み　12月28日㈪までに、地
域包括ケア推進課

ハートフルケアセミナー

地域包括ケア推進課（☎ 76‐1193）
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藤島市民菜園利用者
藤島団地内にある市民菜園の利用

者を募集します。
ところ　藤島団地内
使用期間　令和 3年 2月 1日㈪～
令和 4年１月31日㈪

対象　次の条件をすべて満たす方
① 市内に住居があり、生活を営ん
でいること
② 農業や園芸関係の仕事に従事し
ていないこと
③ 管理が十分でき、使用ルール
を守ることができること

募集区画・料金
▶ 15㎡ 15区画程度・4,000円／１年
▶ 10㎡ 1区画程度・2,600円／１年
※ １世帯最大２区画まで貸し出し
申込み　12月1日㈫から21日㈪ま
でに、直接農政課

農政課（☎ 76‐1131）

市民病院職員
職種　会計年度任用職員（医療ソー
シャルワーカー）

内容　入退院支援室におけるケース
ワーカー業務

対象　社会福祉士資格取得者
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　入退院支援室
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。

※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　12月 15日㈫（郵送の場
合は１2月 11日㈮消印有効）ま
でに申込書兼履歴書（写真貼付）
を病院総務課※後日面接予定

病院総務課（〒４８５‐８５２０
住所不要 ☎７６‐1410）

総務課 （〒485‐8650
住所不要 ☎ 76‐1106）

応募資格
① 満20歳以上で市内在住の方
② 統計調査に関心があり、統計に関
する研修等に参加できる方
③ 責任をもって調査事務が遂行でき、
調査で知り得た秘密を守れる方
④ 税務・警察・選挙活動に直接関係
のない方
⑤ 興信所等の職員・報道関係者でない方
⑥暴力団員その他反社会的勢力に
該当しない方

身分　 統計調査員の任命期間中は、
非常勤の国家・地方公務員です

※ 他に仕事を持っていても、調査に影
響しなければ兼業可能です。

職務内容 国指定の各種統計調査の
実施にあたり、担当調査区域の一般
家庭や企業等を訪問し、統計調査の
趣旨や内容などを説明の上、調査
票を配布・回収し、点検・整理した後、
市へ提出。

今後実施される調査 経済センサス
調査、就業構造基本調査、住宅・
土地統計調査、全国家計構造調査、
農林業センサス、国勢調査など

　年１～３回程度
※ 調査の規模や調査区数により、登録
があっても調査をお願いできない場
合があります。

報酬 １調査につき約２～４万円程度
※ 調査の種類、業務量により増減します。
申込み　12月25日㈮までに、履歴
書（写真貼付）を郵送または直接
総務課

※面談を行い、その結果や登録状況等
によっては、登録をお断りする場合
があります。

登録統計調査員消防団員
「地域を守る消防団員」になりませ
んか。
対象 市内在住または在勤で、１８歳
以上の健康な人

※定員に達し次第締め切りとさせてい
ただきます。

活動内容　
・ 各種災害出動（火災・自然災害等）
・ 各種訓練参加（水防訓練・防災訓練・
地区防災訓練等）

・ 防火広報活動（年末夜警・火災予
防週間に伴う警ら等）

・ 式典への参加（消防観閲式・消防
出初式）

・ 救命講習の指導
申込み　消防総務課

消防総務課（☎７６‐０２２９）

募　集

内容 在宅医療や介護に関する啓発活
動や講演会の準備、電話対応、パソ
コンによる文書や資料作成など

定員　１人
勤務開始日　面接時に相談
対象　次の条件をすべて満たす方
　①高卒以上でワード/エクセル /パ
　ワーポイントの操作ができる方②普
　通運転免許を有する方（AT限定可） 
　③ 週３日から５日程度勤務できる方
　　（試用期間６カ月）

※休日 ： 土・日、祝日および年末年始（但
し、年に数回勤務あり）

時給　950 円～ 1,200 円（条件に
よる）

※交通費別途支給、雇用保険、労災保
険加入

試験　書類選考後、面接
申込み　１２月３１日㈭（必着）までに
履歴書（写真添付）、職務経歴書
を郵送で小牧第一病院

在宅医療・介護連携サポートセンター事務員

小牧第一病院 総務課（〒４８５‐００２９  中央 5‐３９ ☎７７‐１３０１）
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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。

令和 3年度採用職員

職種　消防職　募集人数　1人程度
対象 平成5年 4月2日以降生まれの方
第 1次試験
▶日時 令和３年１月８日㈮～９日㈯（予定）
▶会場 消防本部および市役所（予定）
▶内容　教養試験、適性検査、面接、
作文、体力測定

第 2次試験　２月上旬、市役所にて
面接を実施する予定です。

申込み　１２月１日㈫～１６日㈬までに
郵送で人事課、または１２月４日㈮～
１４日㈪までに、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、消防
　本部、図書館、まなび創造館、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）



※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

廃食用油で粉せっけんを作ろう
プラザハウスでは、家庭で使用し

た廃食用油を利用して粉せっけん作
りを体験することができます。この粉
せっけんは「頑固な汚れもよく落ちる」
と好評です。
作成時間　約５時間（午前９時～
午後２時）

講師　小牧市女性の会会員
対象　市内在住・在勤で４人以上の
団体、グループ

持ち物　廃食用油（植物性の天ぷら
油）20リットル、昼食など

※ 20リットルの油で約 30kg の粉せっ
けんができます。

申込み　利用の20日前までに、郵
送、FAXまたは直接プラザハウス

■公開廃食用油粉せっけん作り実
演（見学自由）

とき　毎月第３日曜日午前９時～
午後２時（雨天中止）

※ 実演でつくられた粉せっけんは、来
場者に無料で配布しています。
※詳しくはプラザハウスへお問い合わ
せください。

プラザハウス（☎ 78‐5016）

ＫＩＡハングル講座（初級）
ネイティブの講師と、もっと話して
みよう！
講師 金

きむ
慧
へ
林
りむ
 氏

とき　令和 3年１月５日～３月２３日
　毎週火曜日午前１０時～正午　
全１０回（２月２日、２月２３日は除く）

ところ　市公民館
対象 市内在住・在勤・在学または
KIA会員の方（18歳以上）、３カ月
程度の学習経験のある方

定員　１１人（申込先着順）
　　最少開講人数６人
受講料 会員３，０００円、一般６，０００円
（テキスト代を含む）
申込み １２月１日㈫～２２日㈫に受講
料とともに、直接小牧市国際交流協
会（KIA）（正午から午後１時、日
曜日および月曜日、祝日は除く）

国際交流協会（KIA）
（市公民館 4階 ☎ 76‐0905）

掲載期間　令和 3 年１月１６日㈯～
令和4年１月15 日㈯

掲載場所 市ホームページトップページ
※ 掲載位置の指定は不可
規格　縦45ピクセル×横175 ピクセ
ルでGIFまたはJPEG形式

※ データ容量は７KB 以下
募集枠数・料金　20枠・月額10,480円 /枠
選考方法　掲載基準に基づいて審査
提出書類
①申込書（広報広聴課、市ホーム
ページに用意）

②広告原稿および広告原稿のデータ
③会社案内
④納税証明書など

申込み　12月 16日㈬（必着）までに、
提出書類を郵送または直接広報広
聴課

※ 詳しくは市ホームページをご確認くだ
さい。

市ホームページにバナー広告を掲載しませんか

広報広聴課（〒485‐8650住所不要 ☎76‐1101）

募　集催　し

催　し
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市民活動・ボランティア・生涯
学習のための「団体交流会」
内容　普段やっている活動や、これ
からやってみたいことについて団体
同士で意見交換および交流を行
い、自分たちの思いをかたちにし
ていきます。

とき　 第 1回：12月 17日㈭午後
6時 30分～ 8時 30分
  第２回：令和３年２月５日㈮午後
6時 30分～ 8時 30分 ※全２回

ところ　まなび創造館４階多目的室
およびワクティブこまきアクティブ
ルーム（受付はワクティブこまき）

対象　市民活動団体、ボランティア
団体、生涯学習団体

※小牧市市民活動助成金の交付を受
けた団体は2回とも参加必須

定員　40人（申込先着順）
申込み　第 1回の申込みは、12月
11日㈮までに、所定の用紙（市
民交流テラス、支え合い協働推進
課、東部・味岡・北里の各市民セ
ンター、市・市民交流テラスホー
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

※ワクティブこまきは、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）

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）

小牧市障がい者アート展
「こまきアール・ブリュット展」
　市内に在住、在勤している障がい
のある方の作品展を開催します。
とき 12 月５日㈯～ 13日㈰ 午前
10 時～午後 5時（最終日 13日
は午後 3時まで）

ところ　まなび創造
館 市民ギャラリー

作品展事務局（☎47‐1181
障害者支援施設サンフレンド内）



催　し

ところ　中部公民館５階プラネタリ
ウム

■おやこｄｅ楽しむプラネタリウム
   冬の星座案内と「手ぶくろを買いに」
※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 １２月１２日㈯午前１０時３０分～
（約４０分）
対象　主に３歳から小学２年生頃のお
子様を対象とした内容ですが、ど
なたでもご覧いただけます。

定員　80人（先着順）
料金　100円※ 中学生以下は無料
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。

■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　12月11日㈮・18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。

プラネタリウムイベント

中部公民館（☎７５‐１８６１）

©2010 あきやまただし／
はなかっぱプロジェクト

ⒸＧＯＴＯ

内容　IoT、AI を活用した福島県の
金型メーカーの工場の導入事例紹
介を中心に、DX時代の製造業が
将来どう変わっていくか、その時中
小企業はどうすればよいかを考え
ていきます。

とき 1月19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
定員　２０人
講師　株式会社 シムックスイニシア
ティブ　代表取締役CEO　中

なか
島
じま

高
たか
英
ひで
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

こまき新産業振興センター（☎・ 75‐3900）

こまき新産業振興センター　ビジネストレンドセミナー
「DX時代におけるスマートファクトリーの実現法

～金型メーカーへの導入事例の紹介～」

「年末の大掃除で見つかった」「買い
すぎてしまった」など、不要となった
食品がありましたら、寄付してくださ
い。集まった食品は、生活に困った方
などの支援に役立ててもらうため、小
牧市善意銀行へ寄付します。
※フードドライブとは…家庭で余ってい
る食べ物を持ち寄り、それらをまとめ
て地域の福祉団体などに寄付する活
動です。市内では、すでに民生・児
童委員、主任児童委員の皆さんが取
り組んでいます。

とき 12 月 18日㈮午前 10時～
11時 30分
ところ　ふれあいセンター駐車場
※ドライブスルー方式により実施
寄付していただきたい食品
お米、缶詰・瓶詰め、レトルト食品（カッ
プ麵、カレーなど）、インスタント食
品、調味料各種、乾物（乾麺、海苔、
豆など）、飲料（お茶、ジュース、コー
ヒーなど）、お菓子類　など
※消費期限が１カ月以上あるもの
※要冷蔵・要冷凍食品はお引き取り不可

健康生きがい推進課（☎39‐6568 ）

ご家庭で眠っている食品はありませんか－フードドライブを実施します－
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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。

菌ちゃん先生講演会実行委員会　090‐2575‐3153（西島）

菌ちゃん先生こと、吉田俊道先生の
講演会（第２弾）を開催します。
とき　12月13日㈰
第一部　「プランター菜園実習・食で
究極の元気っ子に ！ 」
　午前10時～正午（９時３０分開場）
第二部 「草と生ごみで無肥料・無農
薬野菜、土が人と社会を変える」
午後１時30分～３時30分　

ところ パークアリーナ小牧 会議室A
定員　８８人
料金 第１部：大人（高校生以上）2,000円

（子ども連れの方は1,500円）、子
ども1,500円（未就園児無料）

　第２部：大人2,500円、子ども1,500円
※通し参加は500円引き
申込み　１２月９日㈬までに電話で菌
ちゃん先生講演会実行委員会（事
前予約）

▲ホームページ

「菌ちゃん先生」吉田俊道先生とお話会　第２弾
土～野菜～おなか～元気人間づくり　草・生ごみは宝 発酵が命をつなぐ



※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
シルバー人材センター会員

入会説明会
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。技能がなくて
も大丈夫です。自分のペースで働け
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、年末年始を除く。
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　直接ご来場ください。
※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）

第１３５回サンデーコンサート「アメリカ・自由の天地をめざして」
～メイフラワー号出港４００年～

新天地アメリカを目指したメイフ
ラワー号の出港から４００年。自由の
国アメリカをポルタメント小牧のメン
バーが歌とピアノでお届けします。お
楽しみください ！
曲目　マギー 若き日の歌を、エンター
ティナー、アンダーソンメドレー～子
象の行進　他～、時には母のない子
のように、３つのラプソディー、オペ
ラ「ポーギーとベス」よりサマータ
イム、ミュージカル「ウエストサイド
ストーリー」より～アメリカ　他～

とき　12月 20日㈰午後２時～3時
（１時 15分開場）
ところ　味岡市民センター講堂
出演　ピアノ連弾：市川千絵・峰村
真弓・横井美帆・吉田訓子　
　ピアノ：小島怜・若尾実加
　ヴォーカル・ソプラノ：中根直子
　ソプラノ・企画：梅村志宣　
　司会：落合節子

定員 新型コロナウイルス感染症対策
につき、制限させていただきます。

こまき市民文化財団（☎ 71‐9700）
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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

①おはよう
②こんにちは
③こんばんは

正解だと思う番号（①～③）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」

12/10㈭締切12/10㈭締切
スマホから
QR コードで
簡単に応募で
きます。

Q. この手話が表す挨拶は？

（ヒント）今号の特集をご覧ください

広報こまきクイズクイズクイズクイズクイズ
メナード美術館　
2021年 オリジナルカレンダー

今月のプレゼント（5名様）

卓上でも壁掛け
卓上でも壁掛けでも使えます！
でも使えます！

メナード美術館様よりご提供いただきました。
ありがとうございました！


