
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
※詳細は各問い合せ先にご確認ください。※詳細は各問い合せ先にご確認ください。

こども

今年はこまきこども未来館で開催
します。「つながる」をテーマに遊
びや工作、展示など楽しいイベント
盛りだくさん ！ 各児童館からシャトル
バスもでます。集まれ、こまキッズ ！
とき　11月6日㈯
　１部　午前１０時～正午
　２部　午後１時３０分～3時３０分
※完全予約制、２部入替制
ところ　こまきこども未来館
対象　市内在住の児童
定員　申込者多数の場合は抽選とな
ります。
料金　一部有料ブース有
持ち物　上靴、入場チケット（抽選
結果発表後に発行します）、こまき
こども未来館フリーパス（持って
いる方のみ）
申込み　9月15日㈬～１０月１日㈮
に、申込フォームまたは、こまきこ
ども未来館、市内各児童館にて
※シャトルバスをご利用の方は最寄り
の児童館でお申込みください。

※開催当日は、子育て支援室を除く市
内各児童館はお休みとなります。

こまキッズフェスタ2021
in こまきこども未来館

多世代交流プラザ
（☎ 71‐8616）、各児童館

施設等利用給付費の
請求期間について

■10月１日～ 10 月 8日は幼児教
育・保育の無償化に係る施設等利
用給付費の請求を行う期間です。
（認可外保育施設・一時預かり等）
対象者　子育てのための施設等利
用給付２号認定、３号認定を受け
た方のうち、下記の施設・事業を
利用している方

（※幼稚園在園児を除く）
①認可外保育施設
②病児保育事業
③一時預かり事業
④ファミリーサポートセンター事業
請求期間　10月１日㈮～8日㈮
請求方法　請求書に「領収証の写し」
と「提供証明書」を添付し、郵送
または直接幼児教育・保育課

※郵送の場合は10月8日㈮必着
請求対象期間　７月～９月分
※詳しくは市ホームページ（QRコード）
をご覧ください。

幼児教育・保育課
（〒485‐8650住所不要

☎ 76‐1130）

青年の家こども講座
「小牧山わくわく歴史探検」
史跡小牧山を巡りながら、文化的
造形物や遺跡、記念碑、神社を現
地で解説します。
とき　１０月３１日㈰午前９時３０分～
正午（荒天時中止）
ところ　青年の家・小牧山
対象　市内在住の小学生
定員　30人（保護者同伴可）
※ 応募者多数の場合は抽選
料金　１人 30円（保険代）
※ 同伴保護者を含みます。
持ち物 運動靴、マスク、帽子、水筒
講師　鵜飼 公俊氏（小牧観光ガイ
ドボランティア）・菅沼 加那氏
（れきしるこまき文化財コーディ
ネーター）
申込み　9 月 26 日㈰午前 9 時～
10 月 10日㈰午後 5時までに電
話で青年の家

青年の家（☎ 76‐3718）

▲申込フォーム
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こども
児童館の催し

多世代交流プラザ（☎ 71‐8616）

行　事　名 と　　き 対象・定員・申込みなど 持ち物 児童館名

おもしろクラフト
『ハロウィンカップ』
～おばけバージョン～

10/ 3  ㈰
10:00 ～ 11:30

どなたでも（大人のみ可）　50人程度
申込受付 : 当日先着順
※混雑時は整理券配布
※ 9:20 ～ 10:00 は３Fこども未来館
ゲートにて受付
会場 : ２F交流ひろば

なし
こまきこども未
来館児遊ひろば
（☎75‐3817）

おもしろクラフトミニ
『ハロウィンバッグ』
～かぼちゃバージョン～

10/27 ㈬
1歳児以上と保護者　30人程度
申込受付 : 当日先着順
会場 : ４F児遊ひろば

『演じる』をかじってみる 10/23 ㈯ 10:10 ～ 11:40
小学 4年生～ 6年生
定員：8人
申込受付：10/2 ㈯ホームページにて

動きやすい服装・
タオル

こまきこども未来館
体験ひろば

（☎ 54‐1258）

おひさまリトミック
10/18 ㈪

11:00 ～ 11:30 1歳 6カ月～ 2歳未満の幼児と保護者　7組
申込受付 10/10 ㈰～（TEL 可）

ハンドタオル・
水筒

味岡児童館
（☎75‐4999）ベビーマッサージ 13:00 ～ 14:30 2～ 6カ月児と保護者　5組

申込受付：10/10 ㈰～（TEL 可）
バスタオル・
親子健康手帳

えいごであそぼ
『ハロウィンパーティー』 10/25 ㈪ 10:00 ～ 10:30 幼児と保護者　8組

申込受付：10/17 ㈰～（TEL 可） なし

赤ちゃんと一緒に産後ヨガ 10/14 ㈭ 13:00 ～ 14:30 ２～６カ月児と保護者　8組
申込受付：9/30 ㈭～（TEL 可）

バスタオル 2枚・
フェイスタオル 1枚 篠岡児童館

（☎79‐0690）インターナショナルあそび
「ジュエリークイリング」 10/23 ㈯ 10:00 ～ 11:00 小学生以上　6人

申込受付：10/9 ㈯～（TEL 可） なし

親子リトミック 10/ 4  ㈪ 10:00 ～ 10:30
11:00 ～ 11:30

1～ 3歳児親子　各回８組
申込受付 :9/20（月・祝）～（TEL 可） なし

小牧児童館
（☎77‐0906）ハロウィンウィーク&

パーティー

ハロウィンウィーク
10/24 ㈰～ 30㈯

開館時間内
（17時まで）

全年齢
自由参加

詳細は 10 月の館だ
より、ホームページ
をご覧くださいハロウィンパーティー

10/31 ㈰

10:00 ～ 11:30
13:00 ～ 14:30
15:15 ～ 16:45

全年齢　予約制　各回 20人（こどもの人数）
申込受付 10/17 ㈰ 9:30 ～
（10/31 は予約の方のみの入館になります）
（参加すると、バルーンがもらえるよ！）

卓球遊び 10/16 ㈯ 13:30 ～ 14:30
小学生以上　8人
申込受付：10/2 ㈯～（TEL 可）
※市外の方：10/13 ㈬～ 

なし 小牧南児童館
（☎77‐0454）ベビーマッサージ 10/20 ㈬ 13:00 ～ 14:30

2～ 6カ月児とその保護者
申込受付：10/6 ㈬～（TEL 可）
※市外の方：10/17 ㈰～ 

子ども科学研究所 10/30 ㈯ 10:00 ～ 11:00
小学生以上　10人
申込受付：10/16 ㈯～（TEL 可）
※市外の方：10/27 ㈬～ 

ボードゲームデイ 10/ 9  ㈯ 13:30 ～ 14:30 年少児以上　10組
申込不要

なし 北里児童館
（☎71‐1183）peek‐a‐boo 10/28 ㈭ 10:30 ～ 11:00 6カ月～ 1歳 5カ月児と保護者 10 組

申込受付：10/14 ㈭～　（TEL 可）

10 月誕生会 10/ 4  ㈪ 10:30 ～ 11:15
10月生まれの 0～ 3歳（年少入園前）
の子と保護者※申込不要
対象年齢で誕生月以外の方も参加可

なし

西部児童館
（☎42‐0205）ベビーマッサージイングリッシュ 10/11 ㈪ 10:30 ～ 11:15 2～ 10カ月児とその保護者

申込受付：9/27 ㈪～（TEL 可）
バスタオル・

水分補給（親子共）・
手拭きタオル

謎解きハロウイン 10/31 ㈰
  9:30 ～ 11:30
13:00 ～ 14:30
15:00 ～ 17:30

どなたでも
幼児は保護者同伴
申込不要

なし

楽器であそぼ 10/18 ㈪ 11:00 ～ 11:30 2～ 3歳児と保護者   10 組
申込受付：10/1 ㈮～（TEL 可） ハンドタオル・水筒

大城児童館
わらべかん

（☎78‐0046）
ベビーマッサージ教室 10/21 ㈭ 10:00 ～ 11:30 2～ 6カ月児と保護者   5 組

申込受付：10/6 ㈬～（TEL 可）
バスタオル 2枚・
親子健康手帳

ワールドミュージック 10/23 ㈯ 11:00 ～ 11:30 幼児と保護者   8 組
申込受付：10/6 ㈬～（TEL 可） なし

※申込みは各個人でしてください。　※幼児は必ず保護者同伴で利用してください。
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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。



※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

こども

申請書配布　10月から各保育園、幼
児教育・保育課で配布（認定こど
も園については、９月より配布）

※第１希望の保育園、認定こども園へ
申請書を取りに行くと面接の予約が
できます。
対象　生後 57日目～小学校就学前
の児童
申請および面接
▶とき　11月1日㈪、2日㈫
　午前９時～午後４時 30分

▶ところ 第１希望の保育園（要予約）
※ 親子健康（母子）手帳を持参し、お
子さんと一緒に面接を受けてくださ
い。

※ 第１希望の施設が小規模保育施設の
場合は、幼児教育・保育課で受付け
ます。（予約不要）

※ 第１希望が認定こども園の場合は、
10月に受付をします。施設に問い合
わせください。（要予約）

受入　○：１歳児から
　　　●：０歳児（３カ月目）から
　　　☆：０歳児（６カ月目）から
　　　★：０歳児（生後５７日目）から
※ 「〇、●」は公立園、「☆、★」は
私立園となります。

※ 一色保育園は令和 4年４月から私立
保育園となります。

令和 4年度保育施設等利用申請

受入 保育園名 所在地 電話番号 開園時間
○ 第二保育園 小牧２‐216 77‐0844 7:30～18:30
○ 三ツ渕保育園 三ツ渕1622 77‐0913 7:30～18:30
○ 陶保育園 上末字稲葉台１ 79‐2323 7:30～18:30
● 大山保育園 応時１‐265 77‐1005 7:00～19:00
● 北里保育園 下小針中島２‐90 76‐3337 7:30～18:30
● 岩崎保育園 岩崎1533‐4 76‐2880 7:30～18:30
● 小木保育園 小木２‐350‐1 77‐8536 7:00～19:00
● 三ツ渕北保育園 三ツ渕2130‐１ 72‐9330 7:30～18:30
○ さくら保育園 桜井40 73‐5536 7:30～18:30
○ 山北保育園 安田町98 73‐5535 7:30～18:30
○ 本庄保育園 本庄2597‐433 79‐6128 7:30～18:30
○ 藤島保育園 藤島町梵天 110‐35 75‐2320 7:30～18:30
● 古雅保育園 古雅３‐54 79‐2477 7:30～18:30
○ 大城保育園 城山３‐2‐1 78‐0797 7:00～19:00
★ 村中保育園 村中1058 42‐0053 7:00～19:00
★ 味岡保育園 小松寺103‐1 77‐0425 7:00～19:00
★ レイモンド小牧保育園 新町３‐135 77‐0514 7:00～19:00
★ みなみ保育園 北外山2645‐16 71‐0373 7:00～19:00
★ 篠岡保育園 篠岡２‐30 79‐8336 7:00～19:00
☆ じょうぶし保育園 外堀１‐27 74‐5333 7:00～19:00
★ 一色保育園 久保一色南２‐８ 77‐8600 7:00～19:00

受入 認定こども園名 所在地 電話番号 開園時間
☆ 旭ヶ丘第二こども園 光ヶ丘３‐51 78‐1620 7:00～19:00
☆ とやまこども園 南外山421 77‐0807 7:30～18:30

受入 小規模保育施設名 所在地 電話番号 開園時間

● 小規模保育園こすも 小牧５‐253
中部公民館２階 71‐0115 7:30～18:30

★ こぐま・たんぽぽ保育所 久保新町77 72‐8618 7:30～18:30

☆ すくすくnursery中央 中央4‐161
サンヴィレッシﾞSTⅡ１階 41‐3455 7:30～19:00

★ キラッとKIDSサポート
託児ルーム 新町３‐297 43‐2339 7:30～18:30

★ あすかキッズステーション 北外山字宮ノ腰 19 54‐8024 7:30～19:00

★ あすかちるどれん 北外山字宮ノ腰 19 43‐0012 7:30～19:00

☆ 小牧ステーションわかば 中央２‐115　第２さくら
マンション中央210 48‐1133 7:30～19:00

☆ 保育園きっずどるちぇ
小牧新町園 新町１‐150 55‐5939 7:30～19:00

☆ すくすくnursery味岡 久保155 
玉置ビル１階 54‐1189 7:30～19:00

★ 味岡キッズ保育園 二重堀427‐２ 65‐7522 7:00～19:00

☆ すくすくnursery小牧 小牧３‐53　ルージュ
小牧・アルデール１階 54‐2880 7:30～19:00

☆ すくすくnursery小牧
kids

小牧３‐53　ルージュ
小牧・アルデール１階C 65‐6188 7:30～19:00

★ イオン小牧キッズ保育園 東１‐126
イオン小牧店１階 65‐6966 7:00～19:00

☆ 保育園きっずどるちぇ
小牧さくら園 桜井本町 39 55‐8886 7:30～19:00

★ スクルドエンジェル
保育室こまき園

小牧4‐108‐1
吉野家ビル１F 76‐7679 7:30～18:30

☆ 保育園きっずどるちぇ
小牧園 小牧 4‐604 68‐6880 7:30～19:00

★ つぼみ小規模保育園 新町２‐130
パインハイツ１階 68‐6018 7:30～18:30

幼児教育・保育課（☎ 76‐1130）、各保育園・施設

美しく体操をして、全ての基本とな
るカラダづくりを目指しましょう。
とき　11月13日～12月18日
 毎週土曜日　
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）
※休講となった場合は１２月２５日㈯に振替
ところ　まなび創造館スポーツ広場
中央アリーナ
対象　小学１～３年生
※市外の方も申込み可

定員　14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　10月23日㈯（必着）までに、
必要事項を記入し、申込フォーム
（QR コード）、FAX、往復はがき
（1人 1枚）を郵送または返信用は
がきを直接まなび創造館スポーツ
広場

【必要事項】①教室名（何期か明記）

②住所③氏名（ふりがな）④年齢・
学年・性別⑤保護者名⑥電話番号
⑦申込フォーム・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抽選
※ 受講者以外の方の
入室不可

第 1・２期こども体操教室

まなび創造館スポーツ広場（〒485‐0041小牧３‐555
☎ 71‐9844 71‐9840）
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こども

①キッズ英語 2期
②英語でリトミック 2期
内容　うたって♪あそんで、英語に
触れよう!
と き　10 月 9 日、11 月 13 日、
12月11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 1
対象　市内在住で3回とも受講でき
る方で、① 4歳（年中）から就学
前の子と保護者② 2～ 3歳（年少
前）の子と保護者
定員　どちらも12組（申込先着順）
申込み　9月25日㈯午前 10時～

親子リトミック

こまきこども未来館児遊ひろば（☎ 75‐3817）

今回は「運動会」と題して、玉入
れや、お買い物競争などを行います。
親子で楽しく参加してスキンシップを
図りましょう。
※ 第３回目（令和 4年 2月頃）は親子
でヨガを行う予定です。

※ 子育て支援講座は、市と市民団体「子
育て応援隊」との協働で開催します。
とき　10月4日㈪
　　　午前 10時～ 11時
ところ　まなび創造館５階
　　　　スポーツ広場中央アリーナ

対象　２歳以上のお子さんとその親
定員　20組（申込先着順）
持ち物　親・子ともに室内用運動靴
（なければ裸足でも可）
申込み　１０月３日㈰までに親と子の
氏名、子どもの年齢、連絡先を記
入の上、メールで子育て応援隊
（ok.yukani@gmail.com）

子育て支援講座（ふれあい編第２回目）

子育て世代包括支援センター（☎ 71‐8613）

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　１１月１４日～１２月１９日
　　　毎週日曜日　
第５期
　午後１時１５分～２時１５分（全６回） 
第６期
　午後２時４５分～３時４５分（全６回） 
※休講となった場合は、１２月２６日㈰に
振替
ところ　まなび創造館スポーツ広場
　アリーナ１
対象　４歳～小学1年生とその保護者
（２人１組）
※市外の方も申込み可
定員　１２組（２４人）
※ 申込者多数の場合は、抽選
※ 受講者以外の方の入室不可
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　１０月２４日㈰（必着）までに、
必要事項を記入し、申込フォーム
（QRコード）、FAX、往復はがき
（1組 1枚）を郵送または返信用は
がきを直接まなび創造館スポーツ
広場

【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・性別⑥電話番号⑦申込フォー
ム・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

　　　　　

第５・６期親子テニス教室

まなび創造館スポーツ広場（〒485‐0041小牧３‐555
☎ 71‐9844 71‐9840）

▲申込フォーム

種別　組演武 
【小学の部】
    ・小学生１～３年生の部
  ・小学生４～６年生の部
【一般の部】
 ・一般無段の部（中学生以上）
 ・一般有段の部（中学生以上）
とき 10月 24日㈰
 【小学の部】午前 9時～
 【一般の部】午後 1時～
ところ　南スポーツセンター武道館
柔道場
対象 市内在住・在勤・在学の者ま
たは市合気道連盟に加盟している
団体会員
申込み １0月3日㈰までに所定の
申込用紙によりスポーツ協会へ申
込み

※ホームページ（申込フォーム）・郵送
（必着）可、ＦＡＸ不可
※申込用紙は、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、勤労センター、
東部・味岡・北里の各市民センター
に用意

※選手の変更は不可
※ 開催要項裏面記載の『申込み時遵
守事項チェック表』をよく読んで、
同意・承諾したうえで大会にお申込
みください。

※今大会は無観客で実施。ただし、小
学生については、選手１名につき保
護者１名までの付添い可

第 60回小牧市民体育大会
合気道競技

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

▲申込フォーム

スポーツ
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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

スポーツ

 ところ　さかきテニスコート
 料金　市テニス協会会員 2,500 円、
非会員 3,000 円

 申込み　各申込み期限までに、所定用
紙に必要事項を記入し、下記口座に
料金を振込後、振込控書のコピーを
添付し、各申込み先へ郵送

 【振込先】　三菱ＵＦＪ銀行　
　小牧支店　普通 757342　
　小牧市テニス協会　代表　河合恒洋

■第 27回小牧シングルステニス選
手権（秋季）
とき　10 月 16日㈯、17日㈰午前
９時～午後９時 30分
※ 予備日10月24日㈰　※小雨決行

対象
▶一般男子・女子　年齢制限なし
▶壮年女子　45歳以上（昭和 51年
12月31日までに生まれた方）
▶壮年男子　50歳以上（昭和 46年
12月31日までに生まれた方）
▶壮年男子　55歳以上（昭和 41年
12月31日までに生まれた方）
▶壮年男子　60歳以上（昭和 36年
12月31日までに生まれた方）

※エントリー数が少ない場合は、参加ク
ラス別で下の年齢に組み入れます。
申込み期限　9月 30日㈭
【申込先】　〒463‐0071 名古屋市
守山区新守山町 244　市テニス
協会理事　上野浩行（☎ 090‐
6364‐9476）

■第 21回小牧ミックスオープンテ
ニス大会
とき　11 月 6 日㈯、7 日㈰午前
９時～午後９時 30分
※ 予備日11月14日㈰　※小雨決行
対象　年齢別ミックス① 50 歳未満
②50歳以上③ 80歳以上④ 100歳
以上⑤ 120歳以上⑥ 130歳以上

※ 12 月 31日現在の２人の年齢の合計
が各種目の年齢に該当すること

※ エントリー数が少ない場合は、参加
クラス別で下の年齢に組入れる。
申込み期限　10月 10日㈰
【申込先】　〒485‐0025 春日寺 3‐
80アンハイム102 市テニス協会
理事　渡邊聡（☎ 090‐6605‐
1926）

テニス協会会長　河合恒洋（☎ 77‐5980）
テニス協会理事長　野口浩幸（☎ 090‐1280‐9253）

種類 とき ところ・FAX 内容・対象・申込みなど 電話
食事療法 ･
栄養相談

第２火曜日
午前９時 30分～１１時

春日井保健所
（春日井市
柏井町２‐31）

複数の疾患を有する方
予約制 31‐2133

歯科健康相談 第２水曜日
午前９時 30分～１１時 予約制

メンタル
ヘルス相談

月～金曜日
（祝日および年末を除く）
午前９時～正午
午後１時～４時 30分

面接での相談を希望
する方は要予約 31‐0750

血液検査 第１・３火曜日
午前９時～11時
※ 11/2、12/21を除く
※日程が変更になる場合があ
りますので、事前にお問い
合わせください。

エイズ、梅毒、
肝炎ウイルス

34‐1699
骨髄ドナー登録 予約制

検便検査 毎週火曜日
午前９時～11時
※11/2、11/23、12/28を除く

専用容器が必要
31‐2188

水質検査 専用容器が必要
予約制

春日井保健所（10～ 12月）

福祉・健康

テニス大会

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。

ほぼ毎日更新してます

https://www.facebook.com/
　　　　　　　　　city.komaki

市公式 Facebook

ページにいいね！して欲しいコマ♪
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介護予防に効果のある市独自の
介護予防体操（こまき山体操）を定
期的に行う教室を開催します。こま
き山体操は、相撲の型や四股の動き
を取り入れた市独自の体操で、「誰
もがどこでも気軽に出来る」もので
す。ご興味のある方、体操をご活用
いただける方、ぜひご参加ください。
（事前予約が必要です）
とき・申込み開始日

開催日 申込み開始日
10月 4日㈪
　　18日㈪ 9月１５日㈬～
11月1日㈪
　　15日㈪ 10月１5日㈮～

※申込受付時間：平日午前８時
３０分～午後５時１５分
※教室の開催時間はすべて午前
10時～ 11時
※今後も第１・３月曜日（令和 4年
１月3日、祝日除く）に開催予定
ところ　ふれあいセンター３階
大会議室
対象　市内在住で、体操に興味
があり習得したい方
定員　20人（申込先着順）
持ち物 空のペットボトル（５００ｍｌ）
２本、飲み物（水分補給用）
申込み　上記申込み開始日以降
に、電話で地域包括ケア推進課

こまき山体操入門
～手軽にかんたん介護予防～

地域包括ケア推進課（☎ 76‐1188）

「みんなの認知症予防ゲーム」
は、脳に良い少しの刺激と人と
の交流が凝縮された、性別、年
齢問わず、楽しめるゲームです。
皆さんで楽しく認知症予防しませ
んか。ぜひご参加ください。
※この講座の講師は「認知症予防
ゲームリーダー養成講座修了
生」が務めます。
とき　１０月７日㈭～令和4年３月
１７日㈭
　毎月第１・３木曜日（全１２回）
午前１０時～１１時３０分
　（受付：午前９時４５分～）
ところ　ふれあいセンター３階
大会議室
対象 市内在住で、１２回参加可能な方
定員　15人（申込先着順）
申込み 電話で地域包括ケア推進課

みんなの認知症予防ゲーム講座
～楽しく笑って脳いきいき～

地域包括ケア推進課（☎ 76‐1188）

募　集

シティプロモーション課
 （〒485‐8650 堀の内3‐1

☎76‐1173）

内容 シティプロモーション課での一
般事務、基礎的なパソコン操作（ワー
ド・エクセル）、SNSへの投稿など 
募集人員　１人
勤務時間 月～金曜日の午前9時～
午後４時 30分（休憩１時間）
勤務期間 11月１日㈪～令和４年３月
３１日㈭
勤務場所　市役所本庁舎
時給　955円
　※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　10月8日㈮（必着）までに、
履歴書（写真貼付）を郵送または
直接シティプロモーション課

※履歴書は、原則お返ししません。
※面接日は10月18日㈪午前を予定

会計年度任用職員（一般事務）

会計年度任用職員
（学校生活サポーター）

内容　特別な支援が必要な生徒へ
の対応
募集人員　１人
勤務期間　10月1日㈮～令和 4年
3月31日㈭
応募資格　なし（教員免許不要）
勤務場所　市内中学校
勤務時間　週 5 日（学校開校日）
午前8時 30分から午後4時 30分
（休憩 60分、実働 7時間）
時給 1,219円
※通勤費用は距離に応じて支給あり
※期末手当あり
※社会保険、雇用保険に加入
申込み 9月24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。
※面接日は9月29日㈬午前を予定

学校教育課（〒485‐8650
住所不要 ☎ 76‐1165）

福祉・健康催　し
第 6回こまき検定

内容　小牧に関してどれくらい知っ
ているか、知識試しをしてみませ
んか。
　　今回は歴史、地理、公民の幅
広い分野からの出題です。（小学
校５年生程度の難易度）

※ 市ホームページにて公開している問
題・解説の中から30問を出題します。
（QRコードを読み取りアクセスして
ください）
とき　１１月３日（水・祝）午前９時４５分～
正午（受付９時 15分～）

※ 検定時間は30分間です。
ところ 市役所本庁舎６階 601 会
議室
対象　小・中学生
定員　50人
申込み　9月24日㈮（必着）までに、
「第６回こまき検定申込」、郵便番
号、住所、氏名、ふりがな、電話
番号、学校名、学年、本検定の
参加経験の有無を記入し、ＦＡＸ、
メール、電話または直接文化財課
※ 市内小中学校に在学の場合は、各
学校から配布されるチラシにより各
学校へ申し込んでください。

文化財課
（☎76‐1189 75‐8283
bunkazai@city.komaki.lg.jp）

▲昨年の様子
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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

催　し

ところ プラザハウス　　
対象 市内在住・在勤・在学の方が優先
※ 各教室は一部を除き１回で終了し、継続教室ではありません。
※ 申込者多数の場合は抽選
申込み ９月30日㈭必着（定員に満たない場合は開催日前日まで）希望教
室名、参加日、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、保護者氏名（ふりがな、
保護者同伴の場合）、年齢、学年、電話番号を一世帯ごとに記入し、はがき、
FAX、メールまたは直接プラザハウス

※ １人で複数の教室を申し込むことができます。
※詳しくは、市ホームページ（QRコード）をご覧ください。

教　室　名 と　き 定　員

布ぞうりを編んでみよう ★
10月 15日㈮

午前９時 30分～
正午

各５人
11月 17日㈬

ステンドグラスで星を作ろう
（２回で１つの作品を作ります） ★

11月  2  ・  9  日㈫
12月  3  ・10日㈮
12月  8  ・15日㈬

さき織りでマットを作ろう
（２回で１つの作品を作ります） ★

10月20・27日㈬
各６人

11月19・26日㈮

とんぼ玉で雪だるまを作ろう ♯
11月 24日㈬

各 4人12月  7  日㈫
12月 24日㈮

季節（ハロウィン）のお皿を作ろう
 　　　　　　　　（サンドブラスト） ◆

10月 16日㈯

午前 10時～
正午 各 10人

10月 17日㈰

クリスマスグラスを作ろう
　　　　　　　　（サンドブラスト）◆

11月 21日㈰
12月  5  日㈰

ハロウィンのキャンディポットを
作ろう　　　　  （紙すき） ◆

10月 23日㈯
10月 24日㈰

お年玉袋を作ろう（紙すき） ◆
12月 18 日㈯
12月 19日㈰

松ぼっくりでツリーを作ろう ◆
11月 23日（火・祝）
11 月 28日㈰

★中学生以上　♯小学４年生以上　◆５歳以上　　
（対象年齢は各講座の難易度を示しています）
※ 通常授業がある日は小・中学生は参加できません。
※ 小学生以下は、保護者同伴で参加できます。
 保護者はお子さんの付き添いになります。
※ 保護者１人につき、お子さん２人まで参加可能です。
※ 教室に申込みしていないお子さんを連れての参加はご遠慮下さい。 

プラザハウス（〒４８５‐０８０２ 大字大草５７８６‐８３ ☎７８‐５０１６ ７８‐５０６１）

10～ 12月　特別体験教室男女共同参画男性支援講座
「だれかにつくりたくなる男の料理
と、フードロスをなくすアレンジ術！」
定番と言われるメニューを基本か

ら学び、フードロスを意識した調理、
アレンジ術を学びます。
とき　10月１４日、21日、28日㈭
（全 3回） 午前 10 時～午後 0時
30分
ところ　まなび創造館　料理教室
講師 おかち まい氏（フードクリエ
イター、料理教室ｃｏｏｋｉｎｇＬＡＢＯ：
ｔｓｕｋｕｒｕを主宰）
対象　男性の方
定員　12人（申込先着順）
料金　3,850 円（材料費込）
託児　あり（１歳～未就学児）
※託児は直接窓口のみでの受付となり
ます。
申込み　９月15日㈬午前９時 30分
から、下記事項を記入し、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電話番号
⑥託児の有無（有の場合はお子さ
んの人数と年齢）⑦申込フォーム・
メール・ＦＡＸでお申込みの場合は、
通知の受け取れるメールアドレス
またはＦＡＸ番号

多世代交流プラザ（〒485‐
0041小牧３‐555☎71‐9842
71‐8612 tasedai@city.

komaki.lg.jp）
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催　し
市の施設の展示会

と　き 名　称 内　容

まなび創造館５階センターモール（☎ 71‐9848）※第３火曜日休館

9 月 23 日（木・祝）
　  ～ 30日㈭

第 6回城風会水墨画作品展
※初日は午後 1時 30分から、
　最終日は午後４時まで

水墨画 50点を展示します。

9月 24 日㈮
～ 10月 3日㈰

楽写クラブ写真展
※初日は午前 10時 30分から、
   最終日は午後 3時まで

写真約 40点を展示します。

まなび創造館４階市民ギャラリー（☎ 71‐9848）　※第３火曜日休館

 ９月  27日㈪
～ 10月 3日㈰
午前10時～午後５時

市美術協会
帆巻会人物デッサン展
※初日は午後１時から、　最終日
は午後４時まで

人物デッサン作品を展示しま
す。

味岡市民センター（☎76‐7000）

 10 月 2 日㈯
　  ～ 10 日㈰

こだま水彩画会　秋季展
※初日は午前１0時から、　最終日
は午後４時まで

水彩画、パステル画
50点を展示します。

10月 20 日㈬
　  ～ 26 日㈫

革工芸　同好会
※初日は午前１0時30分から、
　最終日は午後3時30分まで

バック・掛じく・財布　
約 150点を展示します。

北里市民センター（☎71‐1197）

 10 月 2日㈯
　  ～ 14日㈭

パステルアート虹の会作品展
※初日は正午から、最終日は
正午まで

パステル画　
約 50点を展示します。

10月 16日㈯
　  ～ 24日㈰

こだま水彩画会秋季展
※初日は午前 10時から、最終日
は午後４時まで

水彩画、パステル画　
約 50点を展示します。

中部公民館（☎ 75‐1861）

 9 月 26 日㈰
～ 10月 10日㈰

全国年金者組合小牧支部　
趣味の作品展
※初日は午前 11時から、最終日は
午前 10時まで

油絵・水彩画・書道・伊勢型
紙などを展示します。

男女共同参画企業啓発講座　
「仕事効率化への第一歩 ！
デスク整理整頓講座」

片づけ収納マイスターとして活躍
中の講師が、オフィスデスクの整理
整頓方法を伝授します。
とき　10 月 10日、24日㈰ 午前
10時～正午
ところ　まなび創造館　研修室
講師 杉 千郷氏（片づけ収納マイス
ター認定講師、5Sインストラクター）
対象　働いている方
定員　30人（申込先着順）
申込み　９月15日㈬（窓口受付は
午前９時３０分）から、必要事項を
記入し、申込フォーム（QRコード）・
メール・FAX・往復はがきの郵送
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申込フォーム・メール・
FAXで申込の場合
は、通知を受け取
れるメールアドレ
ス・FAX番号

多世代交流プラザ（〒485‐
0041小牧３‐555☎71‐9842
71‐8612 tasedai@city.

komaki.lg.jp）

ブラック星博士の東海征服計画 In 小牧２０２１
秋の星空解説とブラック星博士の
天文クイズ
講師　井上 毅氏（明石市立天文科
学館館長）
とき　10月 24日㈰①午前１１時～
正午、②午後 2時～3時
ところ　中部公民館プラネタリウム
定員　各回６０人（申込先着順）
料金　１００円（中学生以下無料）
申込み　10月 2日㈯午前９時から、

電話または直接中部公民館１階受
付窓口（申込先着順）

中部公民館（☎ 75‐1861）

高年齢者を対象とした
就職相談会

＜セカンドキャリアを目指す人を応
援します＞
　愛知県では、長年培った経験と能
力を生かすことを望む高年齢者と、
高年齢者の就業機会の確保に向け
て多様な取組を行っている企業との
マッチングの機会を提供するため、
高年齢者を対象とした就職相談会を
開催します。
とき　９月30日㈭正午～午後３時
ところ　勤労センター多目的ホール
参加方法 事前申込不要、履歴書不
要、入退場自由、服装自由お気軽
に参加ください。なお、参加企業
などの詳細は、就職相談会チラシ
をご覧ください。チラシは、健康生
きがい推進課窓口およびワクティブ
こまき内にあります。
また、愛知県ホーム
ページよりダウン
ロードもできます。

県労働局就業促進課（☎ 052‐
954‐6367）、健康生きがい
推進課（☎ 39‐6568）
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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

星空の下で音楽を楽しみません
か。
とき　10 月 9日㈯開演：午後６時
30分（開場：午後６時）

※当日直接ご来館ください。
※ 雨天時予備日：10月10日㈰
※ 予備日も雨天の場合は中止
ところ　ゆう 友 せいぶウッドデッキ

星空コンサート

ゆう 友 せいぶ（☎42‐2030）

パソコン講座
とき
▶午前の部　９時 30分～１１時３０分
▶午後の部　１時 30分～３時 30分
ところ　市公民館４階 
対象　18 歳以上の方（お子さんの
入室はご遠慮ください）
持ち物　W i n d ow s10 搭載 PC
（コース27）

申込み　講座開始日の２週間前（消
印有効）までに、往復はがきに
（１枚１講座、１人複数講座可）希望
コース、講座名、郵便番号、住所、
氏名、年齢、性別、電話番号、
FAX、メールアドレス（ある方のみ）
を記入し、郵送または返信用はが
きを直接こまきe‐コミュニティー
ネットワーク

※ こまきe‐コミュニティーネットワーク
のホームページからも受付可能です。

※ 申込用紙は、こまきe‐コミュニティー
ネットワークに用意

※ 申込者多数の場合は抽選
※ 申込者が少ない場合は中止になるこ
とがあります。
※ OS は Windows10、Office は
365を使用します。

こまきe‐コミュニティーネットワーク（http://www.komaki-e.net/）
（〒485‐0041小牧２‐107市公民館４階 ☎ 090‐6805‐1216）

コース 講座名 とき 時間 内容 回数 料金 定員

24 ワードの学びなおし
10/22 ～ 11/26 の
毎週金曜日

（11/19 を除く）
午前

前に習ったけど、忘れてしまった方に、や
れば思い出すワードの学びなおし。基本か
ら応用まで、さらにスキルアップする講座

5 7,050 円 12

25 初めてのエクセル（初心者）
11/16 ～ 12/28 の
毎週火曜日

（11/30 を除く）
午後

エクセルで表計算の基礎をしっかり学
ぶ講座。データ入力の基本から効率的
な操作方法を学ぶ

6 9,120 円 12

26 少人数で始めるゆっくり
パソコン入門

11/24 ～ 12/22 の
毎週水曜日 午前

少人数で、電源の入れ方や文字入力の基
本、ホームページの見方など、初めてパ
ソコンに触れる方のためのゆっくり講座

5 9,600 円 5

27
Zoomで仲間と
オンラインミーティング
＝パソコン編＝

11/25 ～ 12/23 の
毎週木曜日

（12/9 を除く）
午後

インターネット上でビデオ会議ができ
るZoomアプリを使って、ミーティン
グを主催したり、ミーティングに参加
する方法を学ぶ講座

4 5,750 円 5

28 マクロってなあに？
11/13 ～ 12/25 の
毎週土曜日（11/20、
12/18 を除く）

事務職において、今やエクセルは必須アイ
テムの時代。マクロを使えば、作業はもっ
と楽に便利に。マクロで仕事を効率化！

5 7,550 円 12

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　9月２５日㈯午前１０時３０分～
（約４0 分）：秋の星座案内と神話
「やぎ座」
　10 月 9 日㈯午前 10 時 30 分～
（約４0分）：秋の星座案内と「ピー
ターパンと宇宙へGO！ 」
ところ　中部公民館５階プラネタリ
ウム
対象　主に3歳から小学 2年生頃の
お子さん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

おやこｄｅ楽しむプラネタリウム

中部公民館（☎75‐1861）
    ©GOTO     ©GOTO

※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
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催　し
創垂館現場見学会および親子体験活動（瓦つくり体験活動）

保存修理工事中の創垂館におい
て、現場見学会および親子体験活動
を実施します。
■創垂館保存修理工事　現場説明会
内容　明治２１年（１８８８年）県知事
の発令により小牧山に建てられ、後
に尾張徳川家の所有となった創垂
館。現在行われている保存修理工
事の現場見学会を行います。
とき　１０月１６日㈯、１7日㈰
①午前１０時～１０時 45分

　②午前１１時～１１時 45分
　③午後２時～２時 45分
　④午後３時～３時 45分
ところ　創垂館（小牧山内　青年の
家隣）　
講師　麓 和善氏（名古屋工業大学名
誉教授）、濱田 晋一氏（名古屋工
業大学大学院准教授）
対象　市内外問わず、中学生以上
※創垂館の保存修理工事現場を見てみ
たい方で、工事現場内をご自身で歩
いて回れる方
定員　各回２０人
※申込者多数の場合抽選
料金　３０円（保険料）

持ち物　動きやすく汚れてもいい服
装および運動靴
申込み　９月２９日㈬までに、電話で
青年の家

【必要事項】①参加希望日 ②希望す
る時間枠 ③住所 ④氏名 ⑤年齢 
⑥電話番号

■親子体験活動（瓦つくり体験活動）
内容　瓦粘土を使い、実際の瓦の型
にはめて焼き上げ、オリジナルの
瓦の置物を作成します。
とき　１０月１６日㈯
　①午前１０時１０分～１０時５０分
　②午前１１時１０分～１１時５０分
　③午後２時１０分～２時５０分
　④午後３時１０分～３時５０分

ところ　青年の家　講議室　
講師　橋本瓦葺工業㈱
対象　市内在住の小学校１～６年生
（必ず保護者同伴）
※保護者 1人あたり児童は２人までの
参加可
定員　各回１２人（児童のみ）
※申込者多数の場合抽選
料金　参加児童 1人あたり３０円（保
険料）
持ち物　汚れてもいい服装、手洗い
後に使用するタオル、飲み物
申込み　９月２９日㈬までに、電話で
青年の家

【必要事項】①希望する時間枠 ②住
所 ③氏名 ④学年 ⑤電話番号

※③は参加する保護者、児童全員、
④は参加する児童全員

青年の家（☎ 76‐3718）※木曜日休館（９月２３日（木・祝）は開館し、９月２４日㈮は振替で休館）

愛知文教大学連携市民講座
「江戸時代の観光ガイド『尾張名所図会』で小牧を旅する」

『尾張名所図会』を読み、江戸時
代の小牧の名所について学びます。
とき
　第１回　11月 6日㈯「『尾張名所

図会とは？』～小牧北部と西部編～」
　第２回　11月 13日㈯「山の中に
も隠れた名所が～小牧東部編～」

　第３回　11月 27日㈯「小牧宿の
見どころ～小牧中央部編～」

　いずれも午前10時～11時 30分
ところ　市公民館　視聴覚室
定員　40人
※ 申込者多数の場合は市内在住・在勤・
在学を優先して抽選
料金　900円
講師 内田 吉哉氏（愛知文教大学人
文学部人文学科　准教授）

申込み　9月26日㈰（必着）までに、
往復はがきに講座名、郵便番号、
住所、氏名・ふりがな、年齢、性別、
電話番号を記入し、郵送または返
信用はがきを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
も申込できます。

※ 定員に空きがあれば締切後も先着順
で受付

こまき市民文化財団　こまなびサロン（〒485‐0041小牧 2‐107☎ 77‐8269）

▲申込QRコード
▲尾張名所図会

▲内田 吉哉氏

▲創垂館保存修理工事の様子

▲参考（瓦つくり体験活動の様子）
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催　し

小牧の文化財地図「訪ね歩きマッ
プ（北里地区）」をもとに、北里・
藤島地区（賢林寺周辺）を歩いて巡
ります。
※現地周辺へは貸し切りバスを使い移動
とき　11月 7日㈰午前９時～正午
（集合時間：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
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　20人
※ 申込み者多数の場合は公開抽選（抽
選日時：10 月 18 日㈪午前 10 時
場所：市役所本庁舎 2階 203 会議
室）
料金　４５０円（小・中学生無料）
※ 参加者には「訪ね歩きマップ（北里
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。

※ ＦＡＸ、郵便は不可

文化財巡り

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

自分の身体と向き合い、気になる
普段の姿勢を心地良い状態へ変え
ていきましょう。身体がかたくても、
ヨガ未経験でも、大丈夫ですよ。
とき
　① 10月5日㈫
　② 10月19日㈫
　午前 10時～正午（２回連続講座）
集合場所　ふらっとみなみ　講堂
講師　 松本 めぐみ氏（日本ヨーガ
療法学会ヨーガ療法士・日本ケア
リングヨーガ協会認定講師）
対象　18歳以上の方
※２回とも参加可能な方
定員　20人（申込先着順）
持ち物　ヨガマット（なければバス
タオル等）、バスタオル１枚
申込み　9月 21日㈫午前 10 時か
ら電話でふらっとみなみ

おうちで続ける！姿勢改善ヨガ

ふらっとみなみ（☎ 77‐1375）

小牧市歯と口腔の健康づくり推進条例制定記念講演
いくつになっても健康で生き生きと
過ごすためには、お口の健康が欠か
せません。市では、市民の皆さんに、
お口の健康づくりに積極的に取り組
んでいただけるよう「小牧市歯と口
腔の健康づくり推進条例」を制定しま
した。これを記念し「口腔がん」をテー
マにした講演会を開催します。
①『口腔がん検診のススメ』
長尾 徹氏（愛知学院大学歯学部附属
病院　病院長）
②『舌がん「ステージ４」から希望
のステージへ』
堀 ちえみ氏（歌手・タレント）
とき　１１月２１日㈰午後 1時３０分～
3時 30分

ところ　まなび創造館あさひホール
（メイン会場）およびワクティブこ
まき（サテライト会場）
対象　市内在住の方
定員　約 80人
※ 10月下旬に抽選予定。当選者には、
ペアもしくはシングル招待券を11月
上旬に送付します。招待券の発送を
もって発表にかえさせていただきま
す。
申込み　10月13日㈬（必着）まで
に、講演会参加希望と明記の上、
官製葉書 1枚に対し2名様分まで
の①氏名②生年月日③年齢④郵便
番号⑤住所⑥電話番号をご記入の
上、郵送で小牧市歯科医師会

　　　　　　

　　　　 　　

小牧市歯科医師会（〒485‐0044　常普請 1‐318☎ 41‐0007）、保健センター（☎ 75‐6471）

創作和紙作成教室
内容　和紙とホタテのペンダント
とき　10 月 9 日㈯午前 10 時～
正午、23日㈯午後１時～３時
ところ　第２老人福祉センター　小
針の郷創作室
講師　柳原護

まもる
氏、柳原和代氏（創

作和紙細工　紙
し
楽
らく
）

対象　老人福祉センターの利用証を
お持ちの方
定員　各回 8人（申込先着順）
料金　300円（参加当日徴収）
持ち物 ハサミ、木工用ボンド、お
手拭き、お持ち帰り袋
申込み　10月 1日㈮から、所定の
用紙に必要事項を記入し、直接小
針の郷

※ 申込みは本人に限ります。

小針の郷（☎ 71‐2370）

▲長尾 徹氏

▲堀 ちえみ氏

※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
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