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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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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!

　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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