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■子育て支援センター
市内の在宅乳幼児と保護者の『遊び』『出会い』『交流』『相談』の場
となるよう開設、事業を実施しています。

★野洲市子育て支援センター

　☎ 518 － 0830、FAX518 － 0831

■子育て支援講座（要申し込み）

※来所または電話で申し込みください。

※申し込み多数の場合は抽選します。
【運動遊び】（抽選なし）
▽３月２日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
対象…歩ける幼児とその保護者
※受け付けは終了しました。
【ベビーマッサージ】（15組、抽選あり）
▽３月９日㈪ 10：30～11：30（受付10：15～）
場所…野洲市健康福祉センター２階集会室
対象…２カ月からハイハイする前の乳児とその保護者
持ち物…バスタオル、ベビーオイル
申し込み…３月３日㈫まで
抽選確認…３月４日㈬～６日㈮
【ヨガ】（15組、抽選あり）
▽３月23日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
場所…野洲市健康福祉センター２階集会室
対象…親対象です。子どもさんは託児します。
申し込み…３月10日㈫～16日㈪
抽選確認…３月17日㈫～19日㈭

■いどばた広場【誕生会】(要申し込み) 

▽３月６日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
内容…３月生まれ誕生会、ペープサート、簡単製作
※誕生月以外の人も参加できます。
申し込み…３月４日㈬まで
▽４月17日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）
申し込み…３月30日㈪～４月13日㈪
■いどばた広場【２歳児】(要申し込み) 

▽３月16日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
場所…野洲市健康福祉センター２階集会室
対象…平成29年３月までに生まれた幼児とその保護者
内容…手作りおやつ試食、親子ふれあい遊び
持ち物…お皿、フォーク、おしぼり、お茶、材料費50円
申し込み…３月４日㈬～10日㈫
■子育て相談　毎週月曜～金曜日９：30～16：30
　電話相談・個別面談（個別面談は要申し込み）

■にこにこ広場（申し込み不要）
　０歳からの在宅児（未就園）が親子で自由に遊べます。
月曜２･９･16･23日､火曜24日、金曜日　
　　　　　　　　　　　 13：00～16：30
月曜30日、火曜３･10･17･31日､水曜日　
　　　　　　　　　　 　９：30～12：00、13：00～16：30
毎週木曜日　　　　　　 ９：30～12：00

★きたの子育て支援センター

　☎ 518 － 1866、FAX587 － 6226

【３月のわくわく遊び】
「工作してみよう！」いろんな廃材やカップなどを
使って工作しませんか？牛乳パック、ティッシュやお
菓子の空き箱、プリンカップなどおうちでも廃材が出
たら持ってきてもらえると嬉しいです。ご協力よろし
くお願いします。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要
申し込み）
▽３月19日㈭ 14：00～15：00
内容…「フォトブッキング」きれいな紙やマスキング
テープなどを使って、子どもさんの写真を思い出に残
しませんか。
持ち物…お茶、使いたい子どもさんの写真

■子育て広場（申し込み不要）
　０歳からの在宅児（未就園）が親子で自由に遊べます。
毎週月曜～金曜日９：30～16：00 センター内、園庭で
自由に遊べます。（12：00～13：00は持参された昼食
をとる場所として開放します。）
※３月の土曜広場開放日は、園行事と重なるためありません。

申し込み…３月２日㈪～13日㈮までに来所または電話
で申し込みください。
【３月のおやつの日】（先着10組）
▽３月17日㈫ 14：00～
内容…「ジャガイモのお焼き」健康推進委員さんにお
やつ作りを教えてもらい、みんなで作っていただきます。
持ち物…お茶､材料費一人50円､エプロン･三角巾
申し込み…３月２日㈪から
■子育て相談　随時実施しています。

★あやめ子育て支援センター

　☎・FAX589 － 2928
■ミックスクラブ　
※テーマや行事に沿った遊びをします。
※対象年齢は設けていませんのでぜひご参加ください。
【ひな祭りの集い】

▽３月３日㈫ 10：00～12：00
【手形足型をとろう】

▽３月９日㈪～11日㈬ 10：00～16：00のいつでも
持ち物…のり、手拭き用おしぼり
【お別れ会＆ランチデー】

▽３月13日㈮ 10：00～
　４月から保育園幼稚園に行くお友だちと思い出を振
り返ったり、一緒にお弁当を食べたりします。お弁当
を食べない人は11：30で解散です。
持ち物…お弁当、水筒、おしぼり、シートなど

【３月の誕生会＆ランチデー】

▽３月16日㈪ 10：00～
　３月生まれの友だちをみんなでお祝いしましょう。
その後11：30からランチタイムです。みんなで一緒に
お弁当を食べましょう。お弁当を食べない人は11：30
で解散です。
※ 誕生月以外の人も参加できます。
持ち物…お弁当、水筒、おしぼり、シートなど
【かえっこバザー】

▽３月23日㈪～27日㈮
■子育て相談　毎週月曜～金曜日 10：00～16：00
　電話・個別相談も随時受け付けます。

■フレンド広場（申し込み不要） 
　０歳からの在宅児（未就園）が親子で自由に遊べます。
毎週月曜～金曜日 10：00～16：00（ミックスクラブのない時間帯）
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ものをいかす交換銀行
斡旋対象…市内在住者（古物商は除く）
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834
受付時間…月曜～金曜日（祝日は除く）午前８時30分～午後５時15分

※３月３日㈫～受付（抽選・先着順）
　受付開始時の混雑を解消するため、開始から一定期間内

の受け付けを抽選方式で実施します。その後は先着順で受

け付けします。

　なお、抽選は市職員が実施し、交渉順位を決定します。

【抽選受付期間】　３月３日㈫～５日㈭ 午後３時

　　　　　　　　　（抽選日：５日㈭ 午後４時～）

【先着受付期間】　３月５日㈭ 午後3時～31日㈫

　★印は今月号からの掲載分です。

　※掲載中の物品は、２月13日現在のものです。

譲ります

番号 品　名 使用状況 希望価格

789 タイヤチェン（非金属、ゴム製） 未使用 無料

791
富国式米麦貯蔵器ブリキ

（ジョーゴ付、径50×H75cm、150ℓ）
中古 無料

792
コーヒーサイフォン

（メリカ、電気式、JCM-551）
中古 無料

796
雛人形（３段飾り<７体>、ガラスケース<横
70×縦55×奥行45ｃｍ>）

中古 無料

800
大判バスタオル

（白地、クマ・ゾウ・キリン柄、68×133ｃｍ）
中古 無料

801
ジュニアシート

（リーマン㈱、100～130ｃｍ対応）
中古 150円

802 洗面台（イナックス、幅60cｍ） 未使用 無料

803 雛人形（島津、７段飾り） 中古 無料

805
★ 盆栽鉢
　（形色々、数十個あり、盆栽付きのものあり）

中古 無料

807 ★座布団（25枚、55×55ｃｍ黄土色系） 中古 無料

808
★ モデルNO425Fキャンプストーブ
　（コールマン、ホワイトガソリン用）

未使用 無料

809
★ 全身マッサージチェアー
　（ファミリーイナダ社 FMC-J550 ブラウン）

中古 無料

毎月第４土曜は

廃食油回収の日

3月28日　午前10時～正午

回収場所：市役所別館横電話ボックス付近

回 収 物：廃食油、牛乳パック、アルミ缶

環境課☎ 587－6003、

  環境基本計画推進会議「エコ資源部会」

  増村   ☎ 586－1441

譲ってください

番号 品　名 希望価格

53 アイロン台（型、メーカー問わず） 無料

54 ガスコンロ（魚焼きグリル付） 無料

55
ディズニー英語システムdwe ストレートプレイステップバ
イステップ シングアロングDVD、テキスト、教材

無料

56 ★チャイルドシート（新生児用） 無料

57 ★ベッド（ベビー用） 無料

58 ★電子レンジ（メーカー問わず） 無料

59
★ 折りたたみ式机
　（２台、幅：約182×奥行：約75×高さ：約75ｃｍ）

無料

60
★ ディズニー英語システムdwe トークロングカード プレ

イメイト
無料

61 ★固定電話機（メーカー問わず） 無料

「発 達 支 援 セ ン タ ー 通 信 」

◆発達支援センター
   ☎ 587 － 0033、FAX 587 － 2004

　令和元年度もいよいよ終わろうとしています。４月

からは新生活のスタートです。進級、進学、就職など

様々な変化のある時期です。「どんなことをするのか

な」「どんな人がいるのかな」と新しい環境にわくわ

くする人もいるでしょう。しかし、期待とともに不安

を感じる人も多いものです。

　不安を抱えたままでは、身体も表情もこわばって前

へ進めなくなりがちです。少しでも不安を解消するた

めにできることを考えましょう。場所、交通手段、仕

事や学習の内容、人との関わり、準備物など不安の原

因はいくつもあるでしょうが、前もって知っておくと

安心できるかもしれません。

　例えば、小学校入学。学校への道のりを家族と一

緒に歩き、周りにある建物や店、景色などを見てお

きましょう。通学途中にある草花や木にも目を向ける

と、四季折々の変化が通学の楽しみになるかもしれま

せん。玄関、靴箱や傘立て、校庭の遊具、体育館の場

所なども確認できるといいですね。小学校に入ると急

に大きな世界が広がって教室も人も多くなります。不

安になった時、どこに行けばいいのか、誰に頼ればい

いのかを知っておくことは大きな安心につながりま

す。一日の生活の流れをきょうだいや知り合いに聞い

てみるのもいいですね。給食、掃除、昼休みの過ごし

方なども意外と分かりにくいものです。絵や文字、写

真、図などを示しながら話をするといいでしょう。ま

た、新生活でも安心して過ごせるようにハンカチやタ

オル、下敷き、衣服など以前から持っている自分のお

気に入りグッズがあれば、それをそばに置いておくの

もいいかもしれません。「これだけは前と一緒で変わ

らないもの」を残しておくと心強いですね。

　本人を支えている人の影響も大きいです。「前はこ

うだったのに」「～だったらどうしよう」と周りの人

が変化を受け入れられずにいると、その気持ちが本人

に伝わってしまいます。世の中はどんどん変化してい

くものです。将来、社会へ出て自立するためには変化

を受け入れていくことも大切です。思っていたことと

違っていても「こうすればい

い。何とかなる」と思えるよ

うに支えてあげてください。

新しいスタートには、新しい

楽しみもきっとあります。本

人に寄り添いながら、新しい

楽しみを見つけるお手伝いを

してくださいね。

終わりと始まり ～ 変わるものと変わらないもの ～




