
市内にある3か所の子育て支援センターでは、０歳か
らの在宅（未就園）児とその保護者を対象に下記の催
しを実施しています。

■子育て支援センター

★きたの子育て支援センター
　☎ 518－ 1866、FAX587 － 6226
■子育て広場（予約不要）
　０歳からの在宅（未就園）児の親子でセンター内、
園庭で自由に遊べます。
毎週月曜～金曜日10：00～12：00、13：00～16：00
※３月は土曜広場開放がありません
【３月のわくわく遊び】「絵の具で遊ぼう」

　絵の具を使って、絵を描いたり、手形をとったり、
感触を楽しんだりして遊びましょう。汚れても良い服
装でお越しください。
【おやつの日】｢ポテトフライ｣（要予約）先着10組
▽３月24日㈭ 14：00～15：00
　健康推進員さんが作るおやつをいただきながらレシ
ピを教えてもらいます。
申し込み…３月11日㈮までに来所または電話で申し込
んでください。
持ち物…お茶
参加費…１人50円
【パパデー】｢お別れ会｣（要予約）
▽３月12日㈯  14：00～16：00
対象…センターを卒業する親子
申し込み…３月10日㈭までに来所または電話で申し込
んでください。
【０歳児サロンありんこ】（３～11か月児の親子） 
（要予約）
▽３月18日㈮ 14：00～15：00
内容…「フォトブッキング」
持ち物…材料費50円、写真２～３枚、あればハギレ､リボン
申し込み…３月11日㈮までに来所または電話で申し込
んでください。応募多数時は抽選、14日以降に来所ま
たは電話で確認してください。
子育て講座「一時保育説明会」（要予約）
▽３月23日㈬ 15：00～15：30
　一時保育ってどういうもの？誰でもどんな時も利用
できます。利用の仕方や保育内容・不安なところなど
お話します。
申し込み…３月22日㈫までに来所または電話で申し込
んでください。
■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）
　対象年齢を設定していますが、対象年齢以外のお友
だちにも遊びに来ていただけます。（予約不要）

▽３月３日㈭ 10：00～「ひな祭りの集い」
▽３月７日㈪ 10：00～「手形・足型をとろう」
　主に２歳半以上、制作用のおしぼり要
▽３月８日㈫ 10：00～「手形・足型をとろう」
　主に１歳～２歳半、制作用のおしぼり要
▽３月９日㈬ 13：30～「手形・足型をとろう」
　主に１歳未満、制作用のおしぼり要
▽３月14日㈪ 10：00～「３月のお誕生日会」
　３月生まれのお友だちだけではなく、みんなでお祝
いしましょう。
▽３月18日㈮ 10：00～わんぱく&ランチデー、お別れ会
　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時半で解散です。
持ち物…お弁当、お茶、おしぼりなど
■フレンド広場　（予約不要） 
　０歳からの在宅（未就園）児の親子で自由に遊べます。
ミックスクラブのない時間帯 10：00～16：00
土曜日 10：00～12：00 
■子育て相談　毎週月曜～金曜日10：00～16：00 
■子育て電話相談　毎週月曜～金曜日10：00～16：00 
■個別相談事業（要予約）　毎週土曜日13：00～16：00

★野洲市子育て支援センター
　☎ 518－ 0830、FAX518 － 0831
■にこにこ広場（予約不要）
　０歳からの在宅（未就園）児自由に親子で遊べます。
毎週月曜・金曜日13：00～16：00
毎週火曜・水曜日９：30～12：00・13：00～16：00
毎週木曜日９：30～12：00
※ 火曜～木曜日は、最後に少しふれあい遊びをしてい
ます
■いどばた広場

【全年齢】（予約不要）
▽３月４日㈮ 10：30～11：30（受付／10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター1階集団健診室
内容…ふれあい遊び、保護者交流、誕生会
【双子・三つ子の会】

▽３月７日㈪ 10：30～11：30（受付／10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター３階にこにこ広場
内容…ふれあい遊び、保護者交流
【２歳児対象】（要予約）
▽３月14日㈪ 10：30～11：30（受付／10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
内容…手作りおやつ、ふれあい遊び、保護者交流
持ち物…皿、フォーク、おしぼり、お茶、材料費50円
申し込み…３月２日㈬～８日㈫来所または電話で申し
込んでください。
■子育て相談事業　毎週月曜～金曜日９：30～16：30
電話相談・個別面談（個別面談は要予約）
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ものをいかす交換銀行
　斡旋対象者…市内在住者（古物商除く）
　問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834
　受付時間…月曜～金曜日（祝日を除く）8：30～17：15
　※３月１日㈫～受付（先着順）
　★印は今月号からの掲載分です。

　このコーナーは、広聴制
度で寄せられたご意見・ご
提案等を掲載しています。
問い合わせ…広報秘書課☎
587 － 6037、℻ 586 －
2200

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

平成28年３月26日午前10時～正午
回収会場：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、エコロジーマーケットやすの会・増村☎ 586－ 1441

【ご意見】剪定ごみ処分方法についての要望
　自宅の生垣の剪定ごみの処分に困っています。
　剪定は年２回（春と秋）しています。生垣は長さ
15 ｍほどですが、毎回の剪定で発生する枝葉はかさ
ばるため、そのまま市指定の「燃えるごみ指定袋」に
入れようとすると、“大”の袋でも小さ過ぎ、袋が大
量に必要になります。さらに、指定袋は破れやすく余
計手間がかかります。
　自分なりの対策として、剪定した枝葉を裁断し網袋
に入れ、数週間乾燥後、指定袋に移し替えています。
剪定の手間以上に、ごみ捨ての手間が大きく負担と
なっています。
　もともとこの生垣は、平成 14 年の「緑とやすらぎ
のある町づくり事業」補助金制度を利用して、造った
ものです。事業は野洲町時代のものですが、あるべき
論を言わせて頂くなら、“町づくり”はメンテナンス（の
手間）も考慮されるべきと思います。
　大きく破れにくい“剪定ごみ専用袋”または、“剪
定ごみ専用シール”を作って欲しいです。
　
【回答】
「メンテナンスも考慮すべき」というご意見はごもっ
ともであり、緑化施策は持続的な維持管理が重要です。
当時の補助制度を確認したところ、維持管理は申請者
が日常管理に努めると定められています。しかし、ご
利用いただく皆さまへのお知らせが不十分だったこと
も否定できないと考えています。
大きく破れにくい“剪定ごみ専用袋”の作成をとい
うご提案ですが、クリーンセンターでは焼却処理する
際、燃焼を促進するために機械で袋を裂いてかくはん
します。そのために袋は、尖った物が当たると破れや
すくしています。かくはんが不十分ですと燃焼効率が
悪くなり、焼却温度が下がり、ダイオキシンが発生し
やすくなります。このことは現在建設中の新しい焼却
炉でも同様です。このため、強度のある袋の作成は想
定していません。なお、お手数ではありますが、剪定
枝を束ね新聞紙等に包み袋に入れていただくと、袋の
破れやすさを防ぐのに一定の効果があります。
また、市販の袋に剪定ごみシールを貼って処分する
というご提案ですが、先にも申し上げたとおり、燃焼
不良を防止するため市販のごみ袋はお使いいただくこ
とができません。
以上のように指定の可燃ごみ袋に入れて集積所に出
していただく方法以外に、野洲クリーセンターへ直接
搬入していただくことも可能です。運搬用の車が必要
になりますが、枝葉を焼却炉へ直接投入しますので、
ごみ袋に入れる必要はありません。

譲ります
番号 品　名 使用状況 希望価格
201 電験三種教材（ビデオテープ・全120巻）ほぼ未使用 無料

202 ムートン敷布団（ダブル・床ずれ防止） 中古 1,000円

204 トースター（食パン用・２枚焼き） 未使用 500円
209 小学生用学習机（椅子付き）２個 中古 無料

216 ソファーベッド 中古 無料

218 鏡台（横長ドレッサー・横100cm×高さ50cm×奥行30cm） 中古 無料

219 折りたたみ式机（ライティングデスク・横90cm×高さ185cm×奥行44cm） 中古 無料

220 ドアモニター（パナソニック） 中古 2,000円

224 小型電気冷蔵庫（46ℓ） 中古 無料

225 木製組立式ベッド（大人用） 中古 無料

227 学習机（横99cm×高さ70cm×奥行79cm、棚140cm） 中古 無料

228 ★ペタンクの玉（白色、ステンレス） 未使用 相談

229 ★麻雀パイ 未使用 相談

230 ★座敷机 中古 相談

231 ★衣紋掛け（高さ130cm、幅30cm） 中古 無料

232 ★ベビーベッド（同サイズの布団もあり） 中古 3,000円

233 ★アクリル水槽（60cm×36cm×30cm） 中古 無料

234 ★昆虫飼育用プラスチックケース（39cm×29cm×23cm） 中古 無料

235 ★乗馬マシーン 中古 1,000円

236 ★五月人形（２体、単体でも可）ケース（１m）入り 中古 無料

237 ★幼児用自転車（補助輪なし、16インチ、赤色） 中古 無料

238 ★幼児用自転車（補助輪あり、16インチ、黄色） 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
792 学生服（野洲北中・男子用） 無料

793 ラジカセ（カセットまたはMDが聞ける） 相談

796 二口ガスコンロ 相談

797 ござ（６畳）、柄入りでも可 無料

799 バランスバイク（ストライダー） 無料

801 ★女児用自転車（18インチ） 相談

802 ★自転車（子どもを乗せらるタイプ） 無料

803 ★スノーボード用品（子ども用、身長120cm、男女不問） 無料

804 ★シニアカー（高齢者用電動自動車） 相談

805 ★自転車（大人用） 無料

807 ★チャイルドシート 無料

808 ★チャイルドシート 相談

809 ★ベビーベッド 無料

810 ★レンガ（園芸に使用） 無料
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