■子育て支援センター
市内にある 3 か所の子育て支援センターでは、未就
園児を対象に下記の催しを実施しています！

★野洲市子育て支援センター
☎ 518 − 0830、℻518 − 0831

■にこにこ広場 自由に親子で遊べます（予約不要）
▽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
■子育て広場 センター内、園庭で自由に遊べます。
※ 火曜〜木曜日は、最後に少しふれあい遊びをしています。
（予約不要）
■いどばた広場
毎週月曜〜金曜日 10:00 〜 12:00・13:00 〜 16:00
【２歳児と保護者対象】
（要予約）
※３月の土曜広場開放はありません
▽3月17日㈪ 10:30〜11:30（受付／10:00〜）
※28日㈮、31日㈪は休みます
会場…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
■親子サロン
内容…手づくりおやつ試食、ふれあい遊び、交流等
【０歳児サロン】ありんこ（3 〜 11 か月の親子 10 組）
▽３月 14 日㈮ 13:30 〜
「ベビーママヨガと手作りおやつ」 持ち物…お皿、フォーク、おしぼり、材料代50円
申し込み…3月5日㈬〜11日㈫に同子育て支援センター
持ち物…50 円（おやつ代）、バスタオル、お茶
■子育て支援講座
【２歳児サロン】とんぼ（2歳児親子10組）
【リズム遊び】
（予約終了）
▽3月19日㈬10:30〜
「お別れ会」
▽3月3日㈪ 10:30〜11:30
（受付／10:00〜）
申し込み（共通）…3月3日㈪〜10日㈪に同子育て支援セ
会場…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
ンター、申込多数時抽選※3月11日㈫以降に電話または
講師…杉江のり子さん
来園して確認をしてください
【お別れ会（リズム遊び）】
（要予約）
■子育て相談 随時実施しています。
▽3月10日㈪ 10:30〜11:30
（受付／10:00〜）
★あやめ子育て支援センター
会場…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
☎・℻589 − 2928
講師…南井早苗さん
■ミックスクラブ
申し込み…3月4日㈫までに同子育て支援センター
時間（共通）…10:00 〜 12:00
【ベビーマッサージ】
（２〜８か月児親子10組（要予約））
▽ 3 月 3 日㈪「桃の節句をお祝いしましょう」
▽3月24日㈪ 10:00〜11:30
（受付／9:50〜）
▽ 3 月 10 日㈪「メモリアルボードを作ろう」
会場…野洲市健康福祉センター２階集会室
持ち物…制作用おしぼり、のり
持ち物…ベビーオイル、バスタオル、防水シート
▽ 3 月 17 日㈪「3 月のお誕生会・ランチデー」
申し込み…3月12日㈬〜18日㈫に同子育て支援セン
持ち物…おにぎりや弁当、水筒、おしぼり。3 月生まれ
ター、申込多数時抽選※3月19日㈬以降に電話または来
のお友だちだけではなく、みんなでお祝いしましょう。
所して確認してください。
▽ 3 月 24 日㈪「大きくなったよ、発表会」
※同時にベビーマッサージの効果調査を行います。
持ち物…お弁当、おしぼり、お茶
■子育て相談事業 電話相談・個別面談（個別面談は
■フレンド広場 自由に親子で遊べます。（予約不要）
要予約） 毎週月曜〜金曜日 9:30 〜 16:30
▽毎週月曜日 13:00 〜 16:00
▽毎週火曜〜金曜日 10:00 〜 16:00
▽毎週土曜日 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
■編み物講座 詳しくは同子育て支援センターまで
☆新年度は 4 月 5 日㈯からはじまります。

★きたの子育て支援センター
☎ 518 − 1866、℻587 − 6226
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ものをいかす交換銀行

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

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、℻587−3834
受付時間…月曜〜金曜日（祝日を除く）8:30〜17:15
※3月3日㈪〜受付（先着順）
★印は今月号からの掲載分です。
【ご意見】

譲ります
番号

品

名

使用状況 希望価格

960 PSP（ソニー製、型番PSP-3000）

中古

8,000円

962 ベビー用食卓イス（濃い茶色）

中古

無料

963 ベビー用食卓イス（木製）

中古

1,000円まで

966 植木鉢

中古

無料

972 ハイローベッド＆チェアー（アップリカ製、ベージュ） 中古

無料

973 座卓（幅150㎝×奥行90㎝×高33㎝）

無料

中古

★英会話テープ（全44巻）+マイクロカセッ 中古
（一部未使
974
トレコーダー

無料

用）

★カメラセット（35㎜フィルムカメラ、35㎜
975 フィルム1眼レフカメラ、キャノンカメラ用交
換レンズ等、カメラ収納ボックス）
★ビーズクッション（無印良品、縦66㎝
976
×横66㎝×高42㎝）
★ロデオボーイ（家庭用フィットネス機
977
器）（下敷用のマット付き）
★インクジェットカートリッジ（キャノン純正
978
MP610適合、5色マルチパック＋黒1本）
★インクジェットプリンター（キャノン製、ピ
979
クサスMP610）
★ストレートスタイラー
（ヴィダルサスーン製、
980
型番VSC-0650/V）
★ジーンズのジャケット（レッドペッパー、レ
981
ディース用、サイズＳ、ストレッチあり、ブルー系）
★ブラウン管テレビ（VHSのビデオ付き、
982 21型、シャープ製、型番VT-21GH5、2001
年式、説明書あり）

管弦楽団のコンサートを鑑賞しました。
近年は満席に近かったのですが、今年は 30 席ほど
空いていました。通常、ホールでの催しは、30％は地
元の人で、70％は市外の人であるのが普通です。市外
の人を呼び込むためには新聞またはラジオなどでの
PR が必要不可欠です。積極的に事業をしているホー
ルは、必要経費として必ず宣伝費を持っていますが、
野洲文化ホールではどうなっているのですか？
今回は空席が多すぎました。コンサートそのものは

中古

無料

中古

相談

中古

相談

未使用

5,000円

中古

相談

中古

1,500円

未使用

5,000円

中古

無料

中古

無料

であり、市外の人に向けた宣伝に税金で多額の経費を

★VHSビデオテープ（ベネッセ製、しまじろ
中古
うの学習用ビデオ他、幼児用 計40本程度）

無料

投じることについては、慎重に検討する必要があると

985 ★電動芝刈り機（家庭用、簡易型）

中古

無料

986 ★電動のこぎり（家庭用、枝・葉剪定用）

中古

無料

譲ってください
番号

品

名

希望価格

641 こいのぼり

無料

642 布おむつ(幼児用）

相談

645 ワープロ（カシオ製、ＨＸ-6）のアプリケーションディスク

相談

647 座ぶとんカバー
（冬用、40㎝×40㎝）

無料

648 カラオケセット（持ち運びできるもの）

相談

650 加湿器
（20畳以上）

相談

651 衣類乾燥機

相談

652 ★ニンテンドー3DSまたはニンテンドー3DSＬＬ

相談

653 ★26インチ変速機能付き自転車

無料
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かなり中身が濃く、感動深く味わうことができました。
来年もぜひ参加したいものです。
【回答】
ご指摘のとおり、例年に比べると少し空席が生じて
いましたが、いわゆる採算性に問題はありませんでし
た。

983 ★土鍋（大、茶色）
984

野洲文化ホールで開催された関西フィルハーモニー

宣伝については、新聞や、共催者を通じた広報誌、
チラシ、ラジオ等でも行ったところです。
ホールの運営において、宣伝が重要であることはご
指摘のとおりです。しかし、市民のためのコンサート

考えています。
今後も公営ホールとしてよりよいあり方を探りなが
ら運営に努めます。

