
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。

■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（申し込み不要）
　０歳からの在宅児（未就園）が親子でセンター内、
園庭で自由に遊べます。
毎週月曜～土曜日 10：00～12：00、13：00～16：00
※土曜広場開放日… ２日、９日、16日（23日夕方～夏祭り）
【７月のわくわく遊び】「水遊び・プール遊び」 
　大きなプールを玄関側、小さなプール（タライ）を
テラスに基本的に毎日出します。
持ち物…着替え・タオル
＊ オムツをされているお子さんは、小さなプール（タ
ライ）になります。（水遊び用オムツがあれば大き
なプールも入れます）

【０歳児サロンありんこ】（３～11か月児の親子）
▽７月22日㈮ 14：00～15：00（要申し込み）
内容…「はじめての水遊び」
申し込み…７月１日㈮～12日㈫来所または電話で申し
込んでください。
持ち物…オムツ、タオル、お茶、着替え
　応募者多数の場合、抽選します。13日以降、来所ま
たは電話で確認してください。
【７月の行事】
▽7月23日㈯ 17：00～20：00（要申し込み）
内容…「夏祭り」
　きたの保育園と合同開催する行事です。屋台・ゲー
ムコーナー・花火・盆踊りなどを予定しています。参
加される人には、センターの屋台のお手伝いをしてい
ただきます。詳細については、センターまでお問い合
わせください。
【おやつの日】（要申し込み）　先着10組
▽7月14日㈭ 14：00～15：00
　健康推進員さんにおやつの作り方を教えてもらいま
す。子どもたちにお手伝いをしてもらって、おいしく
頂きます。
持ち物…お茶、材料費50円／１人、あれば三角巾、エプロン
申し込み…７月１日㈮～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
達にも遊びに来ていただけます。（申し込み不要）
▽７月４日㈪ 10：00～「七夕飾りを作ろう」  
　主に２歳以上
▽７月５日㈫ 10：00～「七夕飾りを作ろう」  
　主に１歳～２歳未満
▽７月６日㈬ 13：30～「七夕飾りを作ろう」  
　主に１歳未満
持ち物…はさみ、のり、手拭用おしぼり（４日、５日、６日）
▽７月７日㈭ 七夕の集い

持ち物…七夕飾り（ミックスクラブで製作したもの、
お家で作ったもの）
▽７月11日㈪ 10：00～「７月のお誕生会」  
　７月生まれだけではなく、みんなでお祝いしましょう。
▽７月15日㈮ 10：00～ ランチデー
　みんなで一緒にお弁当を食べましょう
持ち物…お弁当、お茶、おしぼり、シートなど
　お弁当を食べない人は11：30解散
▽７月25日㈪～29日㈮ かえっこバザー
　期間中に出されている品から欲しい物をお持ち帰り
ください。着られなくなった子ども用衣類も募集して
います。（７月中センターにて）
■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。
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（要申し込み）　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（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 13：00～16：30
毎週火曜・水曜日 ９：30～12：00、13：00～16：30
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ます。
■いどばた広場
【全年齢】（申し込み不要）
▽７月１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、７月生まれお祝い
【１歳児】（要申し込み）
▽７月11日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター２階集会室
内容…親子フラ、手作りおやつ
■子育て支援講座
【バランスボールエクササイズ】
▽７月４日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター２階集会室
講師…上田絢子さん　※受付は終了しました。
【ベビーマッサージ】（要申し込み：15人程度）
▽７月14日㈭ 13：30～14：30（受付13：15～）
対象…２ヶ月からハイハイする前の乳児親子
会場…野洲市健康福祉センター２階集会室
講師…尾﨑朋子さん
申し込み…７月４日㈪～８日㈮来所または電話で申し
込んでください。※初回の人優先
【ヨガ】（要申し込み：10人程度）
▽８月１日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
対象…０歳からの未就園児と、保護者10人程度
会場…野洲市健康福祉センター２階集会室
講師…花　有子さん
申し込み…７月20日㈬～26日㈫来所または電話で申し
込んでください。※初回の人優先
■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（個別面談は要申し込み）
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「発 達 支 援 セ ン タ ー 通 信 」

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

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
　※７月１日㈮～受付（先着順）
　★印は今月号からの掲載分です。

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

平成28年７月23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

譲ります
番号 品　名 使用状況 希望価格
243 クラビベース（グランドピアノの足の下に敷くもの） 中古 4,000円
244 濃縮酸素（アシックス、４本） 未使用 無料
245 剣道の竹刀（93cm・子ども用と117cｍの２本）袋つき 中古 無料

247 祇王小学校体操服（上着1枚、ズボン２枚、バラ売り可） 未使用 各2,000円

249 紳士スーツ（A6、ネーム入り、黒に近い紺色） 中古 2,000円
250 紳士礼服（A5、ネーム入り、黒） 中古 2,000円
252 保温調理鍋（18cｍ）ガス・電気使用可 未使用 1,000円
253 パスタゆで鍋（18cｍ）ガス・電気使用可 未使用 1,000円
254 おんぶだっこ紐（赤色） 未使用 1,000円
256 ランドセル２個（黒） 中古 無料
259 ★プリンターインク（キャノン用３E） 未使用 相談
260 ★LPガスコンロ（１口タイプ）２個 中古 1,000円/1個
261 ★野菜収穫カゴ（３個　67cm×47cm×幅34cm） 中古 500円/1個
262 ★旅行用トランク（黒、32cm×25cm×高60cm） 中古 2,000円
263 ★卓球台（ネット付、272cm×幅152cm） 中古 5,000円
264 ★色紙用額ぶち（２個） 未使用 500円/1個
265 ★ガスコンロ台キャビネット（幅60cm×奥行55cm×高70cm） 中古 2,000円
266 ★木製たらい（長径55cｍ） 中古 500円
267 ★すきやき鍋（３個） 中古 500円/1個
268 ★電気グリル鍋 中古 1,000円
269 ★片手圧力鍋（パール金属、2.5ℓ） 未使用 2,000円
270 ★座卓（１個） 中古 1,000円
271 ★座卓（5個、100cm×75cｍ） 中古 500円/1個
272 ★シングルベッド（マット付、100cｍ×200cｍ×40cｍ） 中古 無料

273 ★ 鎌倉彫婚礼家具一式（洋服ダンス・ 整理ダンス・小ケース、個別譲渡可） 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
830 リヤカー（小サイズ、鉄製） 相談
831 自転車（大人用） 無料
832 圧力鍋（リケン製、1ℓ炊き、直径26.5cｍ） 1,000円
833 プリンター（キャノン、インク50シリーズ） 相談
835 自転車（大人用） 相談
836 幼児用自転車（４～５歳対象） 無料
837 洗濯機（メーカー不問） 無料
838 シニアカー（高齢者用電動自動車） 無料
839 ガスコンロ（３口、プロパン型） 無料
840 テレビ（地デジ放送が見れるもの・メーカー不問） 無料
842 ★自転車（大人用） 無料
843 ★三輪バイク（ホンダ） 相談
844 ★ベビーチェア 無料
845 ★自転車（男子用、24インチ以上） 無料
846 ★自転車（子ども用、14インチ補助輪付、男女不問） 無料
847 ★ミシン 無料

新年度がスタートして早いもので３ヶ月。新しい場
所で、あるいは、これまでの場所で、それぞれご自身
の力を発揮し、活躍されているところではないでしょ
うか。
学校では、毎日のようにノートやプリントに文字を
書いたり、本を読んだりすることを繰り返しています。
ところで、こうした『読み書き』ができるためには、
その土台となる様々な力が育っていることが必要であ
ることをご存知でしょうか。
たとえば、「宿題」を「しくだい」、「腕」を「うれ」
と聞いてしまい、聞いたとおりに「しくだい」「うれ」
と書いてしまう子どもがいますが、音を聞き分ける力
に弱さがあることが推測されます。また、言葉がいく
つの音のかたまりでできているかを認識したり、その
音を操作したりする力も必要です。「りんご」を「り」
「ん」「ご」と３つの音に分けられたり、しりとりがで
きたりする力といえます。さらに、見ているものの形、
位置や方向を理解する力、視線を固定したり正確に移
動させたりする力、目で捉えた形や位置の情報と手
や体を連動させる力、筆記用具をスムーズに動かした
り、筆圧をコントロールしたりする手指の器用さ、自
分の体の動きや上下左右を認識するボディイメージの
力なども必要になります。もちろん、多くの言葉を正
確に知っていることも重要です。そして、今の大人は
こうした『読み書き』の土台になる力を、野原を駆け
回ったり、体をいっぱい使って遊んだり、身近な大人
とかかわりながら体験したりすることで身につけてき
たのです。具体的体験的に学ぶことが生きる力につな
がる幼少期に、体を使った体験を豊かにしておくこと
は、読み書きの土台となる力をつける上で非常に重要
です。
発達障がいの人の中には、脳機能の働き方の違いに
より、こうした力がつきにくく、『読み書き』に非常
に苦労する人がいます。野洲市では、これらの土台と
なる力を育てるための保育や教育の充実をはかりたい
と考えています。
 参考：滋賀県総合教育センター平成 26 年度研究

読み書きの土台となる力って？
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