
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…�９月３日、24日
【９月のわくわく遊び】「色水遊び」 

　草木や色粉を使って、色水遊びをします。暑い日は、
水遊びを兼ねてやります。
持ち物…着替え、タオル
【０歳児サロンありんこ】（３～11か月児の親子）
▽９月23日㈮�14：00～15：00（要申し込み）
内容…「牛乳パックで椅子作り」
申し込み…９月１日㈭～９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、牛乳パック（１人6個使います。あれ
ば持ってきてください。）
　応募者多数の場合、抽選します。９月12日㈪以降、
来所または電話で確認してください。
【９月のおやつの日】

▽９月15日㈭�14：00～15：00（要申し込み・先着10組）
内容…「ソーメンお焼き」
持ち物…お茶、材料費50円／１人
■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、対象年齢以外のお子
さんも遊びに来ていただけます。（申し込み不要）
▽９月５日㈪�10：00～「ビー玉で絵の具遊び」　主に
２歳以上
▽９月6日㈫�10：00～「ビー玉で絵の具遊び」　主に
１歳～２歳未満
▽９月７日㈬�13：30～「ビー玉で絵の具遊び」　主に
１歳未満
持ち物…（５日、6日、７日）着替え、手拭き用おしぼり
▽９月12日㈪�10：00～「９月のお誕生会」� �
　９月生まれのお子さんだけではなく、みんなでお祝い
しましょう。
▽９月16日㈮�10：00～�わんぱく＆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
　センターに集合後、センター前の公園（わんぱく広場）
で遊びます。

■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。
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（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）
▽９月２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、９月生まれお祝い
【双子・三つ子の会】（要申し込み）
▽９月12日㈪�10：30～11：30（受付10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター３階
内容…親子交流
申し込み…９月２日㈮～８日㈭まで
【２歳児】（要申し込み）
▽９月26日㈪�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…手づくりおやつ、親子交流、ふれあい遊び
申し込み…９月13日㈫～20日㈫まで
■子育て支援講座

【ミュージック・ケア】

▽９月５日㈪�10：30～11：30（受付10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター１階集団検診室
講師…堤　芹華さん� ※受付終了しました
【ベビーマッサージ】（要申し込み）
▽９月８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…９月２日㈮までに来所または電話で申し込
んでください。※申し込み多数時調整有り、初回の人優先
【太極拳】（要申し込み）
▽10月３日㈪�10：30～11：30（受付10：00～）
対象…未就園児の保護者
会場…野洲市健康福祉センター２階集会室
講師…新富邦子さん
申し込み…９月21日㈬～27日㈫までに来所または電話
で申し込んでください。※申し込み多数時調整有り
■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、FAX�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
　※９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９月24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
259 プリンターインク（キャノン用３E） 未使用 相談
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
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
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
274 二段ベッド（幼児用） 中古 無料
279 おもちゃボックス（高さ180cm×奥行41cm、グリーン色） 中古 無料
280 組立机

　�（子供用、コイズミ製、ピンク色、幅123.5cｍ×奥行90cｍ×高さ180cm、本棚付） 中古 無料
281ドレッサー（椅子無し、白色） 中古 無料
282 ソファーベット（シングルサイズ） 中古 無料
283 座卓

　�（横1510㎜×奥行905㎜×高さ350㎜、コタツヒーターあり） 中古 無料
285 和ダンス（横1210㎜×奥行500㎜×高さ1800㎜） 中古 無料
286 ひな人形（５段） 中古 相談
287 レッグマジック（エックス）（健康器具、高さ１m×幅２m、黒色） 中古 無料
288 ★かけ布団（純綿、２枚、ブルー＆ピンク） 未使用 無料
289 ★マルチ電動工具セット

　�（日立電気大工、DL－304、※ドリルのみ故障） 中古 相談
290 ★ゴルフクラブフルセット（12本、ケース：ヤマハ、クラブ：ミズノ） 中古 5,000円
291 ★シングルベッド

　�（２台、スチールパイプ、キャスター付、二つ折タイプ、美品） 中古 無料
292 ★歩行器 中古 無料
293 ★木製円卓（折りたたみ式、直径90cm×高さ35cm 中古 2,000円
294 ★長寿祝着（赤、男女兼用） 中古 1,000円
297 ★シーリングライト

　　（ナショナル製、丸型、蛍光灯２本式、天井取付型、直径60cm、40型蛍光灯） 中古 無料

298 ★インクカートリッジ
　��（エプソンプリンタ、IC6-C-L-32、7本セット・黒・イエロー等） 未使用 ７本で1,500円

299 ★ベビーバス（ディズニーキャラクターのプリントあり） 中古 無料
300 ★布団

　�（シングルサイズ用、掛け布団、敷布団、毛布、枕セット） 中古 無料
301 ★ベビーベッド（キンタロー、ライトオーク） 中古 無料
302 ★座敷机（デコラ製、縦151cm×横91cm） 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
842 自転車（大人用） 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
848 中型犬用クレート 無料
851 ワープロ　ルポ（東芝製、JW6020） 相談
853 作業用一輪車 無料
854 ★チャイルドシート付自転車または自転車用チャイルドシート 無料
855 ★車椅子 無料
856 ★剣道着（小学生女児用の道着） 無料
857 ★大人用三輪自転車（中古品可） 無料
858 ★地デジチューナー 相談（500円まで）
859 ★ダブルベッド（二段ベッド、大人用） 2,000円まで
860 ★自転車（子ども用、18インチ） 無料
861 ★自転車（子ども用、20インチ） 無料
862 ★釣り用大型クーラー（横100cm以上のもの） 無料
863 ★学生服（男性用、身長170cm位までのもの、上着だけでも可） 無料

便利な世の中になり、どこにでも、自動車などの乗
り物で、簡単に移動ができるようになりました。また、
公園や外で思いきり遊ぶ機会も、少しずつ減っている
ようです。こうした生活習慣の変化もあり、身体や手
先を使う機会が減り、身体の使い方が上手ではない子
どもたちが増えている、と言われています。
改めて、家のまわりを見てみてください。家の外は、

子どもが学べる環境であふれています。毎日、散歩
する中で、「昨日、つぼみだったお花がひらきかけて
るー。」「この間の雨でできた水たまりが、小さくなっ
たね。」「緑色の虫を見つけたよ。」「田んぼのお米の
粒が大きくなって、稲穂がたれてきているよ。」など。
子どもたちは、本当にたくさんのことを発見します。
そして、それを伝えようとします。その時そばにいる
大人が、「これは、バッタって言うんだよ」「もうすぐ
稲刈りだね」と伝えていくことができると、それによ
り子どもは言葉を増やし知識を蓄えていきます。
また、いろいろなものを手にし、いろいろな道を歩

くことで、手足の感覚が育っていきます。お花を優
しくさわることや、虫を上手につかまえることは、手
先のコントロールを養うことにつながっていきます。
じゃり道、どろんこ道、雪や霜柱の道・・・。足のど
こに力を入れたら、歩きやすいのか、すべらないのか、
歩いてみて経験することで、身体をコントロールし
たりバランスをとったりする力を、身につけていくで
しょう。
さらに子どもたちは、大人と一緒に近所を歩くこと

で、いろいろな道を覚えていくでしょう。道を歩くと
きには、どうやって歩けば安全か、友だちの家にはど
うやって行ったらいいのか、実際に歩いてみなければ、
分からないこともたくさんあります。大切な交通ルー
ルは、伝えておきたいことの一つです。近所の人に挨
拶をすることは、人と関わる力をつけるベースとなり
ます。また、学校への登下校で困ったことが起こった
ときに、助けてもらえる人を見つけられることになる
かもしれないですね。
少しずつ日差しもやさしくなりはじめる季節です。

子どもと、楽しく、お散歩してみませんか。毎日の積
み重ねが、身体と心の発達につながっていくことで
しょう。

『歩くこと』を、心がけてみませんか？
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