
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～金曜日10：00～12：00、13：00～16：00
※土曜広場開放日…１月14日（パパデー）、21日 

10：00～12：00、13：00～16：00
【１月のわくわく遊び】「お正月遊び」 
　凧あげやこま回しなど、昔ながらの遊びを楽しみま
しょう。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子）
▽１月20日㈮14：00～15：00（要申し込み）
内容…「おやつ作り」
持ち物…材料費１人100円、（あれば）エプロン・三角巾
申し込み…１月４日㈬～13日㈮来所または電話で申し
込んでください。応募者多数の場合、抽選します。１
月17日㈫以降、来所または電話で確認してください。
【１月の行事】（要申し込み）
▽１月25日㈬14：30～16：00
　幼稚園入園に向けての不安や心配事を先輩ママたち
に聞いてみましょう。みんなでお茶を飲みながら交流
します。
内容…幼稚園の保護者との交流会
【１月のおやつの日】（要申し込み・１歳以上・先着10組）
▽１月26日㈭14：00～15：00
　健康推進員さんにおやつの作り方を教えていただき
ます。子どもたちにもお手伝いしてもらって、おいし
くいただきます。
内容…「パン粉クッキー」
持ち物…お茶、材料費50円／人、（あれば）エプロン・
三角巾
【１月のパパデー】（申し込み不要）
▽１月14日㈯
内容…「凧作り・凧あげ」子育て広場の時間（10：00
～12：00、13：00～16：00）に来て下さい。雨天の場合
は凧作りだけになります。
■子育て相談　随時実施しています。
■年始のお休み　１月１日㈷～３日㈫、５日㈭午前中
★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）
▽１月10日㈫10：00～「書初めをしよう」主に１歳～
２歳半
▽１月11日㈬13：30～「手型で書初め」主に１歳未満
▽１月12日㈭10：00～「書初めをしよう」主に２歳半
以上
持ち物…手拭き用おしぼり、汚れてもよい服装でご参
加ください。
▽１月16日㈪10：00～（申し込み不要）「１月のお誕生会」
　１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。
▽１月20日㈮10：00～（申し込み不要）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。
■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
■年始のお休み　１月１日㈷～４日㈬
★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13：00～16：00
１月6日㈮、16日㈪は午前も開放しています。
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ます。
■いどばた広場
【全年齢】（申し込み不要）
▽１月20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、１月生まれお祝い
【２歳児】（要申し込み）
▽１月30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…手作りおやつ、親子フラ、保護者交流など
申し込み…１月18日㈬～24日㈫までに来所または電話
で申し込んでください。
■子育て支援講座
【ベビーマッサージ】（要申し込み・15組）
▽１月19日㈭13：30～14：30（受付13：15～）
対象…２カ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…尾崎朋子さん
申し込み…１月10日㈫～13日㈮までに来所または電話
で申し込んでください。※申込多数時調整有り、初回
の人優先
【ミュージック・ケア】（要申し込み・30組）
▽１月23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
講師…堤芹華さん　
申し込み…１月11日㈬～17日㈫までに来所または電話
で申し込んでください。※申込多数時調整有り、初回
の人優先
【ベビーマッサージ】（要申し込み・15組）
▽２月6日㈪10：30～11：30（受付10：00～）
対象…２カ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…尾崎朋子さん
申し込み…１月25日㈬～31日㈫までに来所または電話
で申し込んでください。※申込多数時調整有り、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）
■年始のお休み　１月１日㈷～１月３日㈫
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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
　※１月４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29年１月28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
320 パンパース（L）パンツ式（46枚入、4パック） 未使用 1,000円/１パック
325 ダブルベッド（大人用） 中古 無料
328 学習机（木製、本棚付） 中古 無料
332 ベビーベッド用マットレス・掛け布団・枕 中古 無料
333 ブラウン管テレビ

（三菱製、縁：メタリック、29型、型式29PBS105） 中古 無料
334 ステンレス製洗濯物干台（折りたたみ式） 未使用（箱無し） 相談
335 スキーキャリア

（外付けタイプ、仕様：スキー2本、スノーボード１本） 中古 無料

336 ノーマルタイヤチェーン
（車用、適合サイズ：13インチ、14インチ、15インチ） 中古 無料

339 ベビーカー（コンビ） 中古 500円
340 メロディジム（コンビ） 中古 100円
342 ひな人形（５段） 中古 相談
347 薪用材木（色 な々サイズの木材あり、応相談） 未使用 無料
349 車椅子 中古 無料
350 ガスファンヒーター（リンナイ、ホースセット：5ｍ、ＬＰＧ用） 中古 5,000円
351 こたつ掛け布団（210×210） 中古 無料
352 掛・敷布団ダブル（赤白） 中古 相談（各500円）
353 イオン発生機（シャープ） 中古 500円
354 桐はこ（高さ11cm×横94cm×幅42cm） 中古 500円
355 女の子服　50着（150ｃｍ、上・下様々） 中古 相談
356 男の子服　50着（140ｃｍ、上・下様々） 中古 相談
357 ★学習机（３つ）（木製タイプ・オーク調・クリーム等） 中古 無料
358 ★「ビートウォッシュ」の給水ホース（新品）

　（日立製、BW-8WV、薄いグレー） 未使用 無料
359 ★暖房機のガード（約10年前のもの、黒色） 中古 無料
360 ★ホームこたつ（一人用、約20年前のもの） 中古 無料
361 ★学習机（イス付き、木製） 中古 無料
362 ★スカパーチューナー 中古 2,000円
363 ★プリンターインク

　（エコリカ、キャノン用、5色パック、7E9BK) 未使用 無料

364 ★柔道着（女性用）
　（ミツボシ、名前あり、サイズ＃3、ベージュ） 中古 500円

365 ★ファミリー電動ミシン
　（自動糸通し付き、ジャガー、MP-120、白） 未使用 4,000円

366 ★男の子服　50着（130ｃｍ、上・下様々） 中古 相談
367 ★ダブルベッド（クイーンサイズ、少し小さい） 中古 無料
368 ★プラズマテレビ　AVシャーターアンプ付き

　（58インチ、パナソニック、ほぼ新品） 中古 相談
369 ★両刃駆動ヘッジトリマ（RYOBI、３回ほど使用） 中古 相談

譲ってください
番号 品　名 希望価格
870 シニアカー（高齢者用電動自動車） 無料
871 三輪自転車（大人用） 相談
872 階段用柵（ベビーゲート） 相談
873 ダブルベッド 無料
875 敷布団（シングル、中古可） 無料
876 ワープロ（富士通オアシス、ＬＸ－4500ＮＴ） 相談
877 洋服ダンス（軽量のもの、２組希望：バラでも可） 1,000円／1組
879 子ども用自転車（女の子用、22インチ） 無料
880 チャイルドシート付自転車 無料
882 三輪自転車（大人用、中古可） 相談
883 ★テレビ（24インチ以上・地デジ対応） 相談（1,000円まで）
884 ★子供乗せ自転車（チャイルドシート1個or2個付き） 無料
885 ★木製２段ベッド 無料
886 ★草刈機（年式はなんでも可） 無料
887 ★ホームベーカリー 相談

「発 達 支 援 セ ン タ ー 通 信 」

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

新年がやってきました。まだまだ寒い冬が続きます
ね。寒さ、暑さの感じ方など、人の「感じ方」や「感覚」
に個人差があることは、皆さん知っておられると思い
ます。感じ方の違いは、視覚、聴覚、味覚、触覚、嗅
覚など、あらゆる感覚に起こりますが、どの感覚が特
に敏感か、または鈍感かは人によって異なります。し
かし、発達障がいがあると、一般的に知られている以
上に感じ方が違い、極端に敏感だったり、鈍感だった
りする人がいることがわかってきています。

例えば、発達障がいがあり、触覚が敏感な人の場合、
服の素材や内側のタグのチクチク感を不快に感じやす
く、ひどい場合は他のことに集中しにくくなったり、
気分が悪くなったりされる場合があります。

発達障がいのあるＡさんも、触覚が敏感な人でした。
特に制服のスカートのホックが肌に当たる感覚がとて
も苦手で、制服のスカートをはくのを嫌がりました。
保護者は、Ａさんの触覚の敏感さが、発達障がいの特
性からきていることに気付いていましたが、「制服だ
から着ないといけない」と思い、Ａさんを励ましたり、
叱ったりして、制服のスカートをはかせていました。
すると、制服のスカートをはくことがどんどん苦痛に
なり、学校に行くことをだんだん嫌がるようになって
しまいました。そこで、保護者と学校とで話し合いが
持たれ、制服に似た色やデザインであれば、制服では
ないスカートで登校してもいいということになり、保
護者がウエストがゴムでホックのないスカートを用意
したところ、Ａさんは元気に学校へ行けるようになり
ました。

このように、発達障がいのある人にとって、周囲の
人たちに、自分の感じ方の違いに気づいてもらえたり、
理解してもらえたりすることは、大きな支えになりま
す。発達障がいのある人もない人も、互いに相手の「感
じ方の違い」を認め合える社会になっていくといいで
すね。

発達障がいのある人の
『感じ方の違い』
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