■子育て支援センター
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。

★きたの子育て支援センター
☎ 518 － 1866、FAX 587 － 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
※２月土曜広場開放日…２月４日、18日（パパデー）
10：00～12：00、13：00～16：00
【２月のわくわく遊び】「新聞遊び」
新聞紙を折ったり破いたり身体に巻いてみたり…自
由に思い切り遊びましょう。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子）
▽２月17日㈮ 14：00～15：00（要申し込み）
内容…「おひなさまづくり」
持ち物…お茶
申し込み…２月１日㈬〜10日㈮までに来所または電話
で申し込んでください。応募者多数の場合は抽選しま
す。２月13日㈪以降、来所または電話でご確認ください。
【２月の行事】（要申し込み）
▽２月22日㈬ 14：00～15：30
内容…「お味噌づくり」
三上にある糀屋さんにお味噌作りを教わります。手
作りのおいしい味噌を一緒につくりませんか。
持ち物…お茶、エプロン、三角巾、材料費2,200円（容
器代を含む）
申し込み…２月１日㈬〜10日㈮までに来所または電話
で申し込んでください。
【２月のおやつの日】
（要申し込み・１歳以上・先着10組）
▽２月21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…「小松菜の蒸しケーキ」
持ち物…お茶、材料費１人50円、
（あれば）エプロン・
三角巾
【２月のパパデー】
（要申し込み）
▽２月18日㈯ 10：30～12：00
内容…「工作に挑戦しよう」
設計士をされていたおじいちゃんに教えてもらいな
がら、アルミ缶を使った飾りと、子どもサイズの木の
椅子を作ります。
申し込み…２月１日㈬〜15日㈬までに来所または電話
で申し込んでください。
持ち物…空のアルミ缶、のこぎり、金づち、軍手、材
料費500円程度
■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
☎・FAX 589 － 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）
▽２月３日㈮10：00～「豆まきをしよう」
▽２月６日㈪10：00～「ひな人形を作ろう」主に２歳半
以上
▽２月７日㈫10：00～「ひな人形を作ろう」主に１歳〜
２歳半

▽２月８日㈬13：30～「ひな人形を作ろう」主に１歳未満
持ち物…のり、はさみ、手拭き用おしぼり（6・7・8日とも）
▽２月13日㈪ 10：00～「２月のお誕生会」
２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。
▽２月17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。
■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、FAX 518 － 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
２月17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）
▽２月３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、２月生まれお祝い、
２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。
■子育て支援講座
【リズム遊び】（要申し込み）
▽２月13日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
講師…杉江のりこさん
申し込み…２月１日㈬～７日㈫までに来所または電話
で申し込んでください。
【太極拳】（要申し込み・15組）
▽２月20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…新富邦子さん
申し込み…２月８日㈬～14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
【運動遊び】（要申し込み）
▽２月27日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
講師…野洲市スポーツ推進員さん
持ち物…フェイスタオル
申し込み…２月15日㈬～21日㈫までに来所または電話
で申し込んでください。
【バランスボールエクササイズ】（要申し込み・30組）
▽３月６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…上田絢子さん
申し込み…２月22日㈬～28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）
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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、FAX 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、FAX 587－3834
受付時間…月曜～金曜日（祝日を除く）8：30～17：15
※２月１日㈬～受付（先着順）
★印は今月号からの掲載分です。

譲ります
使用状況 希望価格
番号
品 名
332 ベビーベッド用マットレス・掛け布団・枕
中古
無料
ウン管テレビ
333 ブラ
中古
無料
（三菱製、縁：メタリック、29型、型式29PBS105）
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
ャリア
無料
335 スキーキ
（外付けタイプ、仕様：スキー２本、スノーボード１本） 中古
ノ
ーマル
タ
イ
ヤチェーン
無料
336 （車用、適合サイズ：13インチ、14インチ、15インチ） 中古
339 ベビーカー
（コンビ）
中古
500円
342 ひな人形（５段）
中古
相談
ガス
フ
ァ
ン
ヒー
ター
中古
5,000円
350 （リンナイ、
ホースセット
：
５ｍ、
ＬＰＧ用）
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
トウォッシュ」の給水ホース
（新品）
未使用
無料
358 「ビー
（日立製、
BW-8WV、
薄いグレー）
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
ンターインク
未使用
無料
363 プリ
（エコリカ、
キャノン用、
5色パック、
7E9BK）
柔道着
364 （女性用）
500円
（ミツボシ、名前あり、サイズ＃3、ベージュ） 中古
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
レビ AVシャーターアンプ付き
中古
相談
368 プラズマテ
（58インチ、
パナソニック、
ほぼ新品）
369 両刃駆動ヘッジトリマ
（RYOBI、
３回ほど使用） 中古
相談
370 ★着物アンサンブルセット
（165cm、
男性用） 未使用
無料
371 ★将棋セット
（木製）
中古
無料
372 ★囲碁セット
（木製）
中古
無料
373 ★学習机（小学生、
本棚、
イス付き）
中古
無料
374 ★マットレス
（巾120×長さ190）
中古
1,000円
375 ★ブロワ バキューム
（リョービ、
resv-800） ほぼ未使用
相談
ピースの空き缶
中古
無料
376 ★たばこの空き箱、
（300個・オブジェ等で使用の人）
378 ★ひな人形（７段かざり）
中古
無料
379 ★五月人形（兜）
中古
無料
譲ってください
番号
品 名
希望価格
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
888 ★野菜入れ用コンテナ
（よこ40cm×たて60cm×高さ30cm） 無料
890 ★食卓イス
（幼児用）
無料
891 ★ベビーカー
無料
ブレーキ付き、
折りたたみ式）
相談
892 ★車椅子（手動、
相談
893 ★大人用自転車（婦人用）
894 ★大人用自転車
1,000円まで

毎月第４土曜は

廃食油回収の日
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【ご意見】
高齢化が進み、医療介護費の増大が国 ･ 地方の財政
を圧迫していく現状を考えると家庭における家族によ
る介護の重要性はますます増大するのは必至です。
このような状況にもかかわらず、現在自宅で家族の
介護をしなければならない人や介護したいと考えてい
る人達を対象とした講習会・セミナーはあまりないよ
うに思われます。
野洲市ではこのような講習会を行っていますか。
まだ行っていないのであればぜひ実施をご検討下
さい。
【回答】
本市では、在宅で介護をする人を支援するため、介
護施設の見学、福祉用具や介護食の知識啓発などの研
修として「リフレッシュ事業」を年に３回実施してい
ます。また、生涯学習出前講座として、「高齢期に食
事が食べられなくなったときの対応」、「排泄具の正し
い選び方」など介護に関する講座や、認知症について
の正しい知識の習得と理解を深めることを目的とした
「認知症サポーター養成講座」を自治会、企業、学校
などに出向いて実施しています。
さらに、専門職の人をはじめ、地域の人と介護の悩
み等についての意見交換や介護についての理解を深め
ていただく場としてカフェ「おこしやす」を月に 1 回、
野洲市健康福祉センターで開催しています。
今後も市民の皆さまが、安心して介護を行っていた
だけるよう、事業内容の充実を図ってまいります。

平成29年２月25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

2017.2

