
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
【３月のわくわく遊び】「お絵かき」 

　クレヨンや絵の具を使って、自由にお絵かきしま
しょう。汚れてもよい服で来てください。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子）
▽３月17日㈮ 14：00～15：00（要申し込み）
内容…「フォトブッキング」
持ち物…材料費200円、お茶、写真２～４枚
申し込み…３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。申し込み多数の場合は抽選し
ます。３月13日㈪以降、来所または電話でご確認ください。
【３月の行事】（要申し込み）
▽３月14日㈫ 11：00～15：00
内容…「お別れ会」
　今年、幼稚園・保育園に入園される２歳児のお子さ
んを対象にお別れ会をします。みんなでお昼ごはんを
食べたり、ゲームをして遊びましょう。
持ち物…参加費300円／人、お茶、エプロン、三角巾
申し込み…３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。
【３月のおやつの日】（要申し込み・１歳以上・先着10組）
▽３月23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…「バナナケーキ」
持ち物…お茶、材料費50円／人、（あれば）エプロン・
三角巾
■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）
▽３月３日㈮ 10：00～「ひな祭りの集い」
▽３月６日㈪ 10：00～「フォトフレームを作ろう」主に
２歳半以上
▽３月７日㈫ 10：00～「フォトフレームを作ろう」主に
１歳～２歳半
▽３月８日㈬ 13：30～「フォトフレームを作ろう」主に
１歳未満
持ち物…のり、はさみ、手拭き用おしぼり（６日～８日）
▽３月13日㈪ 10：00～「３月のお誕生会」
３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。

▽３月17日㈮ 10：00～「お別れ会＆ランチデー」
　お子さんの成長を振り返り、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、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
３月24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）
▽３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、３月生まれお祝い、
３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歳児】（要申し込み）
▽３月13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…手作りおやつ試食、親子フラ
申し込み…３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。
【双子・三つ子の会】（要申し込み）
▽３月27日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター３階にこにこ広場
内容…ふれあい遊び、保護者交流
申し込み…３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。
■子育て支援講座
【バランスボールエクササイズ】

▽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　　　　　※受付終了しました。
【ベビーマッサージ】（要申し込み）
▽３月16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…３月６日㈪～10日㈮までに来所または電話
で申し込んでください。
■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）

2017.3　広報やす　　22



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（祝日は除く）8：30～17：15
　※３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29年３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

譲ります
番号 品　名 使用状況 希望価格

357 学習机（３つ）
　（木製タイプ・オーク調・クリーム等） 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

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

366 男の子服　50着（130㎝、上・下様々） 中古 相談

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

370 着物アンサンブルセット
　（165㎝ぐらい、男性用） 未使用 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

376 たばこの空き箱、ピースの空き缶
　（300個・オブジェ等で使用の人） 中古 無料

378 ひな人形（７段かざり） 中古 無料
379 五月人形（兜） 中古 無料

380 ★ ひな人形（小型、50年前取得、高さ50㎝×
　幅40㎝×奥行50㎝サイズに収納可） 中古 無料

381 ★ 五月人形（ケースのサイズ高さ70㎝×  
横63㎝×奥行39㎝） 中古 無料

382 ★子供靴（男の子用、18㎝、赤色） 中古 無料
384 ★シングルベッド 中古 無料
385 ★黒檀座敷机（150㎝×90㎝） ほぼ未使用 相談

387 ★ 洋服ダンス（木製、ベージュ色〈黄色系〉、 
引き出し２段） 中古 無料

388 ★電動ミシン（ジャガー） 中古 1,000円

389 ★ スタッドレスタイヤ（アルミホイール付き、  
一冬のみ使用、13インチ、４本セット） 中古 4,000円

390 ★ 野洲幼稚園スモッグ（ワッペン付き、女の子 
用、水色、半袖110㎝×２、長袖110㎝×１） 中古 無料

391 ★子供用自転車
　（赤色、ハローキティの絵柄、16インチ） 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
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
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40㎝×たて60㎝×高さ30㎝） 無料
891 ベビーカー 無料
892 車椅子（手動、ブレーキ付き、折りたたみ式） 相談
893 大人用自転車（婦人用） 相談
894 大人用自転車 1,000円まで

895 ★会議机、事務机（高さ70㎝、長方形） 1卓あたり
1,000円まで

896 ★チャイルドシート 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

３月。平成 28 年度もいよいよ終わりに近づいてき
ました。卒園式、卒業式、また、１年の仕事の区切り
など節目の時でもあります。４月からは慣れ親しんだ
園、学校、職場の部署から次の場所へ変わる人もある
ことでしょう。

淋しさのなかにも、どこか次への期待も感じるこの
季節ですが、発達障がいのある人は、物事が終わる・
変わることに非常に大きな不安を感じることが多く、
この季節になると気持ちが不安定になり、今まで出来
ていたことにも取り組みにくくなることがあります。

たとえば、『４月からは小学校に行く』ことは分かっ
ていても、小学校で自分が何をするのかのイメージが
持ちにくいことがあります。小学校にどうやって行く
のだろう？ 小学校のどこに行くのだろう？ 『勉強』っ
て何をするのだろう？ 誰がいるのだろう？…どんど
ん不安が膨らんできて、行きたくない気持ちのほうが
大きくなってくることもあります。励ますつもりで『だ
いじょうぶ　がんばって』と言葉をかけますが、本人は
何をどう頑張ったらいいのかわからず、ますますしん
どくなってしまうこともあります。

そのような時、実際に学校まで親子で一緒に行って
場所を確認するとか、学校の先生と相談して事前に自
分のくつ箱や机の場所を教えてもらうことで、少し不
安が軽減されることがあります。困ったときに誰にど
のように尋ねたらよいかが分かるだけでも安心できる
ことがあります。

すべての不安を解消することは難しいかも知れませ
んが、一番大切なのは、信頼できる家族、友達、先生
などに『困ったときは、いつでも助けてあげるから大
丈夫』と支えてもらうことで、『なんとかなるさ』と
思える力です。事前の準備など必要な手立てはするけ
れども、最後は自分自身を信じる力で、いろんな節目
を乗り越えていけると思います。本人の家族など周り
の人も心配でしょうが、本人の力を信じて寄り添いな
がら支援していけると良いですね。

終わりと始まり～年度末に思うこと
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