
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 ９：30～16：00
　12：00～13：00は持参された昼食をとる場所として開
放します。
※土曜日広場開放日…13日（パパデー）・20日
【５月のわくわく遊び】「泥遊び」 
　暖かくなって砂場以外でも水を出して遊びます。汚
れてもよい服装でお越しください。
【５月のパパデー】（要申し込み）
▽５月13日㈯ 10：30～12：00
内容…「母の日のプレゼント作り」
　パパとお子さんで協力して、素敵なプレゼントを作
りましょう。
【５月のおやつの日】（要申し込み・１歳以上、先着10組）
▽５月23日㈫ 14：00～15：00
内容…「大豆の焼き団子」
持ち物…（あれば）エプロン、三角巾、材料費50円
　健康推進員さんに手づくりおやつを教わりながら一
緒にクッキングをします。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子）
▽５月19日㈮ 14：00～15：00（要申し込み）
内容…「紙モビール作り」
持ち物…お茶
申し込み…５月12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。抽選
結果は５月15日㈪以降来所または電話でご確認ください。

★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）
▽５月８日㈪ 10：00～「手作りおもちゃ作り」主に２歳
以上
▽５月９日㈫ 10：00～「手作りおもちゃ作り」主に１歳
～２歳
▽５月10日㈬ 13：30～「手作りおもちゃ作り」主に１歳
未満
持ち物… のり、手拭き用おしぼり、持ち帰り用の袋（８

日～10日）
▽５月15日㈪ 10：00～「５月のお誕生会＆ランチデー」
　５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。お誕生会の後、ランチタイムです。
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 13：00～16：30　開放しています。
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
【誕生会】（申し込み不要）
▽５月19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、５月生まれお祝い、

５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歳児】（要申し込み）
▽５月29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、保護者交流、親子触れあい

遊び
■子育て支援講座
【ミュージック・ケア】（要申し込み・30組）
▽５月15日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
対象…主に１歳６カ月～
会場…野洲市健康福祉センター１階　
講師…堤芹華さん
申し込み…５月２日㈫～９日㈫までに来所または電話
で申し込んでください。
【幼児の安全教室】（要申し込み）
▽５月22日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
会場…湖南広域行政組合東消防署
講師…東消防署職員さん
申し込み…５月10日㈬～16日㈫までに来所または電話
で申し込んでください。
【ベビーマッサージ】（要申し込み・15組）
▽５月25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…５月15日㈪～19日㈮までに来所または電話
で申し込んでください。
【ミュージック・ケア】（要申し込み・30組）
▽６月５日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
対象…主に１歳６カ月まで
会場…野洲市健康福祉センター２階集会室
講師…堤芹華さん
申し込み…５月24日㈬～30日㈫までに来所または電話
で申し込んでください。
【ベビーマッサージ】（要申し込み・15組）
▽６月12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…５月31日㈬～６月６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）
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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（祝日は除く）8：30～17：15
　※５月１日㈪～受付（先着順）
　★印は今月号からの掲載分です。
　　　防犯登録済の自転車を取引する場合は、防犯登
　　録を末梢した上で、お譲りください。

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

平成29年５月27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

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

382 子ども靴（男の子用、18ｃｍ、赤色） 中古 無料
385 黒檀座敷机（150ｃｍ×90ｃｍ） 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

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

392 木製２段ベッド 中古 無料
399 洋服ダンス（軽量）（178ｃｍ×78ｃｍ×57ｃｍ） 中古 無料
401 紳士礼服（A5（胸囲92、胴囲80、身長170ｃｍ）、ネーム入り、黒） 中古 無料
403 ワイングラス（大・中・小各５個） 未使用 100円／１個
404 バイク夏用手袋（LL、ドットクール） 未使用 2,000円
406 ★ステレオ（ビクター、グレー、CD、ラジオ、コンパクトタイプ） 中古 無料
407 ★電子キーボード（カシオ製、黒色） 中古 相談

408 ★視覚障害者用天眼鏡
　（テレビ付、NEITZVS20000AF） 中古 無料

409 ★カーペット（90ｃｍ×20ｍ巻、180ｃｍ×20ｍ巻、希望に応じる） 未使用 1,000円まで
410 ★和・洋裁台（アイロン台可、44×88、２枚） 未使用 無料
411 ★カーテン（ベージュ、レース付き、97×107、２枚２セット） 中古 無料
412 ★カーテン（ベージュ、レース付き、78×111、２枚１セット） 中古 無料
413 ★カーテン（ブルー、表のみ、111×137、2枚） 中古 無料
414 ★猫タワー（３本柱） 中古 無料
415 ★猫ケージ（２つ） 中古 無料
416 ★ヒーターマット（猫用） 中古 無料
417 ★下駄箱（１ヶ月使用、白、35×50×70） 中古 無料

418 ★食器乾燥機（ヤマゼン、180ｗ、幅410ｍ×
　奥405ｍ×高さ345ｍ、グレー） 中古 無料

419 ★大人用自転車（黒色、26インチ） 中古 無料
420 ★ジュニアシート（15ｋｇ～36ｋｇ対象、ピンク、背もたれなし） 中古 500円
421 ★ジュニアシート（15ｋｇ～36ｋｇ対象、黒・グレー、背もたれなし） 中古 800円
422 ★ジュニアシート（アップリカ、15ｋｇ～36ｋｇ対象、赤・黒、背もたれあり） 中古 1,000円

譲ってください
番号 品　名 希望価格
896 チャイルドシート 相談
897 野洲小学校の体操服長袖トレシャツ、長ズボン（130cｍ～150cｍ） 無料

898 ベビーカー（備品等含む、新生児用、B型、リクライニン
グ機能なし、美品、日本製、軽量） 無料

899 ベビージム 無料
900 石油ストーブ（ファンヒーターでも可） 無料
901 ジュニアシート 無料
902 ジュニアシート（1.5歳から） 相談
903 チャイルドシート 相談

904 ワープロ（プリンター付き）（ワープロ（リコーNV850）、
プリンター（PP100）） 5,000円まで

905 ベビーカー用メリー（美品） 無料
906 ベッド用メリー（美品、プロジェクターでないもの） 無料
907 ★車いす 相談
908 ★電動ミシン 相談

909 ★チャイルドシート付自転車
　（26インチ以下、美品、修理不要、日本製） 無料

910 ★野洲中学校女子セーラー服（冬季、サイズ14Bか15B） 無料
911 ★野洲中学校体操服（ズボン各種、サイズLかLL） 無料
912 ★子ども用自転車（16インチ以内） 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

５月といえばゴールデンウィークですね。この機会、
帰省や旅行のために電車を利用する人も多いのではな
いでしょうか。

電車の車内や駅の中を見渡してみると、案内図が
あったり、次の電車の時刻が表示してあったり、今、
電車がどこを走っているのかが分かる表示があった
り、行き先が分かるように矢印が床に貼ってあったり、
路線それぞれの色が違っていたり…、見て分かる工夫
がたくさんしてありますね。

このように、見て分かるように表示することを、視
覚支援と言います。

発達障がいのある人は、言葉のような聴覚での支援
よりも、目で見て分かりやすい視覚支援が有効な場合
が多いと言われています。例えば、スケジュールや手
順書を示したり、活動によって場所を分けたりするな
どがその一例です。最も大切なのは、こうした工夫
があることで、「言われて動く」のではなく「自分で
理解して動く」という自立の力が身に付くということ 
です。

もちろん視覚支援は、発達障がいのある人だけでな
く、発達障がいのない人にとっても便利な方法です。
しかし、決定的に違うのは、発達障がいのない人にとっ
ては『あると便利なもの』であるのに対し、発達障が
いのある人にとっては『なくてはならないもの』だと
いうことです。目の不自由な人にとってのメガネのよ
うなもの、と考えると分かりやすいと思います。

みんなが不便なく生きやすくなるために環境を整
え、それを当たり前と思えるような社会にしていきた
いですね。

見て分かりやすい工夫について

譲ってください
番号 品　名 希望価格
913 ★子ども用自転車（16インチ以内） 相談
914 ★冷凍庫（冷蔵庫型、小型、1人用） 無料
915 ★レコードプレーヤー一式 相談
916 ★三輪車（子ども（幼児用）） 無料
917 ★一般的な結納用品一式 無料
918 ★自転車（通学用） 1,000円まで
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