
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）
　毎週月曜～金曜日９：30～16：00 センター内、園庭
で自由に遊べます。（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。）
対象…�保育園・幼稚園に在園していない子どもとその

保護者
※土曜日広場開放日…10日、24日（パパデー）
【６月のわくわく遊び】「小麦粉粘土」�
　粉の状態から、粘土になるまでそれぞれの感触を楽
しみましょう。片栗粉も用意しますので、アレルギー
のあるお子さんはお声かけください。
【６月のパパデー】（要申し込み）
▽６月24日㈯ 10：00～11：30
　工作名人のおじいちゃんが椅子作りを教えてくださ
います。椅子としても、机としても、足踏み台としても、
いろいろな使い方が出来ます。
持ち物…材料費500円、金づち、軍手、お茶等
申し込み…６月22日㈭までに来所または電話で申し込
んでください。
【６月のおやつの日】（要申し込み・１歳以上、先着10組）
▽６月20日㈫ 14：00～15：00
内容…「バナナケーキ」
　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。
持ち物…�材料費50円、エプロン（あれば）、三角巾、お茶
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子）
▽６月23日㈮ 14：00～15：00（要申し込み）
内容…「簡単おやつ作り」
持ち物…材料費100円、お茶、エプロン（あれば）、三角巾
申し込み…16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、６月19日㈪以降来所または電話でご確認ください。
【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、対象年齢以外のお友
だちも遊びに来ていただけます。（申し込み不要）
▽６月５日㈪ 10：00～「かたつむりに模様をつけよう」
　主に２歳以上
▽６月６日㈫ 10：00～「かたつむりに模様をつけよう」
　主に１歳～２歳
▽６月７日㈬ 13：30～「かたつむりに模様をつけよう」
　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（５

日～７日）
▽ ６月12日㈪ 10：00～「６月のお誕生会＆ランチデー」
　６月生まれのお友だちを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
　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歳のお友だちから自由に遊べます。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
■いどばた広場
【誕生会】（申し込み不要）
▽６月２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
内容…�ふれあい遊び、保護者交流、６月生まれお祝い、

６月生まれのお子さんだけでなくみんなでお祝い
しましょう。

■子育て支援講座
【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
場所…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…６月６日㈫までに来所または電話で申し込
んでください。
【運動遊び】（要申し込み）
▽６月19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…スポーツ推進委員さん
申し込み…６月７日㈬～13日㈫までに来所または電話
で申し込んでください。
【リズム遊び】（要申し込み）
▽６月26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…北野輝重さん
申し込み…６月14日㈬～20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】（要申し込み）
▽７月３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…上田絢子さん
申し込み…６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。
【太極拳】（要申し込み）
▽７月10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…新富邦子さん
申し込み…６月28日㈬～７月２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
　※６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６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
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／個
404 バイク夏用手袋（LL、ドットクール） 未使用 2,000円

408 視覚障がい者用天眼鏡
（テレビ付、NEITZVS20000AF） 中古 無料

410 和・洋裁台（アイロン台可、44×88、2枚） 未使用 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

423 ★車用チャイルドシート（コンビ、18㎏以下） 中古 無料
424 ★折りたたみ座椅子（2個セット） 中古 無料
425 ★彫刻刀（元能面で使用） 中古 無料

426 ★犬小屋
　（プラスチック製、幅62ｃｍ×奥92ｃｍ×高さ75ｃｍ） 中古 1,000円

427 ★ ガラスケース（１個、四面ガラス、裏・底板張り、前開き、
木枠（漆塗り）、内部空、43cm×48ｃｍ×72ｃｍ） 未使用 無料

428 ★ベビーウォーカー（説明書あり） 中古 無料
429 ★チャイルドシート（アップリカ、説明書あり） 中古 無料
430 ★ベビーチェア（テーブル取り付けタイプ） 中古 相談
431 ★FAX（NTT、説明書あり） 中古 無料

432 ★食器各種
　（皿、茶碗、ミニカップ、ガラスボール他）

未使用
（中古あり） 無料

433 ★電動ミシン 中古 無料
434 ★ロックミシン 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
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
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

909 チャイルドシート付自転車
（26インチ以下、美品、修理の必要性がない、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
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
913 ★ぶら下がり健康器（高さ180ｃｍ以上、未使用品希望）2,000円まで
919 ★昔の石油ストーブ 相談
920 ★ぶら下がり健康器 相談

譲ってください
番号 品　名 希望価格
921 ★バウンザー（美品、修理の必要性がない） 無料
922 ★大人用自転車（26インチ） 相談
923 ★ハンドミキサー 無料
924 ★ベビーゲート 無料
925 ★ハイローチェア（美品、修理の必要性がない） 無料
927 ★鍵付スチール書庫 相談
928 ★冷凍庫（一般家庭用） 1,000円まで
929 ★車いす 1,000円まで
930 ★掛け布団（夏用、シングル５枚） 無料

931 ★紙おむつ
　（女性大人用、２パック、Mサイズ40枚入、Lサイズ30枚入） 相談

932 ★尿とりパッド（２回分、50枚、20ｃｍ×38ｃｍ） 無料

　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 － 6036、FAX 586 －
2200

【ご意見】
　愛犬家です。
　狂犬病の鑑札、済票のデザインが古すぎます。他市
ではすでに済票が小さくなったり、デザインも可愛く
なっています。
　義務として着けるのは知っていますが、他市のよう
にデザインを変更して欲しいです。

【回答】
　犬の登録鑑札（以下、鑑札）および狂犬病注射済票

（以下、済票）の装着は、犬の所有者を明確にすること、
また狂犬病発生時に迅速で的確に対応することを目的
としています。
　鑑札および済票のデザインは、上記の目的を前提に、
国で規格が定められていますが、平成 19 年から国が
定める基本的な要件を満たす場合には、各市区町村に
おいて自由に様式を決めることが出来るようになって
います。本市では、従来のデザインのものを採用して
います。
　公開されている市町の鑑札等に目を通してみました。
基本的な要件や機能面から限界はありますが、今後、
アンケート調査等の実施により、飼い主の皆さんのご
意見を踏まえたうえで、  
鑑札および済票の作成・  
運用を検討してまいり  
ます。

23　　広報やす　2017.6




