
■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
【８月のわくわく遊び】
「泡遊び」水遊びをしながら、シャボン玉や泡作りで
感触遊びも平行して楽しみます。
持ち物…着替え、タオル
※�オムツを使用されているお子さんが大きなプールに
入る場合は水遊び用のオムツの着用をお願いします。
【８月のパパデー】

▽８月19日㈯�10：00～11：30　
　保育園の大きなプールを使って、ダイナミックに遊
びましょう。
持ち物…�水着（オムツ使用のお子さんは、水遊び用オ

ムツを着用ください。）タオル、お茶
※保護者の人も水に入れる服装でお越しください。

【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽８月25日㈮�14：00～15：00
内容…「手形・足型をとろう」
持ち物…お茶、バスタオル
申し込み…８月１日㈫～18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。８月21日㈪以降、ご確認ください。
【子育て相談】随時実施しています。

■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…�在宅児（未就園児）の親子
※土曜日広場開放日…５日、19日（パパデー）
※休館日…14日㈪～16日㈬

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。

★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）
▽８月７日㈪�10：00～「色水遊び」
　主に２歳以上
▽８月８日㈫�10：00～「色水遊び」
　主に１歳～２歳
▽８月９日㈬�13：30～「色水遊び」
　主に１歳未満
持ち物…�着替え、タオル
※汚れてもよい服装でお越しください。

▽�８月21日㈪�10：00～「８月のお誕生会＆ランチデー」
　８月生まれのお友だちをみんなでお祝いしましょう。
お誕生会のあと、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で解散です。
■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　�毎週土曜日�13：00～16：00��要予約

■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びに来てもらえます。
ミックスクラブのない時間帯�10：00～16：00
土曜日�10：00～12：00

★野洲市子育て支援センター
　☎ 518－ 0830、FAX518 － 0831

■子育て支援講座（要申し込み）

※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。
【親子フラ】

▽８月21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…布施美菜子さん
申し込み…８月９日㈬～８月15日㈫
【リズム遊び】

▽８月28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…８月16日㈬～22日㈫�
【ベビーマッサージ】（15組）
▽９月11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…８月30日㈬～９月５日㈫

■いどばた広場
【誕生会】（申し込み不要）
▽８月25日㈮�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…�ふれあい遊び、保護者交流、８月生まれお祝い、

「くいしんぼうのおばけの子」
対象…全年齢、誕生月でない人もOK
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
▽９月１日㈮�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…�ふれあい遊び、保護者交流、９月生まれお祝い、

「しょうじょう寺のたぬきばやし」
対象…全年齢、誕生月でない人もOK
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
■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）

■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。
月曜日（７日、14日）�9：30～12：00、13：00～16：30
毎週火曜・水曜日� 9：30～12：00、13：00～16：30
毎週木曜日� 9：30～12：00
月曜日（21日、28日）、毎週金曜日�13：00～16：30
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ものをいかす交換銀行
　斡旋対象…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

※８月２日㈬～受付（先着順）
　�受付日は月初めの開庁日の翌日（翌日が閉庁
日の場合は次の開庁日）からです。

　★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
　　抹消した上で、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８月26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

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

424 折りたたみ座椅子（木製２個セット、夏向き） 中古 無料
428 ベビーウォーカー（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 無料

435 ベビーバス（折りたたみ式、空気で膨らます�タイプ、65×25×45cm、ミッフィーの絵） 中古 無料

437 身長計（150cmまで計測可能、ミッフィーの絵） 未使用 無料
438 電動ミシン（工業用） 中古 相談
442 ★搾乳機（ピジョン、白色、電動式） 中古 3,000円

443 ★�コンパクトホットプレート� �
（ＢＲＵＮＯ、ＢＯＥ021-ＰＳＣ） 未使用 1,000円

444 ★ベビーベッド 中古 無料
445 ★ベビー布団一式（120×110cm） 中古 無料
446 ★電気毛布 中古 無料

447 ★インクジェットプリンター　（キャノン、ＰＩＸＵＳ�ＭＧ6230） 中古 無料

448 ★折りたたみベッド（２台） 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
920 ぶら下がり健康器 相談
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
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、20×38cm） 無料
933 ピアノ 相談
934 浴衣・甚平（男女・子ども・大人問わず） 相談
935 草刈機（充電式、軽量） 相談
936 ★チャイルドシート 相談
937 ★彫刻刀（学校用でないもの） 1,000円まで
938 ★自転車（男の子用、24インチ） 無料
939 ★ロックミシン 無料
940 ★敷布団、掛布団（３セット、１人用、サイズこだわらない） 相談
941 ★犬用カート 無料
942 ★家庭用エアロバイク 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】
　市役所の用事で来た時に、時々トイレを使用させて
もらっています。
　以前より気になっていたのですが、トイレ内の荷物
掛け（フック）の高さが私のような背が普通か少し低
い者にとって、フックの高さが高すぎ、手が届きません。
　高い位置ではなく「人の胸の当たり」にくるような、
掛け易い位置に付けていただくよう記しました。
　背のびしなくとも気軽に掛けられるよう付け替えを
希望します。

【回答】
　ご指摘いただきました市役所のトイレ内の荷物掛け
（フック）は、「戸当たり」というドアが壁に当たらな
いようにする金具に荷物を掛けられるようフックが付
いたものです。
　ご意見をいただきましたように荷物を掛け易いよう
低い位置に付け替えますと、突起物がトイレ利用者に
当たってしまう恐れがある
ため、便座近くに新しく荷
物を掛けられるフックを設
置いたします。
　なお、フックの設置につ
いては、お客様の利用が多
い建物１階部を予定してい
ます。

譲ってください
番号 品　名 希望価格
943 ★バスケットゴール（屋外、家庭練習用） 2,000円まで
944 ★雛人形（ショーケースあり・なし、どちらでも可） 1,000円まで
945 ★五月人形（ショーケースあり・なし、どちらでも可） 1,000円まで
946 ★日本人形（ショーケースあり・なし、どちらでも可） 1,000円まで
947 ★マッサージチェア（新しめのもの） 1,000円まで
948 ★自転車（24インチか26インチ、黒色） 無料
949 ★こいのぼり 無料
950 ★ミシン 相談
951 ★ベビーサークル 無料
952 ★ロックミシン 無料
953 ★子ども用自転車（小学生用） 相談
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