
★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
だちも参加できます。（申し込み不要）
【今月のあそび】「お正月遊びをしよう」
▽１月９日㈫10：00～　主に２歳以上
▽１月10日㈬10：00～　主に１歳～２歳
▽１月11日㈭13：30～　主に１歳未満
【１月の誕生会＆ランチデー】
▽１月15日㈪10：00～　１月生まれのお友だちをみん

なでお祝いしましょう。誕生会のあと、ランチタイ
ムです。

持ち物…お弁当、水筒、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
※年始の休み…１月３日㈬まで 

１月４日㈭～開館

■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
【１月のわくわく遊び】
「おもちの月」おもちを使ったランチデーやちょこっと
料理などをします。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽１月26日㈮14：00～15：00
内容…「簡単おやつ作り」　持ち物…お茶、材料費100円
申し込み…１月４日㈭～19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。１月22日㈪以降ご確認ください。
【１月のおやつの日】（１歳以上、要申し込み）
▽１月23日㈫14：00～15：00　
「りんご蒸しパン」
持ち物…�お茶、材料費50円、（あれば）エプロン、三角巾
申し込み…１月４日㈭～先着10組
＊健康推進委員さんに手作りおやつを教わりながら、

一緒にクッキングをします。
【パパデー】（申し込み不要）
▽１月13日㈯10：00～11：30　13：00～15：30
内容…�凧づくり、凧あげ

■子育て広場（申し込み不要）
　０歳からの在宅児（未就園）が親子で自由に遊べます。
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。）
※土曜日広場開放日…13日（パパデー）、20日
※休館日…６日㈯、27日㈯
※年始の休み…１月３日㈬まで 

１月４日㈭～開館

　オリジナルの凧を親子で協力して作ります。お天気
がよければ、外で凧揚げを楽しみます。
【親子講座】（要申し込み）
▽１月５日㈮14：00～15：00
内容…「幼稚園年少の保護者との交流会」
　来年度、幼稚園に入園される保護者と現在の年少さ
んの保護者とが交流できる場です。入園に向けてわか
らないこと、不安なことを聞いてみてください。どちら
の立場の親子も申し込みをお願いします。
【子育て相談】随時実施しています。

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。

★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。
【ミュージックケア】（30組）
▽１月15日㈪10：30～11：30（受付10：00～）
対象…１歳半未満
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
申し込み…１月９日㈫まで
【幼児の安全教室】（抽選なし）
▽１月22日㈪10：30～11：30（受付10：00～）
場所…湖南広域行政組合東消防署
申し込み…１月10日㈬～16日㈫まで
【ベビーマッサージ】（15組）
▽２月５日㈪10：30～11：30（受付10：15～）
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
申し込み…１月24日㈬～30日㈫まで
■いどばた広場【誕生会】（申し込み不要）
▽１月19日㈮10：30～11：30（受付10：00～）
内容…１月生まれ誕生会、「こんこんくしゃん」

▽２月２日㈮10：30～11：30（受付10：00～）
内容…２月生まれ誕生会、「ねてるのだあれ」
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
■いどばた広場【２歳児】（要申し込み）
▽１月29日㈪10：30～11：30（受付10：00～）
内容…手作りおやつ試食、「おむすびころりん」
場所…野洲市健康福祉センター２階集会室
持ち物…材料費50円、皿、フォーク、おしぼり、お茶
申し込み…１月17日㈬～23日㈫まで
■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15、22、29日・金曜12、19、26日13：00～16：00
毎週火曜・水曜日　９：30～12：00、13：00～16：00
毎週木曜日　　　　９：30～12：00
金曜５日　　　　　９：30～12：00、13：00～16：00
※年始の休み…１月３日㈬まで 

１月４日㈭～開館
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ものをいかす交換銀行
　斡旋対象…市内在住者（古物商は除く）
　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

※１月５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30年１月27日午前10時～正午
回収場所：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

476 五月人形カブト
（ガラスケース入り、45×60ｃｍ） 中古 無料

477 日本人形
（ガラスケース入り、2体、30×50ｃｍ） 中古 無料

478 植木鉢（角1、35×26ｃｍ、5×11ｃｍ） 中古 無料
479 植木鉢（5つ、陶器、丸型、直径20ｃｍ） 中古 無料
480 小物入れ（布張り、和装、36×27ｃｍ） 中古 無料
481 着物（男性用、ウール素材、紺色系） 未使用 1,000円
483 整理タンス（7段、132×88ｃｍ） 中古 無料

486 くまのプーさんぬいぐるみ
（3体、体勢それぞれ異なる） 中古 無料

489 空気清浄機能付きエアコン
（シャープ、プラズマクラスター、室外機付き） 中古 無料

490 家庭用エアロバイク 中古 無料
491 洗濯機（バケツ型） ほぼ未使用 無料

495 学習机
（くろがね、縦65×横100×高さ67.5ｃｍ） 中古 無料

496 ベビーバス 中古 無料
497 ベビーカー（アップリカ） 中古 無料
498 食器棚（125×195×45ｃｍ） 中古 無料
499 スキーウェア（上下、160ｃｍ） 中古 無料
502 ★チャイルドシート（幼児用、背中なし） 中古 無料

504 ★冷蔵庫
　（NEC、横幅436×奥行495×高さ794mm） 中古 無料

505 ★電気式卓上プレート
　（黒っぽく上がグレー） 未使用 1,000円

506 ★自転車用チャイルドシート（前、後両方） 中古 2,000円

507 ★スヌーピーお昼寝布団７点セット（乳幼児用、
布団（上下）、かばん、まくら、まくらカバーなど） 未使用 無料

508 ★プリンターインク（キャノン、マゼンダECI-
CA07EM、ブラックECI-9BK） 未使用 各400円

509 ★植木鉢 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
956 アップライトピアノ 相談
960 スカート（野洲北中学校制服、冬用） 相談

961 子どものせ自転車
（24インチ以下、ブレーキがしっかりしているもの） 無料

962 ダイニングテーブル用ベビーチェア（美品） 無料
963 夏布団（綿付き、中古可） 5枚300円
965 自転車（大人用、26インチ、変速機付き希望） 相談
966 長机（会議用、2台、中古） 1台300円まで
967 イス 無料
969 マッサージチェア（レザー生地、新しめのもの） 1,000円まで
970 ★百人一首、トランプ、ボードゲーム等 無料
971 ★ラジカセ（CD付き） 無料
972 ★サッカー用品（なんでも可、130ｃｍ以上子ども用） 相談
973 ★会議用長机（１台、約180×80×40ｃｍ） 500円
974 ★イス（食卓用、３脚） 500円
975 ★夏布団（掛け布団、２枚） 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

　「人は 80 パーセントの情報を視覚から取り入れてい
る」とある先生がおっしゃっていました。テレビ、パ
ソコン、スマートフォン等、本当に多くの情報を（見
る）ことにより取り入れています。ところで、皆さん
の（見る力）はいかがですか？
　一般に「私は目がいいです」というときの（見る力）
は学校で測定する（遠方視力）であることが多いです。
ところが、年齢を重ねてくると「目がいい」と言う人
たちも「近くが見えにくくなった…。」とおっしゃる
ようになります。（近方の視力）になりますが、もと
もと遠くはよく見えても近くが見えにくい人もいらっ
しゃいます。そして本を読んだりノートに文字を書い
たりするのにこのことが影響してきます。
　実はこの（見る力）については、上記に紹介した視
力以外にも、さまざまな力が必要であることがわかっ
ています。例えば、『見ようとする目標物を確実に視
線で捉える力』や『両目のチームワークを使って遠近
感を把握する力』、『ピントを合わせて物を見る力』な
どです。これらの力が十分ではないと、見ることに人
一倍エネルギーが必要となり、疲れやすくなり集中力
や注意力、読み書きの力に影響することがわかってき
ています。
　また、（見る）ことは、実は目だけではなく、目で捉
えた情報をもとに脳の中で行う視覚情報処理の働きが
重要であることもわかっています。例えば『目に入る
情報の大事な部分に注目し、不必要な部分は無視する
力』『位置や空間を捉える力』『見た形を頭にイメージ
する力』『見た情報を記憶する力』などです。例えば
学校の教室にはさまざまな掲示物がありますが、その
中から一番注目すべき場所を選び、その文字の形を正
しく捉え記憶し、視線を移してノートに書くことが出
来なければ板書を写すことはできません。それに、見
た情報を手の動きとうまく連動させることも必要です。
　こうした複雑な（見る力）についての研修会を企画
しました。“目からうろこ”のお話です。ぜひお越し
ください。

≪研修会≫
　日　時…３月３日㈯　午前10時15分～11時45分
　場　所…コミュニティセンターきたの大ホール
　内　容…�講演／奥村智人さん

（大阪医科大学LDセンターオプトメトリスト）

【見る】ってどういうこと？
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