■子育て支援センター

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。

★きたの子育て支援センター
☎ 518 － 1866、FAX 587 － 6226
【２月のわくわく遊び】
「新聞遊び」新聞紙を折ったり破いたり、身体に巻い
てみたり･･･。自由に思い切り遊びましょう。
【０歳児サロンありんこ】
（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽２月23日㈮ 14：00～15：00
内容…「お雛様おやつ作り」
持ち物…お茶、材料費100円
申し込み…２月１日㈭～16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。２月19日㈪以降ご確認ください。
【２月のおやつの日】
（１歳以上、要申し込み）
▽２月20日㈫ 14：00～15：00
「小松菜の蒸しケーキ」
持ち物…お茶、材料費50円、
（あれば）エプロン、三角巾
申し込み…２月１日㈭～先着10組

★あやめ子育て支援センター
☎・FAX 589 － 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）
【節分のつどい】
▽２月２日㈮ 10：00～
【今月のあそび】
「おひなさまをつくろう」
▽２月５日㈪ 10：00～ 主に２歳以上
▽２月６日㈫ 10：00～ 主に１歳～２歳
▽２月７日㈬ 13：30～ 主に１歳未満
【２月の誕生会＆ランチデー】
▽２ 月13日㈫ 10：00～ ２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。

★野洲市子育て支援センター
☎ 518 － 0830、FAX 518 － 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。
【ベビーマッサージ】（15組）
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
▽２月５日㈪ 10：30～11：30（受付10：15～)
※受け付けは終了しました。
▽３月８日㈭ 13：30～14：30（受付13：15～)
申し込み…２月26日㈪～３月２日㈮
【リズム遊び】（抽選なし）
▽２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
申し込み…２月７日㈬～13日㈫
【運動遊び】（抽選なし）
▽２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
申し込み…２月14日㈬～20日㈫

■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…17日（冬祭り）
※休館日…３日㈯、10日㈯、24日㈯
※健康推進委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をしてもらってお
いしくいただきます。
【２月の行事】冬祭り（申し込み不要）
▽２月17日㈯ 10：30～14：00
※お父さん・お母さんの得意なことを散りばめた手作
りのお祭りをします。参加の方法もいろいろありま
す。詳しくはお尋ねください。
当日参加されるだけでももちろんＯＫです。
【子育て相談】随時実施しています。
■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
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。
【かえっこバザー】
▽２月19日㈪～23日㈮
※期間中に出されている品から欲しい物をお持ち帰り
ください。
※詳しくはセンターの張り紙をご覧ください。
■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
■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・金曜２、９、23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16日
9：30～12：00、13：00～16：00
【バランスボール】（30組）
▽３月５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
申し込み…２月21日㈬～27日㈫
■いどばた広場【誕生会】（申し込み不要）
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
▽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」
▽３月２日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）
内容…３月生まれ誕生会、「３びきのこぶた」
■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…市内在住者（古物商は除く）
問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX 587－3834
受付時間…月曜～金曜日（祝日は除く）8：30～17：15

※２月２日㈮～受付（先着順）

 付日は月初めの開庁日の翌日（翌日が閉庁
受
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。

譲ります
使用状況
番号
品 名
490 家庭用エアロバイク
中古
491 洗濯機（バケツ型）
ほぼ未使用
495 学習机（くろがね、縦65×横100×高さ67.5ｃｍ） 中古
498 食器棚（125×195×45ｃｍ）
中古
504 冷蔵庫（NEC、横幅436×奥行495×高さ794mm） 中古
505 電気式卓上プレート
（黒っぽく上がグレー） 未使用
506 自転車用チャイルドシート
（前、
後両方）
中古
プリンターインク
（キャノン、
マゼンダECI-CA07EM、
508
未使用
ブラックECI-9BK）
509 植木鉢
中古
★座卓パソコン机
510
中古
LOAS、
幅75×奥行50×高さ101ｃｍ）
511 ★電子ピアノ
（ヤマハ、
黒色）
中古
512 ★ペット用大型ホットカーペット
未使用
★動物用充電式バリカン
513
中古
（獣医師用
（家庭でも使用可））
514 ★猫用室内ゲージ
（水色１個、
ピンク色１個） 中古
★布団乾燥機
ほぼ未使用
515
（ナショナル、
FD-F06A4、
2005年製）
★植木鉢
中古
516
（丸型（大）25ｃｍ、丸型（小）10ｃｍ、角型30×20ｃｍ）
２体、33×63×43ｃｍ） 中古
517 ★日本人形（ケース入り、
★犬小屋
中古
518
（ボブ＆ベル950、屋根・扉付き、73×94×81ｃｍ）
519 ★尾山人形（ケース入り、
35×39×60ｃｍ）
中古
★漬物壺
520
中古
（陶器製、
４個、
ふた付き、
径20×24ｃｍ）
★レディースクッキング
中古
521
（ハードケースに入ったカード式の本全20巻）
522 ★オルガン
中古
★スタッ
ドレスタイヤ
（165-65R14、
４本、
８分山、
523
中古
２年間使用、
アルミホイール付き）
★祇王小学校体操服
524
中古
（女の子用、
上下、
130～140ｃｍ）
525 ★イス
（12脚）
中古
ほぼ未使用
526 ★３人掛けソファー
527 ★花台（チェスト、
白色）
ほぼ未使用
譲ってください
番号
品 名
966 長机（会議用、
2台、
中古）
967 イス
969 マッサージチェア
（レザー生地、
新しめのもの）
971 ラジカセ
（CD付き）
972 サッカー用品（なんでも可、
130ｃｍ以上子ども用）
973 会議用長机（１台、
約180×80×40ｃｍ）
974 イス
（食卓用、
３脚）
975 夏布団（掛け布団、
２枚）
976 ★自転車（大人用、
小さめ）
977 ★イス
（４脚、
大人用）

毎月第４土曜は

廃食油回収の日
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希望価格
無料
無料
無料
無料
無料
1,000円
2,000円
各400円
無料
無料
無料
2,000円
3,500円
無料
無料
無料
無料
無料
無料
無料
無料
無料
2,000円
無料
相談
無料
無料
希望価格
1台300円まで
無料
1,000円まで
無料
相談
500円
500円
相談
相談
相談

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】
現在小学生の子を持つ親です。
お隣の守山市では小学１年生より英語を学習する機
会があると聞きました。
野 洲 市 で は 国 の 全 面 実 施 通 り 小 学 ５・ ６ 年 生 の
2020 年度から行われる予定でしょうか？そうなると
小学３・４年生からの外国語活動が行われていなかっ
た子ども達へのサポートはないのでしょうか？
草津市の ICT 教育の先進自治体のように野洲市も
未来の子ども達の教育へ積極的にお金を使っていただ
きたいと思います。
【回答】
小学校における英語教育については、先ずは教育委
員会の所管ですので、教育委員会に考え方を確認し、
以下のとおり回答を得ました。
小学校の英語については、本市においても平成 32
年度からの新学習指導要領の全面実施に合わせて、小
学５・６年生で英語科、小学３・４年生で外国語活動
の実施を計画しています。
ご心配いただいている件につきましては、平成 30
年度からの２年間で、これらの学年に英語や外国語活
動を導入し、滑らかに移行できるように計画を立てて
います。したがいまして、平成 32 年度の５・６年生は、
いきなり英語科の授業を受けるのではなく、３・４年
生の間に外国語活動の授業を受けて、英語科に向けて
の準備ができるように考えていますので、ご安心くだ
さい。
以上が教育委員会からの回答です。
「本市においても未来の子どもたちの教育へ積極的
にお金を使うように」といったご意見をいただいてい
ますが、本市では、子どもたちの健全な成長を保障す
るために、学習や生活のサポートを重要な施策として
位置づけ、各種の取り組みと財源をあてています。ま
ずは、学校・園において児童生徒と先生が日常レベル
で伸びやかに活動できるよう、いわゆるソフトとハー
ド両面で積極的な取り組みを進めています。具体的に
は、元気な学校づくり事業を通じての学習と活動の活
性化、加配教員やスタッフ、スクール・ソーシャル・ワー
カーの積極的な配置、小中学校の耐震化や建て替えと
全施設への空調設備の設置、市学童保育所での６年生
までの待機児童なしの受け入れと、来年度からの土曜
保育の実施、中学校までの市直営の給食、生活困窮や
児童虐待といった問題を抱える家庭への支援、児童虐
待対策など緊急度の高い課題から、順次、積極的な取
り組みを行っています。

平成30年２月24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
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