■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

くり歩きましょう。

■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。）
※４月の土曜日広場開放日…14日、28日

【０歳児サロンありんこ】
（３～11カ月児の親子、要申し込み）

持ち物…お茶、材料費50円

▽４月20日㈮ 14：00～15：00

申し込み…４月２日㈪～13日㈮までに来所または電話

内容…
「ゆったり交流会」 健康推進委員さんの作って

で申し込んでください。申し込み多数の場合は抽選し

【４月のわくわく遊び】
「お散歩」お天気がよければ、毎日10時半頃に出発し
ます。春がいっぱいの田んぼ道を、目的地を持たずゆっ

くださるおやつを囲みながら、みんなでお話し

ます。４月16日㈪以降ご確認ください。

ましょう。

【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
☎・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）
【今月のあそび】
▽４月６日㈮ 10：00～ はじめましての会
｢こいのぼりを作ろう」
▽４月９日㈪ 10：00～ 主に２歳以上
▽４月10日㈫ 10：00～ 主に１歳～２歳
▽４月11日㈬ 13：30～ 主に１歳未満

■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
【４月の誕生会＆ランチデー】
▽４月16日㈪ 10：00～ ４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

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

毎週土曜日 13：00～16：00 要予約

【親子フラ】（抽選なし）

■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９・16・23日、金曜13・20・27日 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２日・金曜６日 9：30～12：00、13：00～16：30

▽４月９日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）

【ミュージック・ケア】（抽選なし）

場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室

▽５月７日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～)

申し込み…４月３日㈫まで

対象…１歳半以上の親子

【リズム遊び】（抽選なし）

場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室

▽４月16日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～)

申し込み…４月25日㈬～５月２日㈬

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【誕生会】（申し込み不要）

申し込み…４月４日㈬～４月10日㈫

▽４月20日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）

【ベビーマッサージ】（15組）

内容…４月生まれ誕生会、「お誕生日おめでとう！」

▽４月23日㈪ 10：30～11：30（受付10：15～)

対象…全年齢、誕生月でない人もOK

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１階集団健診室

場所…野洲市健康福祉センター２階集会室

■子育て相談事業 毎週月曜～金曜日 ９：30〜16：30

■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。

申し込み…４月11日㈬～17日㈫

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

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

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）午前８時30分～午後５時15分

※４月３日㈫～受付（抽選・先着順）

受付開始時の混雑を解消するため、開始から一定期間内
の受け付けを抽選方式で実施します。その後は先着順で受
け付けします。
なお、抽選は市職員が実施し、交渉順位を決定します。
【抽選受付期間】 ４月３日㈫～５日㈭ 午後３時
（抽選日：５日㈭ 午後４時～）
【先着受付期間】 ４月５日㈭ 午後３時～27日㈮
★印は今月号からの掲載分です。
※掲載中の物品は、３月14日現在のものです。
譲ります

使用状況
番号
品 名
510 座卓パソコン机（LOAS、幅75×奥行50×高さ101ｃｍ） 中古
512 ペット用大型ホットカーペット
未使用
514 猫用室内ゲージ
（水色１個、
ピンク色１個）
中古
植木鉢（丸型（大）25ｃｍ、丸型（小）10ｃｍ、
516
中古
角型30×20ｃｍ）
518 犬小屋（ボブ＆ベル950、屋根・扉付き、73×94×81ｃｍ） 中古
レディースクッキング
（ハードケースに入った
521
中古
カード式の本全20巻）
525 イス
（12脚）
中古
ほぼ未使用
528 電気毛布（75W、
190×130ｃｍ）
プリンターインク
（キャノン、
BCI24カラー、
黒色
529
未使用
（２つ、
BCIブラック24BK））
530 プリンターインク
（キャノン、
黒、
BCI-9BK）
未使用
532 雛人形（お雛様とお内裏様のみ）
中古
533 机（木製、卓上スタンド付き、縦150×横76×高さ75ｃｍ） 中古
（フジ医療器）ほぼ未使用
534 家庭用フィットネス機器「座・む～馬」
535 オードブル皿（陶器、30枚（バラでも可）、30×42×4ｃｍ） 中古
536 温風ヒーター
（トヨトミ）
中古
537 スキー板（SALOMON、
長さ190㎝、
黄色） 中古
スキー用グッズ
（ゴーグル、手袋2種、バッグ
538
中古
（大）
、
ケース付きボトル他）
539 スノーボード
（BLAST、
長さ150㎝、
白色）
中古
540 ★お皿・小皿（直径11.5ｃｍ、
15個）
中古
541 ★お皿（直径13.5ｃｍ、
20個）
中古
542 ★茶碗蒸しおわん
（ふた付き、
20個）
中古
★マットレス
中古
543
190×90×厚さ16ｃｍ、
黒色）
（クッションあり、
544 ★トランク
（旅行用、
32×25×60ｃｍ）
中古
545 ★寸胴鍋（ふた付き、
直径27ｃｍ、
ほぼ新品） 中古
★掘りごたつ用布団
546
中古
（上200×240ｃｍ、
下190×240ｃｍ、
茶色）
★こたつ布団
547
中古
（上200×240ｃｍ、
下190×240ｃｍ、
青色）
★縫い針
未使用
548
「絆」やや厚地用メリケン針６番）
（クロバー、
★携帯電話カバー
549
中古
（ソフトバンク、
品番509SH（簡単スマホ））
550 ★イス
（３脚、
食卓用）
中古

譲ってください

廃食油回収の日
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ゴミ集積所に配置されているカゴの改善をお願いし
ます。
使用しないときは集積され、使用するときは個々に
外し使用しますが、取り外す時に非常に硬く、私の爪
を痛めてしまいました。

希望価格
無料
2,000円
無料
無料
無料
無料
相談
相談
相談
無料
無料
10,000円
30,000円
無料
3,000円
無料
無料
無料
無料
無料
無料
500円

大阪などではオリコン化のカゴは集積されなく、手
間なく使用できるようになっていることをテレビで観
ました。
野洲でもワンタッチで使用できるコンテナへ移行し
ていただきたいと考えています。
よろしく改善の検討をお願いします。
【回答】
ご指摘のごみ集積所のコンテナは、空ビン、空缶・
金属類等の回収用に市内（約 720 箇所）全ての集積所
に配置しているもので、壊れにくく、運びやすいもの
を選定しています。
コンテナについては、風雨等にさらされるため、劣
化や砂等の影響により重ねておくと、ご指摘のように
外れにくくなる場合があります。
今回、ご提案いただいた「オリコン」とは、「折り

相談
相談

たたみコンテナ」と推察しますが、「折りたたみコン

無料

テナ」についても折りたたみ可動部に砂等が付着する

無料

と、組み立てにくくなるおそれがあると考えます。

200円

また、各ごみ集積所におけるコンテナの整頓につい

500円

ては、各自治会で実施いただいており、折りたたみ等

無料

の作業が、結果として市民の皆さんのご負担にもつな

番号
品 名
希望価格
976 自転車（大人用、
小さめ）
相談
977 イス
（４脚、
大人用）
相談
978 ホットプレート
相談
979 自転車（大人用、
26インチ）
相談
野洲北中学校制服
980
無料
（女の子用、
上下、
Lサイズ、
下だけでも可）
983 ★植木鉢（素焼き、
大きめ、
茶色）
無料
984 ★ラジカセ
（CD付き、
なしどちらでも可）
相談
★バーベル
（トレーニングバーベル
（可変式）、100kg、
985
無料
シャフト長さ130～150ｃｍ）
986 ★自転車（大人用、
24インチ）
相談

毎月第４土曜は

【ご意見】

がることに加え、現時点において、各自治会からコン
テナの見直し等の要望はいただいておりません。
したがいまして、現在のところ、本市としては折り
たたみコンテナ導入の予定はありません。
なお、コンテナの劣化により管理上問題がある場合
は、新しいコンテナの交換等により対応いたします。

平成30年４月28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、環境基本計画推進会議「エコ資源部会」増村☎ 586 － 1441
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