
■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
【５月のわくわく遊び】

「泥遊び」砂場や園庭で水と泥で思いきり遊びましょ
う。着替えやタオルをお持ちください。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽５月25日㈮ 14：00～15：00
内容…�「ゆったり交流会」　健康推進委員さんの作って

くださるおやつを囲みながら、みんなでお話し
ましょう。

持ち物…お茶、材料費50円
申し込み…５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。

■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。）
※５月の土曜日広場開放日…12日、26日

【パパデー】（申し込み不要）
▽５月12日㈯ 10：00～11：30、13：00～15：30
内容…「母の日プレゼント作り」
　お母さんにかわいいプレゼントをつくりましょう。
絵の具やクレヨンを使うので、汚れてもよい服装で
来てください。
【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。
【ミュージック・ケア】（抽選なし）
▽５月７日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
対象…１歳半以上の親子
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
申し込み…５月２日㈬まで
【幼児の安全教室】（抽選なし）
▽５月14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…５月２日㈬～10日㈭
【ベビーマッサージ】（15組）
▽５月28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…５月16日㈬～22日㈫
※申し込み多数の場合は抽選します。

■いどばた広場【誕生会】（申し込み不要）
▽５月18日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）
内容…５月生まれ誕生会、「はらぺこあおむし」
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
■いどばた広場【２・３歳】（要申し込み）

▽５月21日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
内容…手作りおやつ試食、「あなたはだあれ？」
場所…野洲市健康福祉センター２階集会室
持ち物…皿、フォーク、おしぼり、お茶、材料費50円
申し込み…５月９日㈬～15日㈫
■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・金曜日　　　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

★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】

▽ ５月１日㈫ 10：00～　こどもの日の集い  
｢しゃぼんだまであそぼう」

▽５月７日㈪ 10：00～　主に２歳以上
▽５月８日㈫ 10：00～　主に１歳～２歳
▽５月９日㈬ 13：30～　主に１歳未満

【５月の誕生会＆ランチデー】

▽ ５月14日㈪ 10：00～　５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
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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）午前８時30分～午後５時15分

※５月２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】　５月２日㈬～８日㈫ 午後３時
　　　　　　　　　（抽選日：８日㈫ 午後４時～）
【先着受付期間】　５月８日㈫ 午後３時～31日㈭

　★印は今月号からの掲載分です。
　※掲載中の物品は、４月12日現在のものです。

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

５月26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

譲ります
番号 品　名 使用状況 希望価格
528 電気毛布（75W、190×130ｃｍ） ほぼ未使用 相談
529 プリンターインク（キャノン、BＣＩ24カラー、黒色（２つ、BＣＩブラック24BK）） 未使用 相談
530 プリンターインク（キャノン、黒、BＣＩ-９BK） 未使用 無料
532 雛人形（お雛様とお内裏様のみ） 中古 無料
533 机（木製、卓上スタンド付き、縦150×横76×高さ75ｃｍ） 中古 10,000円
534 家庭用フィットネス機器「座・む～馬」（フジ医療器）ほぼ未使用 30,000円
535 オードブル皿（陶器、30枚（バラでも可）、30×42×４ｃｍ） 中古 無料
536 温風ヒーター（トヨトミ） 中古 3,000円
537 スキー板（SALOMON、190ｃｍ、黄色） 中古 無料
538 スキー用グッズ（ゴーグル、手袋２種、バッグ（大）、ケース付きボトル他） 中古 無料
539 スノーボード（BLASＴ、150ｃｍ、白色） 中古 無料
540 お皿・小皿（直径11.5ｃｍ、15個） 中古 無料
541 お皿（直径13.5ｃｍ、20個） 中古 無料
542 茶碗蒸しおわん（ふた付き、20個） 中古 無料
543 マットレス（クッションあり、190×90×厚さ16ｃｍ、黒色） 中古 500円
544 トランク（旅行用、32×25×60ｃｍ） 中古 相談
545 寸胴鍋（ふた付き、直径27ｃｍ、ほぼ新品） 中古 相談
546 掘りごたつ用布団（上200×240ｃｍ、下190×240ｃｍ、茶色） 中古 無料
548 縫い針（クロバー、「絆」やや厚地用メリケン針６番） 未使用 200円
549 携帯電話カバー（ソフトバンク、品番509SH（簡単スマホ）） 中古 500円
550 イス（３脚、食卓用） 中古 無料
552 ★洋裁用具（竹尺、伊東式、23インチ、２本） 中古 無料
553 ★洋裁用具（製図用１/２尺、伊東式、１本） 中古 無料
554 ★洋裁用具（原型製図、伊東式、一式） 中古 無料
555 ★ホットカーペットカバー（正方形） 未使用 無料
556 ★漬物用石・桶（大、小あり（桶は大のみ）） 中古 無料
557 ★スキーブーツバッグ（キャスター付き） 中古 無料
558 ★ベッド（シングル） 中古 無料
559 ★サイドボード（高さ１ｍ、濃い茶色） 中古 無料
560 ★学習机（木製） 中古 無料

561 ★フライパン
　（ダイヤモンドコーティング、ＩH対応、26インチ） 未使用 1,000円

562 ★あちこちスイスイアンパンマン
　（１～２才用、乗り物） 中古 相談

563 ★園児のお昼寝セット（女の子用） 中古 相談
564 ★イオン発生機（シャープ） 中古 500円
565 ★お菓子作り道具セット（ボウル、型抜き等） 未使用 500円

566 ★トゥルースリーパー
　（低反発、シングル、２枚） ほぼ未使用 3,000円

567 ★着物（女性用、大人用、10反） 中古 相談
568 ★座布団（10枚以上、緑色） 中古 相談
569 ★テレビ（シャープ、液晶、20型、黒色） 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
978 ホットプレート 相談
979 自転車（大人用、26インチ） 相談
980 野洲北中学校制服（女の子用、上下、Lサイズ、下だけでも可） 無料
984 ラジカセ（ＣＤ付き、なしどちらでも可） 相談
985 バーベル（トレーニングバーベル（可変式）、100kg、シャフト長さ130～150ｃｍ） 無料
987 ★プリンター（メーカー等不問） 相談
988 ★自転車（大人用） 無料

「発 達 支 援 セ ン タ ー 通 信 」

◆発達支援センター
   ☎ 587 － 0033、FAX 587 － 2004

　日頃から災害に備えることで、いざというときの被
害を減らせるように、我が家の備えを見直しませんか。
発達障がいがある場合、通常の準備以外に丁寧な準備
が必要なことがあります。

１．防災リュックは準備していますか

　自分を守るために必要なものを、自分で考えた
り、家族や支援者と協力して一緒に考え、実際に防災
リュックに必要なものをつめてみましょう。
　防災リュックの中には「気持ちが安心できるための
もの（よく使っているイヤーマフやイヤホン、好きな
玩具や写真、時計など）」、「自分の命を守るためのも
の（マスクやウェットティッシュ、保存できる好きな
飲み物や食べ物など）」、「自分のことをわかってもら
うためのもの（自分のことを紹介したカード、人とコ
ミュニケーションするための絵や写真のカード、自分
の気持ちを伝えるためのメッセージカード）、筆記用
具など」「一人で時間をすごすためのもの（電源がな
くても楽しめる好きな玩具やゲーム、トランプ、好き
な本や辞書など）」も入れておくと良いですね。

２．支援を受けやすくする工夫

　発達に特性のある人は、それぞれに合った支援を受
けられるようにするものが準備されていると支援が得
やすいです。
　例えば、困った時に周囲に見せて知らせることがで
きる「助けてカード」や、本人のコミュニケーションの
とり方や配慮点等を書き込んだ「サポートブック」の
作成です。これには、本人の名前や呼び名・生年月日・
住所・連絡先・本人の行動特徴（パニックなど）・コミュ
ニケーションのとり方、持病・服薬（処方箋）・アレル
ギー・かかりつけ医療機関などを書き込みます。また、
避難経路を確認して記載しながら、あらかじめ通勤 ･
通学経路、交番や駅、いつも行く店などの必要な場所
を本人と一緒に確認し、必要な人に挨拶しておくとよい
でしょう。
　また、東日本大震災等での経験をもとに、関係団体
が減災のための詳しい情報をインターネットのホーム
ページから発信されていますので、ぜひ参考にしてく
ださい。
　・発達障害情報・支援センター
　　　　　（国立障害者リハビリテーションセンター）
　　　「災害時の発達障害児・者支援について」
　・日本自閉症協会  
　　　「防災・支援ハンドブック」

災害への備えを見直しましょう
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