
■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
【６月のわくわく遊び】
「小麦粉粘土あそび」小麦粉を粉の状態から、水を加
えてこねて、粘土になっていく過程も楽しみましょう。
小麦粉アレルギーのあるお子さんはお声かけください。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽６月22日㈮�14：00～15：00
内容…�「ゆったり交流会」　
持ち物…お茶、材料費50円
申し込み…６月１日㈮～15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。）
※６月の土曜日広場開放日…16日、23日（パパデー）

【パパデー】（申し込み不要）
▽６月23日㈯�10：00～11：30、13：00～15：30
内容…「運動遊び」
　普段センターには置いていない鉄棒や平均台などを
使って、自由に遊んでもらいます。保護者さん自身も
楽しんでもらえたらと思います。
【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。
【リズム遊び】（抽選なし）
▽６月４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…６月１日㈮まで
【ミュージック・ケア】（抽選なし）
▽６月11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…６月５日㈫まで
【ヨガ】（15組）
▽６月25日㈪�10：30～11：30（受付10：00～）
場所…野洲市健康福祉センター２階集会室
申し込み…６月13日㈬～19日㈫
※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）
▽６月28日㈭�13：30～14：30（受付13：15～）
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…６月18日㈪～22日㈮
※申し込み多数の場合は抽選します。
【運動遊び】（抽選なし）
▽７月２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…６月20日㈬～26日㈫

【バランスボール】（30組、要申し込み）
▽７月９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…６月27日㈬～７月３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）
▽６月１日㈮�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…�６月生まれ誕生会、パネルシアター「かえるのがっしょう」
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２階集会室
■いどばた広場【双子三つ子の会】（要申し込み）
▽６月18日㈪�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…保護者交流、ふれあい遊び
場所…野洲市健康福祉センター３階にこにこ広場
■いどばた広場【誕生会】（申し込み不要）
▽７月６日㈮�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…�７月生まれ誕生会、ペープサート「バナナのおやこ」
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・金曜１・８・22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
金曜15・29日　　　９：30～12：00、13：00～16：30

★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】
｢とけいをつくろう」
▽６月４日㈪�10：00～　主に２歳以上
▽６月５日㈫�10：00～　主に１歳～２歳
▽６月６日㈬�13：30～　主に１歳未満
【６月の誕生会＆ランチデー】
▽�６月11日㈪�10：00～　６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。
【かえっこバザー】
▽６月25日㈪～29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。持ち帰りの袋をお持ちください。
■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　�随時受け付けします。

■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
※土曜日は閉館となります。
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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

※６月４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】　６月４日㈪～６日㈬�午後３時
　　　　　　　　　（抽選日：６日㈬ 午後４時～）
【先着受付期間】　６月６日㈬�午後３時～29日㈮
　★印は今月号からの掲載分です。
　※掲載中の物品は、５月14日現在のものです。

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

６月23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
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
570 ★ガラステーブル（縦90×横55×高さ42ｃｍ）ほぼ未使用 4,000円

572 ★厚手アルミニウム鍋　（EVER�WARE、東新、口内径24ｃｍ、高さ14.5ｃｍ、両手） 中古 無料

573 ★久松窯謹製�常滑焼壺飲食物容器　（口内径27.5ｃｍ、ふくらみ直径32.5ｃｍ、底直径22.6ｃｍ、高さ29ｃｍ、ふた付き、２個） 中古 無料

574 ★楽譜面スタンド（MUＳIC�ＳTAND、布ケース付き） 中古 無料
575 ★黒袷長着（女性用、大人用） 未使用 相談
576 ★鏡台（高さ152×幅75×奥行40ｃｍ、イス、引出しあり、美品、茶色） 中古 5,000円
577 ★自転車（26インチ、パープル） 中古 無料

578 ★薪用杉材　（直径40ｃｍ×長さ1ｍ約20本、直径40ｃｍ×長さ1.5ｍ約20本、２月に伐採） 未使用 無料

579 ★植木鉢（直径28×15ｃｍ） 中古 無料
580 ★ベビーベッド（多少傷あり、明るめの木の色） 中古 無料
581 ★スキーキャリア（ＴＥＲＺＯ、1270mm） 中古 無料
583 ★花器（６点（色、形さまざま）） 中古 無料
584 ★アンパンマンジャングルジム（すべり台、ブランコ付き） 中古 無料
585 ★木製すべり台（こども用） 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
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
988 自転車（大人用） 無料
989 ★県立守山中学校制服（女の子用、Mサイズ、体操服、ネクタイ） 無料
990 ★敷石（40×60ｃｍ平石、20×20ｃｍ角柱） 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】
毎月広報誌を拝見しておりますが、表紙から中記事
において近年横書きが主になっています。それはそれ
で良いのですが、本来書物は「右開き」と「左開き」
があります。縦書きの場合は右開き、横書きの場合は
左開きとなっており、これが書物の開き方の基本では
ないでしょうか。
そこで最近の広報誌はどうでしょう。今年の１月号
では 28 ページ中４ページ半、２月号では 32 ページ中
２ページ半、３月号では 22 ページ中２ページ半しか
縦書きはありません。これだけ横書きが主であるなら、
左開きの広報誌（議会だよりも同様）に変更されては
いかがでしょうか。あるいは、右開きなら縦書きを主
に編集されてはいかがでしょうか。
以前から右開きで見慣れているとか、近隣市も右開
きだとか言うのではなく、書物のあるべき姿で考えて
みて下さい。それとも広報誌は別扱いという代物で
しょうか。開き方がおかしいと思えば思うほど、これ
が行政が発行しているものかと残念でなりません。

【回答】
一般的に冊子の「右開き」「左開き」は、紙面が縦
書きか横書きかによって判断され、ご意見のとおり、
一般的には縦書きの場合は「右開き」、横書きの場合
は「左開き」が採用されています。
理由としては、縦書きの場合は視線が右から左へ流
れるため、「右開き」が読みやすく、横書きはその逆
となるためとされています。
しかし、これはあくまでも一般論であり、必ずしも
そうすべき性質のものではなく、市の広報紙として市
民の皆さんに必要な情報が伝わりやすい紙面づくりが
重要であると考えます。
現在、「広報やす」は、ご指摘のように「横書き」で「右

開き」が主体となっていますが、「横書き」の理由につ
いては、限られた紙面の中で、できる限り多くの行政
情報を見やすく市民の皆さんにお伝えするためです。
仮に、縦書きを採用した場合、イベント等の簡潔な
内容を列挙する際には、効果的ですが、行政情報のよ
うな複雑な内容は、紙面の余白を多めに設けなければ、
文字の圧迫感が増し、必要な情報が伝わりづらくなる
と考えます。
また、「右開き」を採用している理由は、紙面の先
頭にくる特集記事に縦書きが多いことに加え、本紙の
場合、多くの横書き記事は１ページ内に収めており、
２ページにまたがる場合は基本的に見開きで左から読
めるよう構成しているため、読み進める際の読みづら
さについて支障は無いものと考えているためです。

譲ってください
番号 品　名 希望価格
991 ★植木鉢（大きいもの、40ｃｍ程度） 相談
992 ★自転車用チャイルドシート（背面が高いもの） 1,000円まで
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