■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
【７月のわくわく遊び】
「水あそび」大きなビニールプールとタライを用意し
ます。天気と気温によりますが、
基本的に毎日出します。
水着または水遊びオムツとタオルを持参ください。
（オ
ムツ使用中のお子さんが大きなプールに入る場合は、
水遊びオムツが必要です。
）
【０歳児サロンありんこ】
（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽７月27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
くださるおやつをいただきながらお話を楽しん
でもらいます。今月のおやつは「芋もち」です。
持ち物…お茶、材料費50円
申し込み…７月２日㈪～20日㈮までに来所または電話

★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】
｢七夕飾りを作ろう」
▽７月２日㈪ 10：00～ 主に２歳以上
▽７月３日㈫ 10：00～ 主に１歳～２歳
▽７月４日㈬ 13：30～ 主に１歳未満
【七夕のつどい】
▽７月６日㈮ 10：00～
「七夕についてのお話」などをします。

★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。
【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
※受け付けは終了しました。
【バランスボール】（30組）
▽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…７月３日㈫まで
※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）
▽７月30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…７月18日㈬～24日㈫
※申し込み多数の場合は抽選します。
【リズム遊び】（抽選なし）
▽８月６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…７月25日㈬～31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。）
※７月の土曜日広場開放日…21日（夏祭り）
で申し込んでください。
【夏祭り】（申し込み不要）
▽７月21日㈯ 17：00～20：00頃
きたの保育園主催の夏祭りに、センターもお手伝い
で参加しており、地域の人も自由に来園いただけます。
屋台や子どもみこし、盆踊り、花火などを計画してい
ます。詳しくはお問い合わせください。
【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
※土曜日は閉館となります。
【７月の誕生会＆ランチデー】
▽７月９日㈪ 10：00～ ７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 随時受け付けします。
■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・金曜20日
9：30～12：00、13：00～16：30
毎週木曜日
9：30～12：00
■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、
パネルシアター「バナナの親子」
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
▽８月３日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）
内容…８月生まれ誕生会、
ペープサート「くいしんぼうのおばけのこ」
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
■いどばた広場【１歳児】（要申し込み）
▽７月23日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
内容…手作りおやつ試食
ペープサート｢ぞうくんのさんぽ｣
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
■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）午前８時30分～午後５時15分

※７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】 ７月３日㈫～５日㈭ 午後３時
（抽選日：５日㈭ 午後４時～）
【先着受付期間】 ７月５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、６月13日現在のものです。
譲ります
使用状況 希望価格
番号
品 名
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
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
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
厚手アルミニウム鍋
中古
無料
572
（EVER WARE、東新、口内径24ｃｍ、高さ14.5ｃｍ、両手）
575 黒袷長着（女性用、
大人用）
未使用
相談
5,000円
576 鏡台（高さ152×幅75×奥行40ｃｍ、イス、引出しあり、美品、茶色） 中古
577 自転車（26インチ、
パープル）
中古
無料
薪用杉材
未使用
無料
578
（直径40ｃｍ×長さ１ｍ約20本、直径40ｃｍ×長さ1.5ｍ約20本、２月に伐採）
579 植木鉢（直径28×15ｃｍ）
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
無料
586 ★学習机（KOIZUMI、高さ150×幅120×90ｃｍ、木目調） 中古
★エレクトーン
中古
無料
587
（カワイ、高さ92×幅110×奥行55ｃｍ、
イス付）
変速付、
青色） 中古
無料
588 ★子ども用自転車（20インチ、
589 ★卓上扇風機（直径20ｃｍ）
中古
無料
（190×90×高さ16ｃｍ、黒っぽい色） 中古
無料
590 ★マットレス
（縦70×横50×奥行25ｃｍ、青色） 中古
相談
591 ★旅行用トランク
592 ★囲碁セット
（２組、
バラでも可）
中古
相談
593 ★将棋セット
（折りたたみではない）
中古
無料
無料
594 ★ルームウォーカー（高さ120×長さ150×幅80ｃｍ） 中古
（BOX、CD10枚、歌詞付） 中古
無料
595 ★美空ひばりセット
★ダイニングテーブル
596
中古
無料
（高さ70×長さ180×幅90ｃｍ、
イス付、
３個）
597 ★テレビ
（シャープ、
アクオス、
37インチ）
中古
無料
598 ★衣桁（着物用ハンガーラック、
２セット）
ほぼ未使用
無料
599 ★ペットケージ
（小型犬用、
50×60×65ｃｍ）
中古
相談
600 ★額縁（自然木製品、27.3×39.4ｃｍ、八二（B-４
（大）判） 未使用
500円
譲ってください
番号
品 名
希望価格
988 自転車（大人用）
無料
ネクタイ） 無料
989 県立守山中学校制服（女の子用、Mサイズ、体操服、
990 敷石（40×60ｃｍ平石、
20×20ｃｍ角柱）
相談
991 植木鉢（大きいもの、
40ｃｍ程度）
相談
1,000円まで
992 自転車用チャイルドシート
（背面が高いもの）

毎月第４土曜は

廃食油回収の日
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「発 達 支 援 セ ン タ ー 通 信 」
◆発達支援センター
☎ 587 － 0033、FAX 587 － 2004

簡単で難しいほめること
セミが鳴きはじめる季節になりました。あっという
間に１学期が終わり、もうすぐ子どもたちは、長い夏
休みを迎えます。大人にとっては、子どもたちと向き
合うことが増えるときです。
発達障がいの特性の中には、どうしても大人から叱ら
れやすいものがあります。落ち着きがなく、スーパーで
はあちこち走り回り、自分の好きなおもちゃコーナーへ
走ってしまう…。どうしても１番になりたくて、
負けると、
かんしゃくをおこす…。好きなゲームばかりしていて、
夕ご飯の時間になったのに、呼んでも来ない…。とくに、
小さいうちは、動き回る子どもを追いかけ、叱ってばか
り…。
ふと振り返ると、
今日も１日中、
大声はりあげて叱っ
てばかりいたような…、ということもあるでしょう。
子育てでは、
「ほめることが大切」とよく言われます。
大人にたくさんほめてもらった子どもは、発達に障
がいがあってもなくても、自分に自信を持ち、いきい
きと、毎日を意欲的に過ごすことができます。自分の
よいところに気づき、そのよさをいかすことができる
人になっていきます。
しかし、ほめることが大切なことは分かっていても、
実際には「どうやってほめていいかわからない」と言
う方も少なくありません。
「叱る」ことは簡単でも、
「ほ
める」ことは、実際には、なかなか難しいものです。
少し「ほめる」ことのヒントをあげてみます。
・よい行動がみられたら、すぐにほめる。子どもの行
動をほめる。
例：おもちゃ貸してあげられて、えらかったね。 
お友だちもうれしそうだよ
・具体的にほめる。何がよかったのかを伝える。
例：靴下、10 秒ではけたね！早かったね！
・本人の頑張っているところを見つける。
例：自分から歯磨きできて、すごいなぁ
・お手伝い、頼みごとをして「ありがとう」と伝える。
例：机をふいてくれて、ありがとう！助かったよ
・あたりまえのことをほめる。ちょっとしたことをほめる。
例：よい姿勢で食べて、かっこいいね！
また、同じことを何度もほめると、子どもは「それ
が自分のいいところなんだな」と思えるようになって
いきます。夏休みが終わって振り返ったときに、今年
の夏休みは、
「去年よりも少しほめることが増えたみた
い」と思えるといいですね。
譲ってください
番号
品 名
993 ★プレイステーション４
994 ★ミナミの帝王（DVDまたはビデオ）
995 ★X JAPAN（DVDまたはビデオ）

希望価格
無料
無料
無料

７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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