
■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
【８月のわくわく遊び】
「水あそび・泡あそび」大きなビニールプールとタラ
イを用意します。また、泡の感触も楽しんでいきたい
と思います。水着または水遊びオムツ（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
ツが要ります）とタオルを持参ください。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽８月24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。

持ち物…お茶、材料費50円
申し込み…８月１日㈬～17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。）
※８月の土曜日広場開放日…４日、18日（パパデー）

【パパデー】（申し込み不要）
▽８月18日㈯�10：30～11：30頃
「プールで遊ぼう」
　保育園のプールを借りて、いつもよりダイナミック
に水遊びを楽しみます。保護者の人も一緒に入水して
いただきますので水着や着替えを持参してください。��
（水深は15cmほどの予定です。）
【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）
▽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
※受け付けは終了しました。

【太極拳】（15組）
▽８月20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…８月８日㈬～14日㈫�
※申し込み多数の場合は抽選します。
抽選確認…８月15日㈬～17日㈮�
【ベビーマッサージ】（15組）
▽８月27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…８月15日㈬～21日㈫�
※申し込み多数の場合は抽選します。
抽選確認…８月22日㈬～24日㈮
【親子フラ】（抽選なし）
▽９月３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…８月22日㈬～28日㈫

■いどばた広場【誕生会】（申し込み不要）
▽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
▽９月７日㈮�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…�９月生まれ誕生会、�

人形劇「しょうじょう寺のたぬきばやし」
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歳児】（要申し込み）
▽９月10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｢おべんとうバス｣
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…８月29日㈬～９月４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６･20･27日、金曜３･10･24日 13：00～16：30
毎週火曜･水曜日、月曜13日、金曜17･31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】
｢洗濯ごっこをしよう」
▽８月６日㈪�10：00～　主に２歳以上
▽８月７日㈫�10：00～　主に１歳～２歳
｢泡遊びをしよう」
▽８月８日㈬�13：30～　主に１歳未満
持ち物…タオル､帽子､着替え､遊びに使うタオルなど

【８月の誕生会＆ランチデー】
▽�８月20日㈪�10：00～� �
８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

■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。
毎週月曜～金曜日�10：00～16：00（ミックスクラブの
ない時間帯）※土曜日は閉館です。
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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

※８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】　８月２日㈭～６日㈪�午後３時
　　　　　　　　　（抽選日：６日㈪�午後４時～）
【先着受付期間】　８月６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、７月12日現在のものです。

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

８月25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
570 ガラステーブル（縦90×横55×高さ42ｃｍ） ほぼ未使用 4,000円
575 黒袷長着（女性用、大人用） 未使用 相談

576 ドレスター（152×75×40ｃｍ、イス、引出しあり、美品、茶色） 中古 5,000円

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
581 スキーキャリア（ＴＥＲＺＯ、1270mm） 中古 無料

586 学習机（KOIZUMI、高さ150×幅120×90ｃｍ、木目調） 中古 無料

590 マットレス（190×90×高さ16ｃｍ、黒っぽい色） 中古 無料
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

594 ルームウォーカー（高さ120×長さ150×幅80ｃm） 中古 無料

597 テレビ（アクオス、シャープ、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 無料

600 額縁（自然木製品、27.3×39.4ｃｍ、八二（B-４（大）判）） 未使用 500円

601 ★袷羽織（大人用、女性用、２点） 未使用 相談
602 ★袷長着（大人用、女性用、３点） 未使用 相談

603 ★�玉のれん　（幅85×丈120ｃｍ、真ん中の分かれ目27ｃｍ、短め） 中古 無料

604 ★�雛人形　（お雛様・お内裏様２体、飾り付、収納箱（70ｃｍ）、パッキン付） 中古 無料

605 ★�お花を生ける薄端　（お皿部分、高さ30×直径30ｃｍ） 中古 無料

606 ★�密封ビン（厚手のガラスビン、41個、無印良品、750ml、角型（丸みあり）、イタリア製） 中古 無料

607 ★�ロッキングチェアー（座面47×42ｃｍ、もたれる肩の高さ100ｃｍ、カーブの長さ70ｃｍ） 中古 無料

608 ★�ペーパーカッター　（LION、No212N、裁断機、B４判可） 中古 無料

610 ★�美しき日本の歌　（１～８巻、VHS、ビクター（カラー）、15曲×８巻） 未使用 5,000円

611 ★�木製セミダブルベッド　（シモンズ、マットレス付き、濃茶） 中古 無料

612 ★�食卓（イス４脚付き、濃茶、薄茶） 中古 無料
613 ★�本棚（180×100ｃｍくらい、茶色） 中古 無料
614 ★�座布団（５枚×４セット、綿、茶色） ほぼ未使用 無料
615 ★�特選ステーキ皿（３組セット） 未使用 無料
616 ★�ガステーブル（パロマ） 中古 無料
617 ★�IHジャー炊飯器（ナショナル、1.8ℓ） 中古 無料
618 ★�エレクトーン（松下電器、茶色） 中古 無料
619 ★�蓄音機（創和、茶色） 未使用 無料
620 ★�ぶらさがり健康機（約２ｍ、茶色） 中古 無料

　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】
私は会社の経理部に勤務しておりますが、野洲市の
住民税の特別徴収関係書類が簡易書留で送付されてき
ました。普通郵便で充分ではないでしょうか？他の市
町村は普通郵便で送付されており、簡易書留での送付
は野洲市だけです。
1社だけなら大した金額ではないでしょうが、野洲
市在住の会社員の勤務先すべてとなると、何十・何
百万円単位になると思います。こういった所が税金の
無駄遣いです。

【回　答】
ご指摘の市県民税の特別徴収税額の決定通知書につ
いては、平成 29 年度から特別徴収義務者あての通知
書に特定個人番号（マイナンバー）を記載することと
なりました。この情報は極めて秘匿性の高い情報であ
ることから、本市では、誤送付の防止のため差出人と
受取人とで書類の郵送状況が確認できる「簡易書留」
の方法により送付しています。
なお、平成 30 年度については、税制改正により特
別徴収義務者あての通知書に特定個人番号を当分の
間、表記しないこととなりましたが、多数の事業所に
税額等の個人情報を含んだ通知を行うため、個人情報
の漏洩防止の観点から、より安全・安心を確保するた
めに引き続き「簡易書留」の方法により送付していま
す。「簡易書留」にすることにより、普通郵便に比べ
約 170 万円必要となりますが、市としては上記の理由
により必要な経費と考えています。

譲ってください
番号 品　名 希望価格
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（大きさ、形状さまざま） 相談
991 植木鉢（内径40ｃｍ以上の大型深鉢） 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
993 オカルトDVD（２時間以上） 1,000円まで
995 X�JAPAN�（DVDまたはビデオ） 1,250円程度
996 ★単管パイプ（４ｍ、40本） 200円／本
997 ★ベビーゲート 相談
998 ★野洲北中学校制服（男の子用、150ｃｍ～） 相談
999 ★室内用トランポリン 無料
1 ★自転車用チャイルドシート（美品） 無料
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