
■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
【９月のわくわく遊び】
「色水遊び」暑い日には、水遊びもします。色水を使
いますので、汚れてもよい服装や水遊びができる用意
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）
▽９月21日㈮�14：00～15：00
内容…�「手形足型をとろう」
持ち物…お茶、タオル、親子共に汚れてもいい服装
申し込み…９月３日㈪～14日㈮までに来所または電話
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。
抽選確認…９月18日㈫～20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。）
※９月の土曜日広場開放日…22日（パパデー）、29日

【パパデー】（申し込み不要）
▽９月22日㈯�10：30～13：30頃
「バーべキューをしよう」
持ち物…�お茶、おにぎり、お皿、お箸（フォーク）、材料

費（300円／人）、焼きたい物があればどうぞ。
申し込み…９月３日㈪～19日㈬までに来所または電話
で申し込んでください。
【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。
【親子フラ】

▽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
※受け付けは終了しました。
【ベビーマッサージ】（15組）
▽９月27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…９月14日㈮～20日㈭�
※�申し込み多数の場合は抽選します。
抽選確認…９月21日㈮～26日㈬
【リズム遊び】（抽選なし）
▽10月１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…９月19日㈬～25日㈫
■いどばた広場【誕生会】（申し込み不要）
▽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
▽10月５日㈮�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…�10月生まれ誕生会、�

ペープサート「はたらくくるま」
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…９月４日㈫まで
■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３･10日、火曜25日、金曜７･14･28日�13：00～16：30
火曜４･11･18日、水曜日、金曜21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】

｢おじいちゃん・おばあちゃんにプレゼント作りをしよう」
▽９月３日㈪�10：00～　主に２歳以上
▽９月４日㈫�10：00～　主に１歳～２歳
▽９月５日㈬�13：30～　主に１歳未満
持ち物…足拭き用おしぼり、のりなど
【９月の誕生会＆ランチデー】

▽�９月10日㈪�10：00～� �

９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】

▽９月25日㈫～28日㈮
■子育て相談　�毎週月曜～金曜日�10：00～16：00�

個別相談も随時受け付けます。

■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。
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

※９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】　９月４日㈫～６日㈭�午後３時
　　　　　　　　　（抽選日：６日㈭ 午後４時～）
【先着受付期間】　９月６日㈭�午後３時～28日㈮
　★印は今月号からの掲載分です。
　※掲載中の物品は、８月15日現在のものです。

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

９月22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

576ドレッサー（152×75×40ｃｍ、イス、引き出しあり、美品、茶色） 中古 5,000円

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
594 ルームウォーカー（高さ120×長さ150×幅80ｃｍ） 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

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

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程度、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
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
621 ★扇風機（東芝、白色） 中古 無料
622 ★植木鉢（大10、中小10、化粧鉢５） 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
993 ジャイアントブランドロードバイク（中国製） 11,000円まで
996 単管パイプ（４ｍ、40本） 200円／本
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
2 ★IH対応やかん 相談
3 ★ＩＨ対応フライパンなべ 相談
4 ★ベビーベッド 相談
5 ★ベビー体重計 相談

「発 達 支 援 セ ン タ ー 通 信 」

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

発達支援センターに寄せられる相談の中のひとつに
「しょっちゅう仕事のミスをしてしまう。」というもの
があります。
たとえば、電話口や接客時の受け答えで名前を言い
間違える、聞き漏らしや聞き間違いをする、間違って
注文をする…といったミスがたくさん出てしまうな
ど、発達障がいのひとは“少しだけ覚えておく”『ワー
キングメモリ』の力や大事な情報だけを選択する力が
弱いために、これらのことが起きやすいと考えられて
います。
では、このようなミスを繰り返さないためにどうす
ればよいでしょうか。

まず、自分がミスを繰り返していることに気づいた
ら、早めに上司や先輩に相談してみてはどうでしょう
か。軽率にミスを繰り返しているのではないというこ
とを理解してもらい、どうすればミスを減らせるか、
具体的な対策を一緒に検討していけるといいですね。
また、注文をとるときには複数の人で内容を確認す
る、発注前には注文用紙に記載して上司の確認をとる、
といった方法も有効です。
電話の受け答えや接客時には「日時・名前・電話番
号・用件・返信の必要性」を書き込めるメモを常に使
用し、聞き取った内容は必ず復唱して間違いを減らす
方法もありますね。これらのこと以外にも、自分に合っ
た対処方法を、あなたをよく知る周囲の人たちと、一
緒に考えてみてはどうでしょうか。

しかし、それでもミスを頻繁に繰り返す場合は、今
の仕事が自分にあっているのか、精神的ストレスが増
えていないかなどの確認が必要なこともあります。そ
うした時は、主治医や家族、上司に相談してみること
をおすすめします。

仕事のミスを減らす工夫

譲ってください
番号 品　名 希望価格

6 ★アクリル毛糸（新品、色や量問わず、並太） 無料
7 ★野洲北中学校制服下ズボン（Ｗ75cm、冬用、黒色） 無料

21　　広報やす　2018.9




