
■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
【10月のわくわく遊び】
「運動会遊び」園庭やプレイルームで、玉入れやよー
いどんなど、運動会の遊びを取り入れて遊びます。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽10月26日㈮�14：00～15：00
内容…�「ハロウィンおやつ作り」
持ち物…�お茶、材料費100円、（あれば）エプロン・三角巾
申し込み…10月１日㈪～19日㈮までに来所または電話で
申し込みください。申し込み多数の場合は抽選します。
抽選確認…10月22日㈪～25日㈭
【ミニ運動会】（要申し込み）
▽10月13日㈯�10：00～11：00
内容…園庭で、親子で体を動かして楽しみます。
持ち物…お茶、タオル、レジャーシート等
申し込み…10月１日㈪～11日㈭までに来所または電話

■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。）
※10月の土曜日広場開放日…13日（運動会）

で申し込みください。
【10月のおやつの日】（要申し込み）
▽10月23日㈫�14：00～15：00
内容…�「鬼まんじゅう」健康推進委員さんにおやつ作り

を教えてもらい、みんなで作って、いただきます。
持ち物…お茶、材料費50円、（あれば）エプロン･三角巾
申し込み…10月19日㈮までに来所または電話で申し込
みください。先着10組
【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みください。
※申し込み多数の場合は抽選します。
【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
※受付は終了しました。
【バランスボール】（30組）
▽10月22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…10月10日㈬～16日㈫
抽選確認…10月17日㈬～19日㈮
【ベビーマッサージ】（15組）
▽10月25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…10月15日㈪～19日㈮�
抽選確認…10月22日㈪～24日㈬
【ヨガ】（15組）
▽10月29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…10月17日㈬～23日㈫
抽選確認…10月24日㈬～26日㈮

【運動遊び】（抽選なし）
▽11月５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…10月24日㈬～30日㈫
■いどばた広場【誕生会】（申し込み不要）
▽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
▽11月２日㈮�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…11月生まれ誕生会、ペープサート�
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【双子三つ子の会】（要申し込み）
▽10月15日㈪�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…ペープサート「まきばの合唱団」、親子交流
場所…野洲市健康福祉センター３階にこにこ広場
申し込み…10月３日㈬～12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５･12･26日� 13：00～16：30
火曜、水曜、金曜19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】
｢親子ダンスをしよう」
▽10月１日㈪�10：00～　主に２歳半以上
▽10月２日㈫�10：00～　主に１歳～２歳半
｢親子でふれあい遊びをしよう」
▽10月３日㈬�13：30～　主に１歳未満
持ち物…汗拭きタオル、お茶など
【10月の誕生会＆ランチデー】
▽�10月９日㈫�10：00～� �
10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。みんなで一緒にお
弁当を食べます。
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。
【運動会】（ルンルン親子広場と共催）（要申し込み）
▽10月20日㈯�10：00～11：00
場所…コミセンなかさと
申し込み…10月５日㈮までに来所または電話で申し込
みください。
【ハロウィンパーティー】
▽10月31日㈬�10：00～12：00
内容…�ハロウィン気分を一緒に楽しみましょう�

かわいい仮装での参加もお待ちしています。
■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

※10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】　10月２日㈫～4日㈭�午後３時
　　　　　　　　　（抽選日：４日㈭�午後４時～）
【先着受付期間】　10月4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、９月12日現在のものです。

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

10月27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
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

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、濃茶色） 中古 無料

612 食卓（イス4脚付き、濃茶色、薄茶色） 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
618 エレクトーン（松下電器、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

623 ★ロデオマシーン　（縦50×横45×高さ60ｃｍ、黒色） 中古 1,000円

624 ★仏壇（横45×奥行45×高さ1,400ｃｍ） 中古 相談

626 ★�てん刻用具一式（印床、印刀、二面硯、印泥、印材、専門書、卓上ライト） 中古 無料

627 ★�文鎮（透明ガラス、９個、直径８ｃｍ、高さ３ｃｍ、円柱型、上部に丸みあり） 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
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
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
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
8 ★敷石（大きさ、形状さまざま） 相談
9 ★Ｘ�ＪＡＰＡＮ（ＤＶＤ、ライブ版） 500円まで
10 ★相川七瀬（ＤＶＤ、ライブ版、7か777） 500円まで

11 ★倉木麻衣
　（ＤＶＤまたはＣＤ、「冷たい海」が入ってるもの） 500円まで

　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】
小学校のランドセルについて、学校指定のラン
リュックにしてもらえると、経済的にもありがたいで
す。

【回　答】
小学校を所管する教育委員会に確認しました。
市内の小学校では、これまでから通学途上等の安全
を考慮し、腕や手が荷物でふさがれないよう、背負え
る形状のカバンを子どもたちに持たせてもらうよう保
護者の方々へお願いをしています。そうした中で、市
内の多くの小学校では、これまでの慣例等に従い、ラ
ンドセルが使用されています。
一方、中主小学校では、学校が指定している ｢ラン
リュック ｣ の使用が推奨されています。これは、45
年ほど前に中主小学校の PTAで話合いをされて使用
を決められたものです。したがいまして、小学校にお
ける指定のカバンを導入するに当たっては、教育委員
会が決めるというより、各小学校で PTAも交えて決
めていくべきと考えています。
お手紙の内容は、市内各小学校にお伝えし、お住ま
いの地域の小学校では、安全で、経済的負担が少ない
学校指定のランリュックの使用について、今後、PTA
で協議していただく予定です。
以上が教育委員会からの回答です。

市としては、教育委員会の方針のとおり、通学用カ
バンについては、負担軽減と合理性の観点から、各小
学校において PTAで協議し、お決めいただくことが
望ましいと考えます。　

譲ってください
番号 品　名 希望価格
12 ★タープ（アウトドア用、2×2ｍまで） 1,000円～1,500円
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