
■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
【12月のわくわく遊び】
「お絵描き」絵の具やクレヨン、ペンなどを使って、
お絵描きを楽しみます。汚れてもよい服装･着替えの準
備をお願いします。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽12月14日㈮�14：00～15：00
内容…�「お正月飾り作り」　持ち物…�お茶
申し込み…12月３日㈪～11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…12月12日㈬・13日㈭
【パパデー】（要申し込み）
▽12月８日㈯�10：30～14：00
内容…�「クリスマスパーティー」子どもたちにお手伝

いしてもらいながら作った昼食をみんなで食べ
ます。その後、木で工作をし、子どもたちにプ
レゼントを贈ります。

持ち物…�お茶、お皿（15㎝程度）、お箸（フォーク）、

■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。）
※12月の土曜広場開放日…８日（パパデー）、15日
※年末年始の休み…�12月29日㈯～１月３日㈭� �

１月４日㈮～開館

昼食材料費300円／人、工作200円／個
申し込み…12月３日㈪～６日㈭までに来所または電話
で申し込みください。
【12月のおやつの日】（先着10組、要申し込み）
▽12月18日㈫�14：00～15：00
内容…�「オレンジポテト」
持ち物…お茶、材料費50円、（あれば）エプロン･三角巾
申し込み…12月３日㈪～14日㈮までに来所または電話
で申し込みください。
【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）
▽12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。
【ミュージック・ケア】（抽選なし）
▽12月10日㈪�10：30～11：30（受付10：00～）
対象…１歳半未満の親子
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
申し込み…12月４日㈫まで
【幼児の安全教室】（抽選なし）
▽12月17日㈪�10：30～11：30（受付10：00～)
場所…湖南広域行政組合東消防署
申し込み…12月５日㈬～11日㈫
【ベビーマッサージ】（15組、抽選あり）
▽12月20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…12月10日㈪～14日㈮
抽選確認…12月17日㈪～19日㈬�
【太極拳】（抽選あり）（15組）
▽１月７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…12月19日㈬～25日㈫
抽選確認…12月26日㈬～28日㈮
■いどばた広場【誕生会】（申し込み不要）
▽12月14日㈮�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…�12月生まれ誕生会、ペープサート
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
対象…全年齢、誕生月でない人もOK
■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７･14･21日� 13：00～16：00
火曜、水曜、金曜28日� 9：30～12：00、13：00～16：00
毎週木曜日� 9：30～12：00
※年末年始の休み…�12月29日㈯～１月３日㈭� �

１月４日㈮～開館

★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。
【今月のあそび】※受け付けは終了しました。
｢クリスマス飾りを作ろう」
▽12月３日㈪�10：00～　主に２歳半以上
▽12月４日㈫�10：00～　主に１歳～２歳半
▽12月５日㈬�13：30～　主に１歳未満
持ち物…�手拭き用おしぼり、のり、汚れてもよい服装
【クリスマス会】※受け付けは終了しました。
▽12月14日㈮�10：00～12：00

【12月の誕生会＆ランチデー】
▽12月17日㈪�10：00～�
　12月生まれのお友だちをお祝いし、その後ランチタイ
ムです。お弁当を食べない人は11：30で解散です。
持ち物…お弁当、水筒、おしぼり、シート
■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。
※年末年始の休み…�12月29日㈯～１月３日㈭� �

１月４日㈮～開館
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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

※12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】　12月４日㈫～６日㈭�午後３時
　　　　　　　　　（抽選日：６日㈭�午後４時～）
【先着受付期間】　12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、11月13日現在のものです。

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

12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
623 ロデオマシーン（黒、縦50×横45×高さ60ｃｍ） 中古 1,000円
624 仏壇（横45×奥行45×高さ140ｃｍ） 中古 相談
628 お正月用水引（つる、かめ飾り材料いろいろ）未使用・中古 無料
629 整理ダンス（幅80×奥行44×高さ129ｃｍ） 中古 無料
630 洋服ダンス（幅80×奥行58×高さ183ｃｍ） 中古 無料
631 台所用イス（キャスター付き） 中古 無料
633 ブラウン管テレビ（テレビ台付き、パナソニック、29型） 中古 無料

634 ファンヒーター（大阪ガス、N140�5763（木造11畳�コンクリート造15畳）） 未使用 相談
（15,000円）

635 ジュニアシート（アップリカ、15～36kg対応） 中古 1,000円
636 雛人形（３段くらい） 中古 無料
637 電話台（高さ（食卓）×縦50×横50ｃｍ） 中古 無料

638 浅型プランター（スタンド付き、12個、50×28.6×17ｃｍ、アイリスオーヤマ、菜園プランター550型、上底�メッシュ構造、若草色） 中古 無料

639 ★�プラズマクラスターヒートイオンファン（シャープ、ＰＦ-ＦＴＨ1） ほぼ未使用 無料

640 ★�東芝エアコン用リモコン（東芝エアコン共通のリモコン（適応機種表あり）） 中古 無料

641 ★洋服ダンス（約170×150×60cm） 中古 無料

642 ★�スキー用具一式（板197ｃｍ、ストック・スーツ上下170ｃｍ、手袋、靴26.5ｃｍ） 中古 無料

643 ★スキー板（65ｃｍ、ケース付き） 中古 無料

644 ★�バーベル（プレート５kg～、シャフト１ｍ、�トレーニング台付き） 中古 無料

645 ★�電気式卓上プレート　（ガラス蓋付き、20ｃｍの大きさ） 未使用 無料

646 ★お茶挽き器 未使用 2,000円
647 ★ピアノ（カワイ、アップライト） 中古 無料
648 ★学習机（コイズミ、145×100×65cm） 中古 相談
649 ★学習机（くろがね、145×100×65ｃｍ） 中古 相談

650 ★�屋外内で使えるステンレス竿（巾64ｃｍ、高さ115ｃｍ、ベビー服に最適） 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格

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
12 タープ（アウトドア用、2×2ｍまで） 1,000円～1,500円
13 テレビ（液晶、14インチ以上） 無料
14 ★キーボード（ピアノ） 無料
15 ★ベビーカー（美品） 相談
16 ★グラウンドゴルフのクラブ（1本、あればボールも） 相談

譲ってください
番号 品　名 希望価格
17 ★ソフトボール用バット 無料
18 ★中主小学校体操服（長袖・ズボン、160ｃｍ以上） 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】
新聞購読をやめたところ、「広報やす」が手元に届
きません。
問い合わせたところ、各自治会での配布はないとい
うことでした。
私も自治会活動において配布物を担当しており、
色々配布していましたが、なぜ、広報が対象になって
いないのか疑問です。
真っ先に「広報やす」を配布するべきだと思います。
全員が新聞を購読しているとは限りません。
どこで広報を入手できるかを尋ねたところ、ショッ
ピングセンターに置いているという返事でした。車に
乗ることができない人もいます。お年寄りもいます。
「希望でしたら毎月送付します。」とも言われました。
税金の無駄遣いです。
市長はご存知でしたか。今一度検討してください。

【回　答】
「広報やす」の効果的な配布方法については、市民
の皆さまから何度もご提案をいただいており、これま
でも検討してきました。もちろんご提案の自治会を通
じた配布についても、ご提案をいただいております。
しかし、自治会へ依頼しています通常の文書等の配
布については、すでに一層の簡素化を求められている
ことから、さらに広報の配布をお願いすることは事実
上困難です。
また、毎月 1日の発行日にお手元に届く必要があり
ますが、自治会によっては配布が困難な状況です。
その他の方法として、戸別配布（ポスティング）も
検討しましたが、新聞折り込みよりも経費が高額にな
る上、マンション等の集合住宅などでは個別配布を禁
止されているところもあります。
こうしたことから、現時点では新聞折り込みによる
配布が妥当であると判断しています。
なお、新聞を購読されていない人で、ご希望いただ
いた人には、個別郵送しているほか、市内の公共施設
や大型商業施設などにも配置しています。
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