
■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
【１月のわくわく遊び】
「お正月遊び」凧あげや羽子板など、お正月ならでは
の遊びを楽しみます。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽１月25日㈮14：00～15：00
内容…�「簡単おもちゃ作り」　持ち物…�お茶
申し込み…１月４日㈮～18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…１月21日㈪～24日㈭
【パパデー】（申し込み不要）
▽１月12日㈯10：00～11：30、13：00～15：30
内容…�「凧づくり・凧あげ」

オリジナルの凧を親子で協力して作ります。 
お天気がよければ、外で凧あげを楽しみます。

【１月のおやつの日】（１歳以上先着10組、要申し込み）

■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。）
※１月の土曜広場開放日…５日、12日（パパデー）
※年始の休み…１月３日㈭まで 

１月４日㈮～開館

▽１月22日㈫14：00～15：00
内容…��「りんご蒸しパン」

健康推進委員さんに手作りおやつを教わりなが
ら、一緒にクッキングをします。

持ち物…お茶、材料費50円、（あれば）エプロン･三角巾
申し込み…１月４日㈮～18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。
【太極拳】（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
※受け付けは終了しました。
【親子フラダンス】（抽選なし）
▽１月21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…１月９日㈬～15日㈫
【リズム遊び】（抽選なし）
▽２月４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…１月23日㈬～29日㈫
■いどばた広場【２・３歳】(要申し込み)
▽１月28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
内容…手作りおやつの試食、ふれあい遊び
持ち物…お皿、フォーク、おしぼり、お茶、材料費50円
申し込み…１月16日㈬～22日㈫
■いどばた広場【誕生会】（申し込み不要）
▽１月18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
対象…全年齢、誕生月でない人もOK
内容…１月生まれ誕生会、ペープサート
▽２月１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
内容…２月生まれ誕生会、人形劇
■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、火曜29日、金曜11･18･25日 13：00～16：00
火曜、水曜、金曜４日 ９：30～12：00、13：00～16：00
毎週木曜日 ９：30～12：00
※年始の休み…１月３日㈭まで 

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】
｢お正月遊びをしよう」
▽１月７日㈪～11日㈮
　お正月遊びができるようになっています。フレンド
広場も開催しています。
｢節分の製作をしよう」
▽１月28日㈪10：00～　主に２歳半以上
▽１月29日㈫10：00～　主に１歳～２歳半
▽１月30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
【１月の誕生会＆ランチデー】
▽１月15日㈫10：00～
　１月生まれのお友だちをみんなでお祝いしましょう。
その後ランチタイムです。みんなで一緒にお弁当を食べ
ます。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。
※年始の休み…１月３日㈭まで 

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

※１月７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】　１月７日㈪～９日㈬午後３時
　　　　　　　　　（抽選日：９日㈬�午後４時～）
【先着受付期間】　１月９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、12月12日現在のものです。

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

１月26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
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

634 ファンヒーター（大阪ガス、N1405763（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

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
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） 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

651 ★重石（みかげ石、重さ15.9㎏、上部直径24.5ｃｍ、下部直径23ｃｍ、高さ13.5ｃｍ、両サイド持手くぼみあり） 中古 無料

652 ★全自動パン焼　（リーガル・ブレッドメーカー、RJ7416） 中古 無料

653 ★ネコのトイレ　（スコップ・チップ付き、520×392×270ｍｍ） 未使用 無料

654 ★雛人形　（木目込人形、島津、米州作、約1×1×1ｍ、5段） 中古 無料

655 ★インクカートリッジ（エプソン、IC6CL50、ブラック他6色1セット・ブラック他5色（イエローなし）1セット） 未使用 無料

656 ★電動アシスト自転車（パナソニック） 中古 無料

657 ★冬用ホイル＆タイヤ　（PCD100.6（4穴）、15×5J、4本分） 中古 1,500円／本

658 ★木製テーブル　（2本脚、縦約70×横約100×高さ約80ｃｍ） 中古 500円

662 ★フードプロセッサー（白） 中古 無料
663 ★半切り（飯切り）（32ｃｍ（内30ｃｍ）） 中古 無料
664 ★蒸し物用鍋（26ｃｍ） 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
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
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
19 ★ピアノ（アップライト） 無料
20 ★童謡歌集または楽譜 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
21 ★シングルベッド（できれば下に収納があるもの） 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

　新年が明けました。お雑煮やおせち料理などお正月
ならではのごちそうを食べる人も多いと思います。ご
ちそうが目の前にあると多くの人は喜んで食べようと
します。それは、食べ物を“おいしそう”“いいにおい”
と見たり嗅いだりした刺激が脳に送られ、感覚情報と
して“食べ物だ”と理解し、脳から体に“手をのばす”
“口をあけて食べる”という命令が送られるからです。
つまり、私たちは五感（視覚・聴覚・触覚・味覚・臭
覚）といわれるさまざまな感覚刺激を無意識のうちに
沢山受けながら生活しているのです。

　一方で、発達障がいのある人の中には、体に感じる
感覚刺激が非常に敏感だったり、逆に感じにくかった
りすることがあります。
　音に敏感な場合は、他の人が気にならないような音
を大きな音が鳴り響いているように感じたり、時には
痛みを感じることもあります。そのため大勢の人がい
るような騒々しい場所では辛くて耳をふさぎ、周りの
音をシャットアウトしようとすることがあります。ま
た肌（触覚）が敏感だと服のタグや縫い目が肌に当た
るとヒリヒリした痛みを感じたり、手を軽くつないで
も痛みを感じることや、逆に温度を感じにくく真夏で
もセーターといった季節はずれの服を着ていても平気
なこともあります。味覚が敏感だと一般的な味付けを
非常に濃く感じたり、食べ物によっては砂を噛んでい
るように感じたり、強いねばつきを感じ、その食べ物
を嫌がることがあります。

　このように、発達障がいがある人の中には感覚がと
ても敏感で多くの人が気にとめないような刺激が強い
ストレスになる人もいます。こうした感じ方は、本人
の努力や根性では改善しません。感覚の種類や感度の
強弱は人それぞれである、という感じ方の違いについ
ての周囲の理解と配慮が必要なのです。服を買う時に
は素材を確認し、タグをはずして縫い目が肌にあたら
ないようにして着る、食事については、食べやすくな
るように見た目や食感、温度などを変えてみるなどの
“工夫”や“配慮”を一人ひとりに合わせて考えてい
くことで、感じ方の違いからくるストレスを少しでも
和らげることができます。
　発達障がいのあるなしにかかわらず、誰もが過ごし
やすい環境を考えられるといいですね。

感覚の違いについて
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