
■子育て支援センター 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】
▽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
※受け付けは終了しました。
【運動遊び】（抽選なし）
▽２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
申し込み…２月６日㈬～12日㈫
【バランスボール】（30組、抽選あり）
▽２月25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…２月13日㈬～19日㈫
抽選確認…２月20日㈬～22日㈮
【ベビーマッサージ】（15組、抽選あり）
▽２月28日㈭ 13：30～14：30（受付13：15～）
場所…野洲市健康福祉センター２階集会室
対象…２カ月からハイハイする前の乳児親子
申し込み…２月18日㈪～22日㈮
抽選確認…２月25日㈪～27日㈬
■いどばた広場【誕生会】（申し込み不要）
▽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
対象…全年齢、誕生月でない人もＯK
内容…２月生まれ誕生会、人形劇
▽３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階集団検診室
内容…３月生まれ誕生会、大型紙芝居
■いどばた広場【双子三つ子の会】(要申し込み)
▽３月４日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
場所…野洲市健康福祉センター３階にこにこ広場
内容…ペープサート「犬のおまわりさん」、親子交流
申し込み…２月20日㈬～３月１日㈮ 
■いどばた広場【１歳】(要申し込み)
▽３月11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…２月27日㈬～３月５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１･８･22日 13：00～16：00
火曜、水曜、金曜15日 ９：30～12：00、13：00～16：00
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。
【今月のあそび】
｢節分のつどい」
▽２月１日㈮ 10：00～
｢おひなさまを作ろう」
▽２月４日㈪ 10：00～　主に２歳半以上
▽２月５日㈫ 10：00～　主に１歳～２歳半
▽２月６日㈬ 13：30～　主に１歳未満
持ち物… 手拭き用おしぼり、のり

【２月の誕生会＆ランチデー】
▽２月12日㈫ 10：00～ 
　２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。

★きたの子育て支援センター
　☎ 518 － 1866、FAX587 － 6226
【２月のわくわく遊び】
「新聞遊び」新聞紙を折ったり、破いたり、体に巻い
てみたり…。自由に思いきり遊びましょう。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽２月22日㈮ 14：00～15：00
内容…�「お雛様おやつ作り」　
持ち物…�お茶、材料費100円
申し込み…２月１日㈮～15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…２月18日㈪～21日㈭
【２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。）
※２月の土曜広場開放日…なし

▽２月19日㈫ 14：00～15：00
内容…��「小松菜の蒸しケーキ」 

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…２月１日㈮～15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。
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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

※２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】　２月４日㈪～６日㈬ 午後３時
　　　　　　　　　（抽選日：６日㈬ 午後４時～）
【先着受付期間】　２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、１月16日現在のものです。

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

２月23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

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
645 電気式卓上プレート（ガラス蓋付き、20ｃｍ） 未使用 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15.9kg、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

654 雛人形
　（木目込人形、島津、米州作、約1×1×1ｍ、5段） 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

663 半切り（飯切り）（32ｃｍ（内30ｃｍ）） 中古 無料

665 ★ 幼児卓上いす（キャンピングホルダー、赤
色、ミッキーマウス、5カ月以上） 中古 500円

666 ★ 安全靴（大人・男性用、27.0ｃｍ、白色に3
本ラインあり） 未使用 500円

667 ★ 木製おもちゃくるくるサーカス 中古 150円
668 ★ 布団（夏用、2枚） 未使用 無料
669 ★ シングル敷布団カバー（白色） 未使用 無料
670 ★ 女性用ガーゼ寝間着（二重ガーゼ） 未使用 無料
671 ★ ガウン（Mサイズ、男性用） 未使用 無料
672 ★ 編み機（ブラザー、SK151、KR-840、2台分） 未使用 無料

673 ★ タンス（ひとつあたり170×150×60cm、和
洋ダンス3点セット） ほぼ未使用 相談

674 ★ ベッド 中古 無料

675 ★ フジゼロックスドラム／トナーカートリッジ
（DocuPrint2060 ＣT350516（商品コード）） 未使用 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
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
21 シングルベッド（できれば下に収納があるもの） 相談
22 ★ 液晶テレビ（32型以上） 無料
23 ★ DVDプレーヤー 無料
24 ★ 祇王小学校標準服（130ｃｍ、男の子用、紺色） 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】
子どもが友達とふざけていて学校の校舎の窓ガラス

を割ってしまいました。
その補修に関して、ちょうど合うガラスがなく、１

枚２万円かかるとの事です。
故意にやった事ではなく、子どもの事なのであり得

ることだと思います。
やった事は悪いとは思いますが、公立の学校でこん

な事はあるのでしょうか？教育委員会へお尋ねしても
仕方ないとの事でした。
何とかよき御配慮をいただければと一筆差し上げま

した。

【回　答】
学校を所管する教育委員会に確認しました。
通常、中学校において生徒による器物等破損が発生

した場合、経緯等事情を調査したうえで、生徒に過失
があると判断された場合は、当該生徒の保護者に修繕
費用のご負担を求めています。
その修繕費用につきましては、具体的な金額の確定

には至っていない状況であるため、これまでの窓ガラ
ス修繕費用から想定される概算金額をお伝えしたもの
です。
今回の事象につきましては、経緯等事情を調査した

結果、学校側の判断では生徒の過失が認められたこと
から、修繕費用のご負担を保護者にお願いするもので
す。
教育委員会では、委員会におけるルールにより、ガラ

スの修理に係る費用の全額弁償との判断をしています。
今回の件に関しては、教育委員会に何度か確認する

とともに、議論を行いましたが、その判断を尊重して、
費用のご負担をお願いしたいと思います。
なお、学校での生徒の行為における過失と責任、そ

の負担の在り方については、もう少し議論が必要と考
えています。
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