
■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。
【ヨガ】（15組、抽選あり）
▽３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…３月６日㈬～12日㈫�
抽選確認…３月13日㈬～15日㈮�
【ベビーマッサージ】（15組、抽選あり）
▽３月25日㈪�10：30～11：30（受付10：15～）
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…３月13日㈬～19日㈫
抽選確認…３月20日㈬～22日㈮�
【バランスボール】（30組、抽選あり）
▽４月８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…３月27日㈬～４月２日㈫�
抽選確認…４月３日㈬～５日㈮�
■いどばた広場【誕生会】（申し込み不要）
▽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階集団健診室
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…３月１日㈮まで�
■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…３月５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、火曜19日、金曜１･８･22日　13：00～16：30
火曜５･12･26日、水曜、金曜15･29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。
【今月のあそび】
｢ひなまつりの集い」
▽３月１日㈮�10：00～
｢おおきくなったね！アルバム作り」
▽３月４日㈪�10：00～　主に２歳半以上
▽３月５日㈫�10：00～　主に１歳～２歳半
▽３月６日㈬�13：30～　主に１歳未満
持ち物…�手拭き用おしぼり、のり
【３月の誕生会＆ランチデー】
▽３月11日㈪�10：00～�
　３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
【お別れ会＆ランチパーティー】
▽３月18日㈪�10：00～
　幼稚園・保育園に入るお友だちとのお別れ会です。
みんなで思い出を振り返ったり、ランチを楽しんだり
しましょう。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
【３月のわくわく遊び】
「お絵描き」模造紙や段ボールに自由にお絵描きして
もらいます。絵の具やクレヨンで汚れることがありま
すので、汚れてもいい服装でお越しください。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽３月15日㈮�14：00～15：00
内容…�「フォトブッキング」　
持ち物…�お茶、材料費50円、使いたい写真３～４枚
申し込み…３月１日㈮～８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…３月11日㈪～14日㈭
【３月のおやつの日】（１歳以上先着10組、要申し込み）
▽３月19日㈫�14：00～15：00

■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。）
※３月の土曜広場開放日…なし

内容…��「じゃがいものお焼き」�
健康推進委員さんに手作りおやつを教わります。
子どもたちにもお手伝いをしてもらって、おい
しくいただきます。

持ち物…お茶、材料費50円、（あれば）エプロン･三角巾
申し込み…３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

※３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】　３月４日㈪～６日㈬�午後３時
　　　　　　　　　（抽選日：６日㈬�午後４時～）
【先着受付期間】　３月６日㈬�午後３時～29日㈮
　★印は今月号からの掲載分です。
　※掲載中の物品は、２月13日現在のものです。

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

３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
657 冬用ホイル＆タイヤ（PCD100.6（4穴）、15×5J、4本分） 中古 1,500円／本
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（大人用、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
670 女性用ガーゼ寝間着（二重ガーゼ） 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

676 ★�スチールの棚
　（引き出し付き、4段、縦62×横46×高さ140ｃｍ） 中古 無料

677 ★�軟式用金属バット（5本） 中古 無料
678 ★�紳士用トレーニングウェア上・下（Ｍサイズ、黒色）ほぼ未使用 無料
679 ★�紳士用冬半オーバーフード付き（Ｍサイズ、茶色） 未使用 1,000円
680 ★�紳士用ラム革ダウンベスト（Ｌサイズ、黒色） 未使用 2,000円
681 ★�ベビーチェア（ディズニーのカーズ） 中古 50円
682 ★�マタニティパジャマ、ワンピース等 中古 全部で100円
683 ★�７段飾り雛人形 中古 無料
684 ★�トースター（DOSHISHA、ポップアップ式） 未使用 無料

685 ★�シングルベッド
　（下段収納付き、茶色、長さ2×幅約1ｍ） 中古 相談

686 ★�テンピュール枕（幅45×奥行31×高さ7ｃｍ） 未使用 相談

687 ★�キティぬいぐるみ（限定品、マリナーズユ
ニフォーム着用、縦23×横15ｃｍ） 未使用 相談

688 ★�ＶＨＳビデオ
　（ディズニー、しまじろう、恐竜など多数） 中古 無料

689 ★�原色日本の美術
　（小学館、全30巻、縦36.5×横27.5×厚み3.3ｃｍ） 中古 無料

690 ★�卓上ＩＨ調理台（ナショナル、白色） 中古 無料

691 ★�片手鍋5個、両手鍋1個（直径16～20ｃｍ大きさ色々） 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
19 ピアノ（アップライト） 無料
20 童謡歌集または楽譜 無料
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
25 ★�もちつき機（１升程度炊けるもの） 無料
26 ★�大正琴 無料

「発 達 支 援 セ ン タ ー 通 信 」

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

　イギリスの首相を務めたチャーチルをご存知でしょ
うか？彼はノーベル文学賞も受賞しています。１年前
に「チャーチル」という映画が公開されました。実は、
彼は学習障害だったのではないかと言われています。

　彼は貴族の家に生まれ、幼少期は勉強が嫌いで、兵
隊の人形遊びばかりしていたそうです。パブリックス
クールでは、成績は悪く、体力もなく、無くし物や遅
刻が多く、気分のムラが激しかったといいます。しか
し、軍事教練の授業が好きでした。そして、彼が入っ
たクラスは苦手な古典は免除され、英語だけをやれば
よかったので、英語力に特化して力を伸ばすことがで
き、文章や詩の才能を磨くことができました。

　一方、チャーチルは数学が苦手で３回の入試の失敗
を経て、士官学校に入学し騎兵科に入りました。ここ
でも、チャーチルの苦手な教科に悩まされることはな
く、地形学、地図、戦略など興味のある分野の学習に
集中することができました。

　チャーチルは軍人を退役後、26 歳で庶民院議員と
なります。彼は字を書くことが苦手だったため、タイ
ピストに自分の話す内容を打ってもらい、それを推こ
う（何度も練り直す）して演説を行っていました。映
画の中では、行間が詰まっていると読みづらいため
に、１行とばしでタイピングをしてもらうシーンがあ
りました。この工夫で読みやすさは抜群にあがりまし
た。第２次世界大戦下首相に選ばれると、その巧みな
演説力で国民の心をひとつにしてイギリスは勝利しま
した。常識にとらわれない考え方と抜群の行動力で有
事のイギリスを平和へと導きました。自分の得意を生
かすこと、長所を伸ばすことの大切さを教えてくれる
エピソードです。

　さて、発達支援センターでは研修啓発事業として講
演会を行います。皆さんのご参加をお待ちしています。

日　時…３月 16 日㈯　午後２時 30 分～
場　所…コミュニティセンターきたの
内　容…�講演「子どもの身体の育ちと�それを支える遊びや

運動」／中尾繁樹さん（関西国際大学教育学
部教授）

イギリスの首相　チャーチル
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