
■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。
【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
対象…親対象ですが、子どもさんと一緒に参加できます。
申し込み…４月２日㈫まで 
抽選確認…４月３日㈬～５日㈮ 
【リズム遊び】（抽選なし）
▽４月15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…８カ月以上の乳幼児とその保護者
申し込み…４月３日㈬～９日㈫
【ベビーマッサージ】（15組、抽選あり）
▽４月22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とその保護者
申し込み…４月10日㈬～16日㈫

抽選確認…４月17日㈬～19日㈮
【ミュージック・ケア】（抽選なし）
▽５月13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…１歳以上の幼児とその保護者
申し込み…４月24日㈬～５月９日㈭
■いどばた広場【誕生会】(要申し込み)

▽４月19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…４月生まれ誕生会、ペープサート、簡単製作
申し込み…４月16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８・15・22日、金曜12・19・26日 13：00～16：30
月曜1日、火曜、水曜、金曜５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。）
※ 2019年度より、ミックスクラブの時間等が変更にな
ります。対象年齢は設けていませんので、ぜひご参
加ください。
【はじめましての会】

▽４月８日㈪ 10：00～
【かぶとを作ろう】

▽４月15日㈪ 10：00～、13：30～
▽４月16日㈫ 10：00～、13：30～
▽４月17日㈬ 10：00～、13：30～
持ち物…手拭き用おしぼり、のり
【４月の誕生会＆ランチデー】

▽４月22日㈪ 10：00～ 
　４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11：30からランチタイムです。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
【こどもの日の集い】

▽４月26日㈮ 10：00～
　こいのぼりと一緒に写真を撮るなどします。
■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）

★きたの子育て支援センター
　☎ 518 － 1866、FAX587 － 6226
【４月のわくわく遊び】
「お散歩」センターの周りを春を探しながら、ゆった
りとお散歩します。基本的に毎日10時に出発します。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽４月19日㈮ 14：00～15：00
内容…�「交流会」　
持ち物…�お茶、材料費50円
　健康推進委員さんの作るおやつを囲みながらみんな
で交流を楽しみます。
申し込み…４月12日㈮までに来所または電話で申し込み

■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。）
※４月の土曜広場開放日…20日、27日

ください。申し込み多数の場合は抽選します。
抽選確認…�４月15日㈪～18日㈭
【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

※４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】　４月２日㈫～４日㈭ 午後３時
　　　　　　　　　（抽選日：４日㈭ 午後４時～）
【先着受付期間】　４月４日㈭ 午後３時～26日㈮
　★印は今月号からの掲載分です。
　※掲載中の物品は、３月13日現在のものです。

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

４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

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

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
（ひきだし付き、縦62×横46×高さ140ｃｍ、4段） 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
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

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

692 ★ランドセル（女の子用、ピンク、美品） 中古 無料
693 ★寸銅鍋（蓋付き、直径27ｃｍ、深さ50ｃｍ） ほぼ未使用 2,000円
694 ★グランドゴルフクラブ（1本） ほぼ未使用 2,000円

695 ★ガスコンロキャビネット
　（横80ｃｍ、奥行50ｃｍ、日・花柄） ほぼ未使用 2,000円

696 ★光泉高校（ブレザー2着（185Ａ、190Ａ）、
　セーター（Ｌサイズ） ほぼ未使用 無料

697 ★ランドセル（黒色×2個） 中古 無料
698 ★和裁仕上げアイロン台、へら台 未使用 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
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
26 大正琴 無料
27 ★ソフトボール用グローブ（右利き用） 相談

   
　このコーナーは広聴制度
「市長への手紙」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】

さくら墓園の利用についてお尋ねします。
私の主人の両親は既に亡くなっており、私たちもい

ずれお墓のお世話になりますが、息子世代へのお墓の
承継について質問します。
野洲市に住む長男には子ども（孫）がいません。次

男には二人子どもがおりますが、野洲市以外に在住し
ています。この場合、次男が後継者として認められま
すか。規約では「野洲市民である」ことが条件ですが、
少子化時代、同様の立場の人も多々おられると思いま
す。無縁墓、墓じまいになると分かっていて埋葬して
もらうのは考えてしまいます。

【回　答】

さくら墓園の使用に関する権利の承継については、
野洲市墓地公園条例第５条で『墓所を使用しようとす
る者は、本市に住所又は本籍を有する者でなければな
らない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、こ
の限りでない』と定めており、この条例のただし書に
より、例外的に合理的な理由があれば、市外の人でも
承継を認めています。
手紙の内容を拝見しますと、市外にお住まいの次男

様への承継を希望されているようですが、この場合は
原則としてまず市内在住者（長男様）に承継していた
だくこととなります。しかし、その後、年月が経過し
て市内在住の承継者がおられなくなった場合には、市
外にお住まいの次男様またはそのお子様に承継される
ことは合理的な理由であり可能と考えます。詳しくは、
手続き等を含め環境課にご相談ください。

★ 「市長への手紙」は郵送、通信箱（市役所本館玄関ロビー
に設置）、ファクスにより受け付けしています。

　 また、市ホームページの専用フォーム（市長室）からも
送信できます。

　 毎年「広報やす」10 月号に様式を掲載していますが、任
意様式でも随時受け付けしています。
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