
■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。
【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…５月９日㈭まで 
【ベビーマッサージ】（15組、抽選あり）
▽５月16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とその保護者
申し込み…5月 7日㈫～10日㈮　　
抽選確認…5月13日㈪～15日㈬
【フラダンス】（抽選なし）
▽５月27日㈪ 10：30～11：30（受付10：15～)
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してい

ただきます。
申し込み…５月15日㈬～21日㈫
【リズム遊び】（抽選なし）
▽６月10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…５月29日㈬～６月４日㈫

■いどばた広場【誕生会】(要申し込み)
▽５月17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…５月生まれ誕生会、ペープサート、簡単製作
申し込み…５月14日㈫まで 
　　　　　※誕生月以外の人も参加できます。
▽６月７日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）
申し込み…５月20日㈪～６月４日㈫ 
■いどばた広場【1歳児】(要申し込み)
▽５月20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… 平成29年４月～平成30年６月生まれ（11カ月）まで
内容…手作りおやつ試食、親子ふれあい遊び
持ち物…お皿、ﾌｫｰｸ、おしぼり、お茶、材料費50円
申し込み…５月８日㈬～14日㈫
■いどばた広場【双子三つ子の会】(要申し込み) 
▽６月３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…保護者交流、ふれあい遊び
申し込み…５月22日㈬～28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、火曜28日、金曜10・17・24日　13：00～16：30
火曜7・14・21日、水曜、金曜31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。
※ 対象年齢は設けていませんので、ぜひご参加ください。
【シャボン玉遊び】

▽５月13日㈪～15日㈬
　※時間設定はありません。何時でも遊べます。
持ち物…帽子、お茶
【５月の誕生会＆ランチデー】

▽５月20日㈪ 10：00～ 
　５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～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
【わんぱくの日】

▽毎週金曜日５月10日・17日・24日・31日 10：30～
　みんなでセンター前のわんぱく公園で遊んだり、近
隣にお散歩に行ったりします。10：30頃に出発し、1時
間ほどの予定です。その間センターは閉まります。
持ち物…帽子、お茶、汗拭きタオルなど
■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

【５月のわくわく遊び】
「泥遊び」砂場や園庭で泥の感触を楽しみましょう。
お着替えやタオルをお持ちください。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽５月24日㈮ 14：00～15：00
内容… 「交流会」
　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。　
持ち物… お茶、材料費50円
申し込み…５月7日㈫～17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。

■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。）
※５月の土曜広場開放日…11日、18日

【５月のパパデー】

▽５月11日㈯ ９：30～12：00、13：00～16：00
内容…  「母の日のプレゼント作り」母の日にパパとお子

さんの心を込めたプレゼントを作りましょう。も
ちろんお母さんとお越しいただいても大丈夫です。

【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

※５月８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】　５月８日㈬～10日㈮午後３時

　　　　　　　　　（抽選日：10日㈮ 午後４時～）

【先着受付期間】　５月10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、４月12日現在のものです。

譲ります

番号 品　名 使用状況 希望価格

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

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

683 ７段飾り雛人形 中古 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

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

699 ★保護メガネ（UＶEX） 中古 無料

700 
★ヘアアイロン
　（ヴィダルサスーン、黒×シルバー）

中古 無料

701 
★ 分子構造模型（丸善出版、HGS構造模

型、Ｃ型有機化学学習実習用セット）
未使用 無料

702 
★ お宮参りの着物（女の子用、白地に松・

竹・菊等の柄、裾は朱色）
中古 無料

703 ★オイルヒーター（AEG、AEG1300） 中古 無料

704 ★スケート靴（ハーフスピード用、24.5cm） 中古 無料

705 ★野球用スパイク（ミズノ、25cm、黒色） ほぼ未使用 無料

706 ★ガーメントバッグ（紺色） 中古 無料

707 ★東芝電気チェンソー（NＣ-3555A） ほぼ未使用 5,000円

708 
★電気かんな
　（ブレーキ付、RYOBＩ、ML825）

中古 2,000円

709 ★庭用脚立（アルミ製、10尺（長）） 中古 8,000円

710 
★ 電波振動歯ブラシ
　（パナソニック、EW-ＤE41-S、シルバー調）

未使用 無料

711 ★光泉高校通学用バッグ 中古 無料

712 
★バスケットゴール
　（高さ調整可能、黒系、3m50cm）

中古 無料

713 
★ 浄水器ブリタ本体&カートリッジ（クラシッ

ク、本体（中古）、カートリッジ5個（未使用））
中古 無料

714 ★座敷机（長さ120×巾105×高さ30cm、9台） 中古 1台500円

715 
★ 茶ダンス（カップボード、木目調、濃茶色、

幅1,185×高さ1,065×奥行410mm）
中古 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

　５月になりました。４月から、入園、入学、進学、

就職、異動などで、新しい環境での生活がはじまった

人も多いでしょう。新しい場所での毎日に、早く慣れ

ようと、必死に頑張ってきた方もたくさんいらっしゃ

るのではないでしょうか。このゴールデンウィークの

連休中、リフレッシュすることはできていますか？

　
　新しい環境に慣れていく速さは、人それぞれちがい

ます。それぞれ自分のペースでなじんでいこうとしま

す。すぐに慣れてしまう人もいれば、数か月もしくは

数年かかる人もいます。すぐに慣れてしまう人は、う

らやましいですが、慣れるのに時間がかかる人がよく

ない、ということではありません。物事を慎重に考え、

周囲の様子をじっくり見ることができるのかもしれま

せん。一つずつ、丁寧にすすめていくタイプなのかも

しれないですね。

　発達障がいの人の中には、環境の変化が苦手な人が

大勢います。記憶力がとてもよく、以前はこうだった、

ということをとてもよく覚えています。そのため、新

しいことや、いつもと違うことには、強く戸惑います。

先の見通しが持てないと不安になりやすいのです。

　どのような変化が起こるか、事前に分かっていると、

心の準備ができることがあります。カレンダーや写真

などを使いながら、目で見て分かるように伝えること

で、よく分かり、安心できることもあります。毎年の

学校でのクラス替えは、経験を繰り返していくことで、

『こんなものだ』という心がまえができていくかもし

れないですね。全部が変わるのではなく、『これは前

と同じ』ということがはっきりとわかることも、安心

につながるでしょう。

環境の変化に慣れるには

譲ってください

番号 品　名 希望価格

27 ソフトボール用グローブ（右利き用） 相談

28 ★自転車（婦人用、小さめ） 無料

29 ★シルバーカー（座れるタイプ） 無料

毎月第４土曜は

廃食油回収の日
5月25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
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