
■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】（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…６月４日㈫まで
【ミュージック･ケア】（抽選なし）
▽６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
対象…１歳４カ月未満の乳児とその保護者
申し込み…６月５日㈬～11日㈫�
【ベビーマッサージ】（15組、抽選あり）
▽６月24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…６月12日㈬～18日㈫　　
抽選確認…６月19日㈬～21日㈮
【運動遊び】（抽選なし）
▽７月１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…�歩ける幼児とその保護者
申し込み…６月19日㈬～25日㈫

【ヨガ】(15組、抽選あり)
▽７月８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…�親対象です。子どもさんは託児します。
申し込み…６月26日㈬～７月２日㈫
抽選確認…７月３日㈬～５日㈮
■いどばた広場【誕生会】(要申し込み)
▽６月７日㈮�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…６月生まれ誕生会、ペープサート、簡単製作
申し込み…６月４日㈫まで�
　　　　　※誕生月以外の人も参加できます。
▽７月５日㈮�10：30～11：30（受付10：00～）
申し込み…６月17日㈪～７月２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
■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７・14・28日　13：00～16：30
火曜、水曜、金曜21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。
【手作りおもちゃを作ろう】
▽６月３日㈪～５日㈬
　※時間設定はありません。何時でも作れます。
持ち物…のり、手拭き用おしぼり
【６月の誕生会＆ランチデー】
▽６月10日㈪�10：00～�
　６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
【かえっこバザー】
▽６月24日㈪～28日㈮
※�期間中に出されている品から欲しい物をお持ち帰り
ください。持ち帰りの袋をお持ちください。
■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
【６月のわくわく遊び】
「小麦粉粘土」小麦粉を粉の状態から、水を加えてこ
ねて、粘土になっていく過程も楽しみましょう。小麦
粉アレルギーのあるお子さんはお声かけください。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽６月21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…６月３日㈪～14日㈮までに来所または電話で
申し込みください。

■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。）
※６月の土曜広場開放日…１日、15日

【６月のパパデー】
▽６月15日㈯�９：30～12：00、13：00～15：30
内容…��「運動遊び」普段センターには置いていない鉄棒

や平均台などを使って、自由に遊んでもらいます。�
保護者さん自身も楽しんでもらえたらなと思いま
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

※６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】　６月４日㈫～６日㈭午後３時
　　　　　　　　　（抽選日：６日㈭�午後４時～）
【先着受付期間】　６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、５月17日現在のものです。

譲ります
番号 品　名 使用状況 希望価格
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

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
709 庭用脚立（アルミ製、10尺（長）） 中古 8,000円
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

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1185×高さ1065×奥行410ｍｍ） 中古 無料

716 ★園芸用電気式噴霧器 未使用 2,000円

717 ★�パナソニックブルーレイハードディスクレコーダー（黒） 中古 10,000円

718 ★�洋服ダンス　（Ｈ1800×Ｗ1200×奥行580ｍｍ） 中古 無料

719 ★電動ベッド（シングル） 中古 無料

720 ★�学習机（くろがね、幅1115×奥行675×高さ1263～1323ｍｍ、茶色） 中古 無料

721 ★�スキーウェア上下（上：青、下：ベージュ、110ｃｍ、男の子用） 中古 無料

722 ★アンパンマンのうきわ（３才～５才用） 中古 無料
723 ★灯油用ポリタンク３缶（20ℓ） 中古 無料

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

6月22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

【ご意見】
前クリーンセンターの跡地に地熱を利用したプール
やその他の設備（ジムなど）を民間にて経営されると
聞きました。民間に委託されると野洲市市民として効
果的な利用ができるのでしょうか？今までの場所より
遠方になり、バス等の運営があるとはいえ、行きたい
時間や都合がつきにくい状況になるのではないかと
思っています。また、現在の体育館はそのまま残るの
でしょうか？
民間がどのように計画されているのか、今まで使っ
てきた市の施設から民間になるのであればその計画を
市民に知らせてはもらえないでしょうか？

【回　答】
民間委託に関しては、これまでのプールも開館以降
約20年間は、民間である事業団に運営を委ねていまし
たし、さらに実質的な運営は純民間企業に委ねていま
した。新プールでは同じ企業が公募に応じて実質運営
をすることになっており、プール等施設の機能も向上
するので、同等以上のサービスが提供できると考えて
います。
次に立地場所についてお答えします。
約９年前、老朽化して改築が必要でありながら放置
されていた、新クリーンセンターの検討を始めた段階
から、余熱利用を前提にしていました。
余熱利用にはプール・温浴、発電、施設園芸・農業
等が考えられましたが、施設規模からプール・温浴で
の利用と決め、市内全自治会に立地場所の募集をしま
した。
しかし、実質的に手を上げられた自治会がなかった
ため、最終的には旧施設の立地場所であった大篠原自
治会に受入れていただき、プールの場所が平成26年12
月に決まりました。
「遠方」であるかどうかは、お住まいの場所により
ますのでお答えできませんが、今年度から拡大したコ
ミュニティバス２路線のうち１路線を延伸しました。
また、体育館はそのまま残ります。
最後にこれらのことについては、「広報やす」の昨
年の７月号および市ホームページで詳しくお知らせし
ていますし、その他、「井戸端会議」、「やすまる広場」
をはじめ、さまざまな機会で情報提供やご意見を伺う
場も設けています。今後もこのような取り組みも重ね
ていきます。

★ 「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。

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
30 ★電気炊飯器（１升炊） 無料

　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
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