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■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）
▽８月５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カ月以上の乳幼児とその保護者
※受け付けは終了しました。
【ベビーマッサージ】（15組、抽選あり）
▽８月19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…８月５日㈪～９日㈮
抽選確認…８月13日㈫～16日㈮
【リズム遊び】（抽選なし）
▽８月26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
【ミュージック・ケア】（抽選なし）
▽９月９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カ月までの乳幼児とその保護者
申し込み…８月28日㈬～９月３日㈫
■子育て相談　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）

■いどばた広場【誕生会】(要申し込み) 
▽８月２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…８月生まれ誕生会、ペープサート、簡単製作
※誕生月以外の人も参加できます。
※受け付けは終了しました。
▽９月６日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）
申し込み…８月19日㈪～９月３日㈫ 
■いどばた広場【双子三つ子の会】(要申し込み) 
▽９月２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、親子ふれあい遊び
申し込み…８月21日㈬～27日㈫ 

■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２・９・23日　13：00～16：30
火曜､水曜､金曜16・30日 ９：30～12：00、13：00～16：30
毎週木曜日　　　　　　 ９：30～12：00

◇◆◇ 夏期限定広場の開放 ◇◆◇
　夏期（夏休み期間）限定で通常の広場とは別室に広場
開放を行います。日時および対象に限定があります。
日時…８月１･６･８･20･22･27･29日　９：30～12：00
場所…野洲市健康福祉センター３階リハビリ室
対象… 未就園児とその兄弟姉妹の幼稚園・こども園（幼

稚園部）の子どもとその保護者。小学生と幼稚園
児のみではご利用できません。

※申し込みは不要です。詳細はお問い合せください。

★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。
【やってみよう！絵の具遊び】
▽８月５日㈪～７日㈬ 10：00～16：00
※何時でも参加できます。
持ち物…着替え、手足拭き用タオル
【８月の誕生会＆ランチデー】
▽８月19日㈪ 10：00～

　８月生まれの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】
▽８月26日㈪～30日㈮
■子育て相談　 毎週月曜～金曜日 10：00～16：00 

電話・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

【８月のわくわく遊び】
「泡遊び」大きなビニールプールとタライを用意しま
す。泡の感触を楽しんでいきます。水着または水遊び
オムツ（オムツ使用中のお子さんが大きなプールに入
る場合は、水遊びオムツが必要です。）とタオルをお持
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）
▽８月23日㈮ 14：00～15：00
内容… 「ゆったり交流会」
　健康推進委員さんの作ってくださるおやつをいただ
きながらみんなでお話を楽しんでもらいます。今月の
おやつは「大豆の落とし焼き」です。
持ち物… お茶、材料費50円

■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。）
※８月の土曜広場開放日…10日（パパデー）、31日
※お盆休み（休館日）   …13日㈫、14日㈬、15日㈭

申 し込み…８月１日㈭～16日㈮までに来所または電話で
申し込みください。

【8月のパパデー】
▽８月10日㈯ 10：30～11：30
内容…  「プールで遊ぼう」保育園のプールを借りて、い

つもよりダイナミックに水遊びを楽しみます。保
護者も一緒に入水していただきますので水着等を
持参してください。（水深15㎝程度）

【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

※８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】　８月２日㈮～６日㈫ 午後３時

　　　　　　　　　（抽選日：６日㈫ 午後４時〜）

【先着受付期間】　８月６日㈫ 午後３時～30日㈮

　★印は今月号からの掲載分です。

　※掲載中の物品は、７月16日㈫現在のものです。

譲ります

番号 品　名 使用状況 希望価格

714 座敷机（長さ120×巾75×高さ30ｃｍ、９台） 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（Ｈ1,800×Ｗ1,200×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1,115×奥行675×高さ
1,263～1,323ｍｍ、茶色）

中古 無料

722 アンパンマンのうきわ（３才～５才用） 中古 無料

725
 チャイルドシート（コンビ、ＯＣ-196、本体グ
レー、シート部分ブルー）

中古 無料

727
シングルベッド

（二段ベッドタイプ、下ハンガーラック付き、）
中古 無料

728
柔道着

（上・下・帯３点セット、白色、女性用、２組）
中古 無料

729
 紳士用カッターシャツ

（Ｙシャツ、白、形状安定加工）
未使用 無料

730
フライパン

（26ｃｍ、ガラス蓋付き、全熱電源対応）
未使用 相談

731 ソファー（２人掛け） 中古 相談

732 ベッド（洋式ベッド） 中古 相談

734 ★ポケモンのリュック（青色） 中古 無料

735
★ ベビーグッズ類（ベビージム、ベビーバス、哺乳瓶、

80ｃｍ以下ベビー服、産後骨盤引き締めグッズ他）
中古 500円

736
★ てん刻セット（印床、印刀、二面硯、印泥、

印材、専門書、卓上ライト）
中古 無料

738 ★野洲中学剣道着（上下、サイズ３） 中古 無料

739 ★整理タンス（巾76×奥行41.5×高さ136ｃｍ） 中古 無料

740 ★エレクトーン（ヤマハ） 中古 無料

741 ★７段飾り雛人形 中古 無料

742
★ランドセル２個
　（①メーカー不明、黒②セイバン、赤）

中古 無料

743
★ セーラー服（野洲中、上下セット、紺色、

上：14号、下：ウエスト63ｃｍ、丈50ｃｍ、）
中古 無料

毎月第４土曜は

廃食油回収の日
8月24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】

近年、水害や地震などの災害が頻発しています。野

洲市でも大水害や南海トラフ巨大地震などが発生した

場合に備えて、各自治会に一人ずつまたはそれ以上に

防災の知識を持っている人が必要だと感じています。

大津市では平成24年から上記のような各自治会に一人

は防災士を配置して災害や防災について対策を講じ

て、防災士の養成講座を開催されています。

栗東市や湖南市では民間の養成講座を受講する際に

は受講料の助成制度があります。野洲市においても災

害や防災に備えて市民の中から防災士が一人でも多く

誕生することは地域社会の防災力向上に寄与し、被災

時でも自助・共助・協働のまちづくりを強固にするこ

とができると思います。

その為にも野洲市でも独自の養成講座を開催するこ

とや、民間の養成講座を受講する際への助成制度を導

入するべきだと提案します。

【回　答】

地域防災力の向上には、ご意見のとおり、防災知識

を持った方々の役割が重要であると考えています。こ

のため、本市としましては、市内の自治会に自主防災

組織を設置いただき、そのリーダーを対象に研修会を

年に３回開催するとともに、東消防署員にも協力をい

ただきながら防災知識の習得や実践的な訓練を実施し

ています。自主防災組織は、市内の全自治会（91自治

会）に設置されています。この自主防災組織のリーダー

研修会の内容が自治会の防災活動にフィードバックさ

れ、着実に地域の防災力は向上し、「自助・共助・協

働のまちづくり」が進められていると考えております。

なお、防災士養成講座については、市の補助制度等

はありませんが、滋賀県が、民間の実施する養成講座

に比べ安価な費用で受講できる『滋賀県自主防災リー

ダー研修【防災士養成講座】』を実施していますので、

今年度の実施の詳細が分かり次第、各自治会および市

ホームページ等を通じて市民の皆さんにご案内いたし

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。

　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

譲ってください

番号 品　名 希望価格

30 電気炊飯器（１升炊） 無料

31 学生服（上：165～170ｃｍ、下：ウエスト64ｃｍ、黒色） 相談

32 テレビ（液晶型） 相談

33 ★ファンヒーター 無料

34 ★ガスコンロ（魚焼きグリル付） 無料




