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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）
▽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カ月以上の乳幼児とその保護者
申し込み…９月３日㈫まで
【ベビーマッサージ】（15組、抽選あり）
▽９月26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…９月12日㈭～19日㈭
抽選確認…９月20日㈮～25日㈬
【リズム遊び】（抽選なし）
▽10月７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…９月25日㈬～10月２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) 
▽９月６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…９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。
申し込み…９月３日㈫まで　
▽10月４日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）
申し込み…９月13日㈮～10月２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
※受け付けは終了しました。
■いどばた広場【1歳児】(要申し込み) 
▽９月30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10月生まれの幼児
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…９月13日㈮～24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､火曜24日、金曜６・13・27日　13：00～16：30
火曜３・10・17日、水曜､金曜20日 
　　　　　　　９：30～12：00、13：00～16：30
毎週木曜日　　９：30～12：00

★きたの子育て支援センター

　☎ 518 － 1866、FAX587 － 6226

【９月のわくわく遊び】
「色水遊び」暑い日には、水遊びもします。色水を使
いますので、汚れてもいい服装や水遊びができる用意
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）
▽９月20日㈮ 14：00～15：00
内容… 「手形・足型をとろう」
持ち物… お茶、タオル、汚れてもいい服装（親子とも）
申 し込み…９月２日㈪～13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、抽選します。
抽選確認…９月17日㈫～19日㈭

■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。）
※９月の土曜広場開放日…21日（パパデー）、28日

【９月のパパデー】
▽９月21日㈯ 10：30～13：30
内容…  「バーベキューで楽しもう」
持ち物… お茶、おにぎり、お皿、お箸（フォーク）、材

料費一人300円、焼きたいものがあればどうぞ。
申 し込み…９月２日㈪～18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。

★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。
【敬老の日のプレゼント作り】
▽９月２日㈪～４日㈬ 10：00～16：00
持ち物…のり、写真２枚（無くても製作はできます。）
【９月の誕生会＆ランチデー】
▽９月９日㈪ 10：00～
　９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。
※誕生月以外の人も参加できます。
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 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
間程度の予定です。天候などにより、時間の短縮や中
止する場合がありますのでご了承ください。
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 

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）
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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

※９月３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】　９月３日㈫～５日㈭ 午後３時

　　　　　　　　　（抽選日：９月５日㈭ 午後４時～）

【先着受付期間】　９月５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、８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

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

733 洋服ダンス（高さ170ｃｍ程度） 中古 相談

734 ポケモンのリュック（青色） 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

744
★電動草刈機　
　 （タナカ工業、CBE-280A）

中古 4,000円

745 ★ポータブルトイレ（アロン化成、クリーム色） 未使用 10,000円

746
★ 尿取りパッド（ユニチャーム、３回・４回・６回

吸収用　それぞれ複数あり）
未使用 400円/1袋

747
★ ライフリー　横モレあんしんテープ止め
　（ユニチャーム、Mサイズ、４回吸収用（複
　 数あり）、５回吸収用）

未使用 500円/1袋

748
★ 素焼き植木鉢（50個、直径25ｃｍ）
　※一部のみの譲渡も可能

中古 無料

749 ★雪平鍋（直径18ｃｍ） 未使用 500円

750
★ソファーベッド
　（全長197×横幅94ｃｍ、ブルー）

中古 無料

751
★ 遠赤外線パネルヒーター（ソルビエント、幅

620×高さ460×厚み95ｃｍ、重さ7.5ｋｇ）
中古 無料

752 ★男性用ビジネスシューズ（サイズ25ｃｍ）
ほぼ
未使用

無料

753 ★ぷーさんの長靴（14ｃｍ、黄色） 中古 無料

754
★ 保冷剤トートバッグ（マリックレール、縦30×

横47ｃｍ、色：青、白、四葉クローバー柄）
未使用 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

　９月 1 日は防災の日です。地震や台風、大雨など突

発的に起こる自然災害には、日頃からの備えが大切だ

といわれています。発達障がいを持つ人の中には、い

つもと違うということに大きなストレスを感じる人が

います。災害や避難生活は、どんな人でもストレスが

かかりますが、発達障がいの人にとってはなおさらと

いえるのではないでしょうか。防災の日を機に、いざ

という時の備えを見直してはいかがでしょうか。

　発達障がいの人は、実際に体験する方が理解しやす

い人が多いといわれています。まずは、家の周辺や、

通勤・通学の経路から、避難場所などへ家族と一緒に

歩いてみてはどうでしょう。トイレや水が利用できる

場所、立ち寄れるお店、近くの知人なども確認して、

オリジナルのハザードマップを作ると、いざという時

に役に立ちます。防災リュックには、保存できる好き

な食料などのほか、気持ちを落ち着けるアイテム（好

きな感触のタオルやおもちゃ、本など）も入れておく

と、避難場所で過ごす時に役立ちます。

　障がい特性や得意なコミュニケーション手段（言葉

だけよりも、書いて伝える方が得意な人が多いです。）、

好きなことや苦手なことなどを記載した「サポート

ブック」もあると、それぞれに合った支援を受けやす

いです。例えば、人が多い場や大きな音、光に対して

敏感で苦手な人の場合、過ごす場所をパーテーション

で区切ったり、過ごす場所の配置を変えるといった支

援が避難場所で受けやすくなると考えられます。必要

とする支援や配慮は一人ひとり違うため、そうした苦

手なことが周りにわかってもらうことが助けになるで

しょう。

　発達障がいの人の減災のための詳しい情報について

は、関係団体のホームページもぜひ参考にしてくださ

い。（（一社）日本自閉症協会「防災・支援ハンドブック」

など）

災害に備えよう

毎月第４土曜は

廃食油回収の日
９月28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

譲ってください

番号 品　名 希望価格

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

35 ★自転車（大人用） 無料

36 ★簡易トイレ（介護用） 無料

37 ★シルバー歩行器（介護用） 無料




