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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）
【運動遊び】（抽選なし）
▽11月11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…歩ける幼児とその保護者
持ち物…フェイスタオル　申し込み…11月６日㈬まで
【ヨガ】（15組程度、抽選あり）
▽11月18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…保護者　※お子さんは託児します。
申し込み…11月６日㈬～12日㈫
抽選確認…11月13日㈬～15日㈮ 
【ベビーマッサージ】（15組、抽選あり）
▽11月28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
持ち物…バスタオル、ベビーオイル
申し込み…11月18日㈪～22日㈮
抽選確認…11月25日㈪～27日㈬ 
【ベビーダンス】（25組、抽選あり）
▽12月２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…１歳半までの乳児とその保護者
持ち物…だっこひも・体温計・筆記具
申し込み…11月20日㈬～26日㈫

抽選確認…11月27日㈬～29日㈮ 
【リズム遊び】（抽選なし）
▽12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…８カ月以上の乳幼児とその保護者
申し込み…11月27日㈬～12月３日㈫
■いどばた広場【誕生会】 ※受け付けは終了しました。
▽11月１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…11月生まれ誕生会、ペープサート、簡単製作
■いどばた広場【２歳児】（要申し込み） 

▽11月25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３月までに生まれた幼児とその保護者
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…11月13日㈬～19日㈫
■いどばた広場【双子三つ子の会】（要申し込み）

▽11月29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
申し込み…11月13日㈬～19日㈫
■子育て相談　毎週月曜～金曜日９：30～16：30

■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26日、金曜１・８・22・29日　13：00～16：00
火曜５・12・19日､水曜､金曜15日　９：30～12：00、13：00～16：00
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

【11月のわくわく遊び】
「お絵描き」絵の具やクレヨン、ペンなどを使ってお
絵描きを楽しみます。汚れてもよい服装・着替えの準
備をお願いします。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要申し
込み、抽選あり）
▽11月22日㈮ 14：00～15：00
内容…「クリスマス飾り作り」
申し込み…11月５日㈫～15日㈮
抽選確認…11月18日㈪～21日㈭
【11月のおやつの日】（先着10組）
▽11月19日㈫ 14：00～15：00
内容…「かぼちゃクッキー」健康推進委員さんにおや
つ作りを教えてもらい、みんなで作っていただきます。

■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。）
※11月の土曜広場開放日…16日、30日（パパデー）

持ち物…お茶､材料費50円､エプロン、三角巾
申し込み…11月５日㈫から先着順
【11月のパパデー】
▽11月30日㈯ 10：30～13：00
内容…「お芋焼き」広場で焚火をしながらお芋焼きを
楽しみます。一緒に焼いてみたいものがあればどうぞ。
お母さん、祖父母の人も大歓迎です。
持ち物…お茶、軍手（あれば）、材料費50円
申し込み…11月５日㈫～22日㈮
■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。
【カレンダー作り】

▽11月11日㈪～13日㈬ 10：00～16：00のいつでも
持ち物…のり、手拭き用おしぼり
【11月の誕生会＆ランチデー】

▽11月18日㈪ 10：00～
　11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。誕生月でない人も参加できます。

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、シートなど
【かえっこバザー】

▽11月25日㈪～29日㈮ 10：00～16：00
■クリスマス製作　12月２日㈪～４日㈬
申し込み…11月５日㈫～15日㈮　
■クリスマス会　12月13日㈮　（先着25組）
申し込み…11月19日㈫～25日㈪
■子育て相談　毎週月曜～金曜日 10：00～16：00

■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

※11月５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】　11月５日㈫～７日㈭ 午後３時

　　　　　　　　　（抽選日：７日㈭  午後４時～）

【先着受付期間】　11月７日㈭ 午後３時～29日㈮

　★印は今月号からの掲載分です。

　※掲載中の物品は、10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

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

749 雪平鍋（直径18ｃｍ） 未使用 500円

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

756 光泉高校男子用ブレザー（190Ａ） 中古 無料

757 植木鉢（形色々、多数） 中古 無料

761
★システムベッド、学習机、クローゼット、本箱
　（コイズミ、上段シングルベッド、ベージュ）

中古 無料

762 ★男性用ブーツ（サイズ25.5ｃｍ）
ほぼ
未使用

無料

764 ★折りたたみ自転車（少し錆びあり）
ほぼ
未使用

無料

765
★ キャンプセット（テント〈小、３～４人用〉、

ビーチパラソル、タープ〈ポール付〉）
中古 無料

766
★ 石油ストーブ（ポリタンク２つ付、シャープ

製、ブラック、HSR-240-B）
未使用 無料

767 ★座卓（２卓、幅45×長さ180×高さ32ｃｍ） 中古 無料

768 ★ 空気清浄セラミックファンヒーター（サンヨー） 中古 1,000円

769
★ 石油ファンヒーター（６～８畳用、コロナ、
　ＦＨ-Ｇ3210Ｙ、シルバー）

中古 無料

770
★紳士用バッグ（小：縦25×横20×ﾏﾁ6ｃｍ、中：縦
　15×横30×ﾏﾁ10ｃｍ、大：縦30×横25×ﾏﾁ13ｃｍ）

未使用
500～
2,000円

771
★介護用トイレ（洋式、ホワイト、手すり背もた
　れなし）

中古 無料

772
★介護用トイレ（洋式、アイボリー、手すり背も
　たれあり）

中古 25,000円

773 ★プリンター（FAX＆スキャナー可、ブラザー、
　ＭＦＣ-649ＯＣＮ、黒色、Ａ3まで可）

中古 無料

774 ★ソファー（白いファブリック・カバーリング、3人用） 中古 無料

毎月第４土曜は

廃食油回収の日
11月23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

37 シルバー歩行器（介護用） 無料

39 電子ピアノ 無料

40 電気炊飯器（１升炊き） 無料

41 ★シルバーカー（座れるタイプ） 無料

42 ★ベビーカー 無料

43 ★洗濯機（全自動） 無料

45 ★自転車（26～27インチ、後ろに荷台のあるもの）
1,000円
まで

46 ★自転車（女性用、22～24インチ、色不問） 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

　発達支援センターには、さまざまな特徴のある子ど

もをもつ保護者が相談に来られます。その中で、障が

い特性からくる苦手なことをあえて頑張らせて慣れさ

せたほうがいいのか、苦手なことは回避したほうがい

いのかと悩まれることが多くあります。

　例えば、偏食を例に挙げますと、発達障がいのある

人によっては、白米、唐揚げなど数種類の食べ物しか

口にしない人もいます。偏食には、さまざまな理由が

あります。味覚に過敏さがあり、なじみのある食べ物

しか食べられない人、初めて見たものは、どんな味や

感触がするのか分からなくて怖くて食べられない人、

内臓に過敏さがあり、特定の食物をとると体調が悪く

なる人など、その原因はさまざまです。

　感覚や内臓の過敏さがあまりない場合は、少しずつ

チャレンジすることによって、慣れ親しんだ味覚の幅

が広がることもあります。しかし過敏さのある発達障

がいのある人の中には、「見たことのない食べ物を飲

み込むのは、カエルを飲み込めと言われるほど怖い

ことなのだ。」と体験を語っておられる人もいるなど、

発達障がいのある人の感覚の問題は私たちの想像をは

るかに超えた違いがあることも少なくありません。そ

んな場合は、その人の食べられるものを調べ、例えば、

かりっとした食感などその人の好きな食感を使って広

げていくことは、偏食の改善に効果があります。１日

３度の食事、その人らしさに合わせて楽しい時間とし

て過ごせるものにしたいですね。

　このように発達障がいのある人には、その人にしか

分からないようなつらさを伴った苦手さがあることが

あります。それは頑張って克服できるものではないこ

ともあります。努力をして超えられるものなのか、努

力をしても耐えられないものなのか、その人の立場に

立って考えていくことが大事です。その人に合ったや

り方を工夫しながら、無理をせず、取り組んでみては

いかがでしょうか。

苦手なことは、

努力して克服したほうがいいの？




