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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。
【ベビーダンス】（25組、抽選あり）
▽12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
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
※受け付けは終了しました。
【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…12月３日㈫まで
 【ベビーマッサージ】（15組、抽選あり）
▽12月12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

持ち物…バスタオル、ベビーオイル
申し込み…12月２日㈪～６日㈮
抽選確認…12月９日㈪～11日㈬�
■いどばた広場【誕生会】（要申し込み） 
▽12月16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…12月生まれ誕生会、パネルシアター、簡単製作
※誕生月以外の人も参加できます。
申し込み…12月11日㈬まで
▽１月17日㈮�10：30～11：30（受付10：00～）
申し込み…12月16日㈪～令和２年１月15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）

■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２・９・16日､金曜６・20日　　13：00～16：00
火曜､水曜､金曜13・27日　　９：30～12：00、13：00～16：00
毎週木曜日　　９：30～12：00
※年末年始の休み…12月28日㈯～１月５日㈰
　　　　　　　　　１月６日㈪～開館

★きたの子育て支援センター
　☎ 518－ 1866、FAX587 － 6226

【12月のわくわく遊び】
「おいしいもの食べよう！」週１～２回ペースで、お
昼ご飯一品を職員が作ってお出しします。簡単なお手
伝いをしてくださる子どもさん、エプロン・三角巾な
どのご準備をお願いします。（主に豚汁などの汁物にな
ると思います。）
※詳しくは、当センターで貼り紙にてお知らせしますの
　で、参加したい人は職員までお声かけください。
※材料費として一人50円いただきます。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要
申し込み）
▽12月20日㈮�14：00～15：00
内容…「お正月飾り作り」
申し込み…12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。）
※12月の土曜広場開放日…７日、21日
　　　（12月のパパデーはありません）
※年末年始の休み…12月28日㈯～１月５日㈰
　　　　　　　　� １月６日㈪～開館
抽選確認…12月16日㈪～19日㈭
【12月のおやつの日】（先着10組）
▽12月17日㈫�14：00～
内容…「オレンジポテト」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。
持ち物…お茶、材料費一人50円、エプロン･三角巾
申し込み…12月２日㈪から
■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。
【作って飾ろう！クリスマス製作】
▽12月２日㈪～４日㈬�10：00～16：00のいつでも
※受け付けは終了しました。
※詳細は申し込まれた人にお知らせします。
【クリスマス会】
▽12月13日㈮�９：30～12：00
※受け付けは終了しました。
※詳細は申し込まれた人にお知らせします。

【12月の誕生会＆ランチデー】
▽12月16日㈪�10：00～
　12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。誕生月でない人もご参加いた
だけます。
　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
■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）
※年末年始の休み…12月28日㈯～１月５日㈰
　　　　　　　　 １月６日㈪～開館
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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

※12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】　12月３日㈫～５日㈭�午後３時
　　　　　　　　　（抽選日：５日㈭  午後４時～）
【先着受付期間】　12月５日㈭�午後３時～27日㈮
　★印は今月号からの掲載分です。
　※掲載中の物品は、11月14日現在のものです。

譲ります
番号 品　名 使用状況 希望価格
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

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

775 ★冷蔵庫（1人用） 中古 無料

777 ★�自転車（アサヒ製、アフィッシュＳＬ30004、26インチ、黄色） 中古 相談

778 ★ポータブルトイレ（アロン化成、クリーム色） ほぼ
未使用 相談

779 ★ポータブルトイレ（メーカー、色等不明） 未使用 2,000円

780 ★�介護用簡易トイレ（セキスイライフテック、　ＳＰＴＳＰ‐ＢＥ） 中古 無料

781 ★食器類（大皿、小皿、ガラス皿等複数） 中古 無料

782 ★�ファンヒーター（ダイニチ、ブルーヒーター、タンク５ℓ、高さ50×幅40×奥行30ｃｍ） 中古 無料

784 ★�野洲小学校体操服（長袖上140ｃｍ、長袖下130ｃｍ、短パン130ｃｍ） 中古 無料

785 ★雛人形（５段、島津） 中古 無料
786 ★ソファー（コーナー、４人掛、長さ1.8ｍ） 中古 無料
787 ★ジョーバー（パナソニック製） 中古 無料

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

12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
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（型、メーカー、応相談） 無料
46 自転車（女性用、22～24インチ、色不問） 無料
47 ★野洲北中学校体操服（上、サイズＳかＭ） 無料
48 ★水槽（型、メーカー問わず） 無料
49 ★扇風機（型、メーカー問わず） 無料
50 ★自転車（大人用） 無料
51 ★スキー用品（150ｃｍ以上、男の子用） 相談

【ご意見】
１歳児を育てています。野洲市には支援センターがあ
りますが、少し使いづらいと思っているところがあります。
遊べるスペースが狭いです。寝てしまった時に隅の方

で寝かせるのに気がひけます。またスマホ禁止というの
も遊ばせにくいと感じています。
金曜日に一階である育児サロンのような場所を毎日開
放してほしいと思っており、あそこのような広いスペース
だと眠っている赤ちゃんも、元気に動き回る子でも誰もが
遊ばせやすいです。
狭い住宅で暮らしていますが、ハイハイする子どもに

は十分遊ばせてあげられるスペースがなく子どもも遊び
不足になりがちです。広い公共施設を使いたいが現状の
支援センターだと使いづらいと感じています。冷暖房が
利いている広い施設の開放をお願いいたします。

【回　答】
当支援センターではスペースに限りもあり、今あるス
ペースを有効に使えるように工夫をしています。例えば１
歳までの赤ちゃんが使うようなおもちゃを用意した赤ちゃ
んコーナーを設けたり、ハイハイがしやすいようにしたり、
つかまり立ちがしやすいように低めの机を配置しておりま
す。また、少し大きい子どもたちには、滑り台やジャング
ルジムなどで体を動かせるようなコーナーなどを設けて
おります。さらに、育児サロンで利用している１階の集団
健診室は、他の用途でも利用しており、常時おもちゃを
配置しておくことができませんが、臨時的におもちゃを出
して遊んでいただけるようにしています。限りあるスペー
スですので、たくさんの方が利用されると狭くなってしま
いご不便をお掛けしています。
市では、ご意見のようなニーズの重要性を踏まえて、

野洲駅南口の計画中の市民病院隣接の交流施設に新しい
子育て支援機能を図書館分室等と合わせて計画していま
すが、病院事業の遅れ等で実現していません。できるだ
け早い実現を目指していきます。
なお、スマホの使用禁止は、この広場は保護者の方が
子どもと向き合い触れあって遊んでもらうためのスペース
なので、スマホに気を取られず、子どもと一緒に遊んで
欲しいという思いからです。もちろん緊急時の連絡など
は使っていただいても差し支えありません。
保護者の方がさらに利用しやすい子育て支援センター

となるよう工夫をしていきたいと思いますので、これから
も引き続きご利用していただきますようお願いします。

　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




