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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）
▽１月20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…１月８日㈬～15日㈬
【リズム遊び】（抽選なし）
▽２月３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…１月22日㈬～28日㈫
【バランスボール】（30組、抽選あり）
▽２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…親対象ですが、子どもさんと一緒に参加して
いただきます。
申し込み…１月29日㈬～２月４日㈫
抽選確認…２月５日㈬～７日㈮
【ベビーマッサージ】（15組、抽選あり）
▽２月13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…１月31日㈮～２月６日㈭
抽選確認…２月７日㈮～12日㈬
■いどばた広場【誕生会】（要申し込み） 

▽１月17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
内容…１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…１月15日㈬まで
▽２月７日㈮10：30～11：30（受付10：00～）
申し込み…１月20日㈪～２月５日㈬
■いどばた広場【１歳児】（要申し込み） 

▽１月27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31年２月生まれ
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…１月15日㈬～21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20・27日､火曜28日､金曜10・17・24日　13：00～16：00
月曜６日、火曜７･14･21日､水曜､金曜31日
　　　　　　　　　　　　９：30～12：00、13：00～16：00
毎週木曜日　９：30～12：00
※年始の休み…１月１日㈷～５日㈰　１月６日㈪～開館

★きたの子育て支援センター

　☎ 518 － 1866、FAX587 － 6226

【１月のわくわく遊び】
「お正月遊び」凧あげ・ふくわらい・こままわしなど
お正月ならではの遊びを楽しみます。寒さに負けず外
でたくさん体を動かしたいと思っています。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要
申し込み）
▽１月24日㈮14：00～15：00
内容…「簡単おもちゃ作り」廃材や画用紙などを使っ
て子どもたちが喜ぶおもちゃをみんなで一緒に作りた
いと思っています。
持ち物…お茶
申し込み…１月６日㈪～17㈮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。）
※１月の土曜広場開放日…11日、25日
　　　（１月のパパデーはありません）
※年始の休み…１月１日㈷～５日㈰　１月６日㈪～開館

【１月のおやつの日】（先着10組）
▽１月21日㈫14：00～
内容…「りんご蒸しパン」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…１月６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。
【書初めをしよう】

▽１月６日㈪～８日㈬10：00～16：00のいつでも
持ち物…手拭き用おしぼり
※汚れてもよい服装でお越しください。
【１月の誕生会＆ランチデー】

▽１月14日㈫10：00～
　１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。誕生月以外の人も参加できます。
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
【節分の製作をしよう】

▽１月20日㈪～22日㈬10：00～16：00のいつでも
持ち物…のり、手拭き用おしぼり
■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）
※年始の休み…１月１日㈷～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

※１月７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】　１月７日㈫～９日㈭午後３時

　　　　　　　　　（抽選日：９日㈭ 午後４時～）

【先着受付期間】　１月９日㈭午後３時～31日㈮

　★印は今月号からの掲載分です。

　※掲載中の物品は、12月12日現在のものです。

譲ります

番号 品　名 使用状況 希望価格

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

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

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
介護用トイレ（セキスイライフテック製、洋式、
白色、手すり背もたれ有）

中古 無料

781 食器類（大皿、小皿、ガラス皿等複数） 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（コーナータイプ、４人掛け用） 中古 無料

787 ジョーバー（パナソニック製） 中古 無料

788 ★エレクトーン（ヤマハ、ＥＬ-500、グレー） 中古 無料

789 ★タイヤチェーン（非金属、ゴム製） 未使用 無料

790
★スピーカーシステム（アイワ、SX-NH６、100
ｗ６Ω、１組（２個セット）SP、スリウェイ）

中古 無料

791
★富国式米麦貯蔵器ブリキ
　（ジョーゴ付、径50×H75ｃｍ、150ℓ）

中古 無料

792
★コーヒーサイフォン
（メリカ、電気式、JCM-551）

中古 無料

793
★大人男性用コート
　（茶色、フード付、165～175ｃｍ用）

未使用 無料

794 ★半切り（直径40ｃｍ、深さ９ｃｍ） 未使用 無料

795 ★襖（２枚<１間>、高さ176ｃｍ） 中古 無料

796
★雛人形（３段飾り<７体>、ガラスケース
<横70×縦55×奥行45ｃｍ>）

中古 無料

799
★エスプレッソメーカー（和平フレイズ（株）、
６人用、HR-7931、シルバー）

未使用 無料

毎月第４土曜は

廃食油回収の日
１月25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

「発 達 支 援 セ ン タ ー 通 信 」

◆発達支援センター
   ☎ 587 － 0033、FAX 587 － 2004

　2020 年、新しい年を迎えました。日本でオリンピッ

ク・パラリンピックが行われる特別な年、2020 とい

う数字の区切りのよい年。何となくいつもと違うこと

が起こりそうな、わくわくとした気持ちで新しい年を

迎えている人も多いことでしょう。

　発達障がいの特性がある人の中には、新しいことが

苦手で今の状況を変えたくない、という気持ちが強い

人がいます。しかし、新しい年を迎えることは避けら

れないように、新しいことは起こり、変化に対応して

いくこと、気持ちを切り替えていくことが必要となり

ます。

　皆さんは、こんなときにどのように気持ちを切り替

えていますか。時間が解決してくれることも多く、い

つの間にか新しいことに慣れて大丈夫になっていた！

ということが多いのかもしれません。新しいカレン

ダーや手帳を手にしたり、お正月のテレビ番組を見た

りしながら、何となく新しい年を迎えたことを感じる

こともあるでしょう。

　思うように気持ちがついていかないときは、少し意

識したり、人の力を借りて気持ちを切り替える場合も

あるでしょう。新しいこと、経験のないことはイメー

ジがわきにくく、心配が膨らんでしまうこともありま

す。「新しい年を迎える」ということは、目に見えな

い、形にできない、少し捉えどころのないことでもあ

りますが、年賀状・お年玉のように「新年らしさ」「お

正月らしさ」を実際に体験し、自分の目でしっかりと

見ることができると実感しやすいかもしれません。

　もしも、思うように気持ちがついていかず落ち着か

ない場合は、安心・リラックスできる場所があれば、

そこへ移動してみるのもよいでしょう。また、好きな

飲み物、食べ物を口にするのもよいかもしれません。

持っていると落ち着くグッズなどがあれば、それもよ

いでしょう。自分の好きな人や物・場所の写真を見た

り、頭の中でイメージするだけでも落ち着くかもしれ

ません。急ぐ必要はありません。少しずつその人のペー

スで気持ちが変わっていけるとよいですね。

新たな気持ちで

譲ってください

番号 品　名 希望価格

46 自転車（26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

譲ってください

番号 品　名 希望価格

52 ★アイロン（型、メーカー問わず） 無料

53 ★アイロン台（型、メーカー問わず） 無料




