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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。
【リズム遊び】

▽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
※受け付けは終了しました。
【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…２月４日㈫まで
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…２月６日㈭まで
抽選確認…２月７日㈮～12日㈬
▽３月９日㈪ 10：30～11：30（受付10：15～）
申し込み…２月26日㈬～３月３日㈫
抽選確認…３月４日㈬～６日㈮
【ミュージック・ケア】（抽選なし）
▽２月17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カ月未満の乳幼児とその保護者
申し込み…２月５日㈬～12日㈬
【運動遊び】（抽選なし）
▽３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…歩ける幼児とその保護者
申し込み…２月19日㈬～26日㈬
■いどばた広場【誕生会】（要申し込み） 

▽２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
内容…２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…２月５日㈬まで
▽３月６日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）
申し込み…２月17日㈪～３月４日㈬
■いどばた広場【双子三つ子の会】（要申し込み） 

▽２月21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…２月12日㈬～18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､金曜日　　　13：00～16：00
火曜､水曜日　　　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

【２月のわくわく遊び】
「新聞あそび」ビリビリ破いてみたり、それを丸めて
ボールを作ってみたり、普段できないようなダイナ
ミックな遊び方で楽しみたいと思っています。お家に
不要な古新聞がある人は持ってきてくださいね。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要
申し込み）
▽２月21日㈮ 14：00～15：00
内容…「お雛様づくり」糊やマジックなどを使う予定
です。汚れてもよい服装で来てくださいね！
持ち物…お茶
申し込み…２月３日㈪～14日㈮までに来所または電話

■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。）
※２月の土曜広場開放日はありません

で申し込みください。
【２月のおやつの日】（先着10組）
▽２月18日㈫ 14：00～
内容…「小松菜の蒸しケーキ」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…２月３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。
【節分の集い】

▽２月３日㈪ 10：00～12：00
【おひなさまを作ろう】

▽２月17日㈪～19日㈬ 10：00～16：00のいつでも
持ち物…のり、手拭き用おしぼり
【２月の誕生会＆ランチデー】

▽２月25日㈫ 10：00～

　２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
お弁当を食べましょう。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

※２月４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】　２月４日㈫～６日㈭ 午後３時

　　　　　　　　　（抽選日：６日㈭ 午後４時～）

【先着受付期間】　２月６日㈭ 午後３時～28日㈮

　★印は今月号からの掲載分です。

　※掲載中の物品は、１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

775 冷蔵庫（１人用） 中古 無料

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

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 タイヤチェン（非金属、ゴム製） 未使用 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

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㈱、６
人用、HR-7931、シルバー）

未使用 無料

800
★ 大判バスタオル
　（白地、クマ・ゾウ・キリン柄、68×133ｃｍ）

中古 無料

801
★ ジュニアシート
　（リーマン（株）、100～130ｃｍ対応）

中古 150円

802 ★洗面台（イナックス、幅600ｍｍ） 未使用 無料

803 ★雛人形（島津、７段飾り） 中古 無料

毎月第４土曜は

廃食油回収の日

２月22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

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

54 ★ガスコンロ（魚焼きグリル付） 無料

55
★ ディズニー英語システムdwe　ストレートプ

レイステップバイステップ　シングアロング
DVD、テキスト、教材

無料

【ご意見】
さくら墓園のことでお聞きします。10年前に買って毎月

行っております。買ってすぐ義父の納骨が丁度、桜が満開

の時にみんなで「こんなきれいな所にスゴイ！！」と大喜び

しました。でも近年は、どんどん枯れた木、枝が目立ち、以

前の景色ではありません。ご存知ですか？この彼岸にも行き

ましたが、つつじの上は、クモの巣が張り、間からは草が長

く伸びていました。手入れは、どうなっているのでしょうか？

また、これは１年以上も前のことかと思いますが、工事の

関係で一時的に墓地全体が断水したことがありました。入口

に係の人はおられないし、私は車で行っていましたが、バス

や自転車で行かれた方は大変だったようです。

ちょっと係の方がバケツに水を持って来て下されば、何と

か花の水だけは確保できたのにと思いやりのなさに腹が立ち

ました。

「心」がないなあと思います。小さなことかもしれません

が、大切なことです。

【回　答】
さくら墓園の管理については、10年程前と同様に行ってお

りますが、台風等の自然災害により、樹木に一部劣化が見ら

れる状況です。

また、除草については年３回（６・10・３月）実施してい

ますが、繁茂期に除草が追いつかず、雑草が繁茂している

状態になり、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

さくら墓園は、毎年使用者様より納付いただいている管

理料により運営しており、今年度予算ベース支出額9,820千

円に対し、年間管理料収入が8,480千円であるため、基金を

1,340千円取り崩し運営している状況です。

今後は、支出内容を一層精査するとともに、除草時期を

さくら墓園への参拝者が増える８月、９月、３月の前に実施

する等、全体の除草計画を見直し、より良い環境づくりに努

めてまいります。

また、ご指摘の断水は、平成30年２月に工事請負業者が

誤って水道管を破損したことにより発生した時のことと推測

します。突発的な断水であったため、各ブロックに手桶に汲

んだ水を用意し、断水中である旨の周知文書を数か所に貼

付しておりましたが、工事対応と安全確保のために墓園内

に近付けず、ご不便をおかけしてしまいました。計画的な工

事等に伴う断水については、事前に通知を行っておりますが、

この度の断水は、突発的な断水であり、事前対応ができず、

ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

★ 「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




