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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。
【ベビーマッサージ】（15組、抽選あり）
▽４月13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…４月１日㈬～７日㈫
抽選確認…４月８日㈬～10日㈮
【リズム遊び】（抽選なし）
▽４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…10カ月以上の幼児とその保護者
申し込み…４月８日㈬～14日㈫
【ヨガ】（15組、抽選あり）
▽４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…親対象です。子どもさんは託児します。
申し込み…４月15日㈬～21日㈫
抽選確認…４月22日㈬～24日㈮

【ミュージック・ケア】（抽選なし）
▽５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…１歳４カ月以上の幼児とその保護者
申し込み…４月24日㈮～５月７日㈭
■いどばた広場【誕生会】(要申し込み) 
▽４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
内容…４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…４月13日㈪まで
▽５月15日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）
申し込み…４月20日㈪～５月11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13･20･27日、金曜10･17･24日　
　　　　　　　　　　　 13：00～16：30
月曜６日、火・水曜日、金曜３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
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要
申し込み）
▽４月24日㈮ 14：00～15：00
内容…「こいのぼりを作ってみよう！」お家の中に飾
れるかわいいこいのぼりを作ってみませんか。はじめ
ましての人も、引き続きの人も多数のご参加をお持ち
しています。
持ち物…お茶
申し込み…４月６日㈪～17日㈮までに来所または電話
で申し込みください
【４月のおやつの日】（先着10組）
▽４月21日㈫ 14：00～15：00

■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。）
※４月の土曜広場開放日…４日、25日

内容…「にんじんカステラ」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（親子で100円）､エプ
ロン･三角巾
申し込み…４月６日㈪～16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。
【こいのぼりを作ろう】
▽４月６日㈪～８日㈬ 10：00～16：00のいつでも
持ち物…のり、手拭き用おしぼり
【４月の誕生会＆ランチデー】
▽４月13日㈪ 10：00～
　４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

※４月２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】　４月２日㈭～６日㈪ 午後３時
　　　　　　　　　（抽選日：６日㈪ 午後４時～）
【先着受付期間】　４月６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、３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

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60cｍ） 未使用 無料
803 雛人形（島津、７段飾り） 中古 無料

805 盆栽鉢
（形色々、数十個あり、盆栽付きのものあり） 中古 無料

807 座布団（25枚、55×55ｃｍ黄土色系） 中古 無料

809 全身マッサージチェアー　
（ファミリーイナダ社 FMC-J550 ブラウン） 中古 無料

810 ★学習机（コイズミ） 中古 無料

811 ★子ども用車　三菱パジェロ
　（縦50×横幅25×高さ40ｃｍ） 中古 無料

812 ★冷蔵庫（46ℓ、白、中国製） 中古 無料

813 ★小型掃除ロボット
　（ツカモトエイム、25ｃｍ（小型タイプ）） 中古 無料

814 ★セラミックファンヒーター
　（ＴＤＫ、ＫＨ－61Ｎ） 中古 無料

815 ★製図台（椅子付き、幅約200×奥行約100
　×高さ150ｍ、木製、定規付き） 中古 無料

816 ★マッサージチェア（フジ医療器、ＡＳ352） 中古 無料

817 ★子ども用砂場（カエルの形、蓋つき、縦90
　×横80×高さ40ｃｍ） 中古 無料

818 ★ガス炊飯器（リンナイ、３升炊き） 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
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

56 チャイルドシート（新生児用） 無料
57 ベッド（ベビー用） 無料
58 電子レンジ（メーカー問わず） 無料

59 折りたたみ式机
（２台、幅：約182×奥行：約75×高さ：約75cｍ） 無料

60 ディズニー英語システムdwe トークロングカード プレイ
メイト 無料

62 ★自転車（22インチ、大人用、白） 無料
63 ★ノートパソコン（ＤＶＤスロットがあるもの） 相談
64 ★ミシン（規格、型式等応相談） 無料

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

4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

【ご意見】
私は、毎年市から健康診断の案内をいただき受診して

います。ありがとうございます。
息子（26歳）は自営業ですが、自発的以外に健康診断

の機会がなく、また受けていないので心配しています。
企業等に所属している方は、労働安全衛生法で企業が健
診を行うように定め、その機会があります。

自営業の者も健康保険税を払っているのですから、健
診の機会を設けていただければありがたいです。

年寄より若い方に手厚い政策をお願いします。

【回　答】
自営業者等が加入する国民健康保険では、40歳以上の

被保険者を対象に「特定健康診査」を実施しています。
これは、高齢者の医療の確保に関する法律及び国民健康
保険法に基づき、国の制度として、糖尿病等の生活習慣
病になるリスクが高くなる40歳以上をターゲットにした
健診になります。

ご提案いただきましたように若い方も含めて被保険者
全員の健診をすることは望ましいと考えますが、国民健
康保険税の対象経費となる健診の経費と生活習慣病の予
防の効果とのバランスを考え、リスクが高くなる対象の
方に集中して実施をしているため、40歳未満の方には無
料の受診券は送付していません。

ただし、市の単独事業として、40歳未満の方にも受け
られる特定健康診査以外の健（検）診事業は、国民健康
保険の被保険者全員を対象に「人間ドック・脳ドック健
診助成制度」と国民健康被保険者に限らず市在住の18歳
から39歳までの方を対象とした、「生活習慣病健診」（自
己負担2,500円）を設けておりますので、そちらをご利用
いただけたらと考えます。

　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

★ 「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。




