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■子育て支援センター
※新型コロナウイルス感染症対策のため、５月６日（振休）まで休館しています。５月の行

　事等も変更する場合がありますので、詳細は各支援センターにお問い合わせください。

■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）
▽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…５月７日㈭まで
【ベビーダンス】（25組、抽選あり）
▽５月18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…３カ月～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…５月１日㈮～12日㈫
抽選確認…５月13日㈬～15日㈮
【ベビーマッサージ】（15組、抽選あり）
▽５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…５月18日㈪～22日㈮
抽選確認…５月25日㈪～27日㈬
【ミュージック・ケア】（抽選なし）
▽６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
対象…１歳４カ月未満の幼児とその保護者
申し込み…５月20日㈬～26日㈫
【バランスボール】（30組、抽選あり）

▽６月８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…５月27日㈬～６月２日㈫
抽選確認…６月３日㈬～５日㈮
■いどばた広場【誕生会】(要申し込み) 
▽５月15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
※誕生月以外の人も参加できます。
内容…５月生まれ誕生会、ペープサート、簡単製作
申し込み…５月11日㈪まで
▽６月５日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）
申し込み…５月18日㈪～６月１日㈪
■いどばた広場【おやつ】(要申し込み) 
▽５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
内容…手作りおやつ試食、親子ふれあいあそび
対象…11カ月～２歳未満までの乳幼児とその保護者
申し込み…５月13日㈬～19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、火曜26日、金曜日８･15･22日　
　　　　　　　　　　　 13：00～16：30
火曜12･19日､水曜日、金曜29日　
　　　　　　　　　　 　９：30～12：00、13：00～16：30
毎週木曜日　　　　　　 ９：30～12：00

【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要
申し込み）
▽５月22日㈮14：00～15：00
内容…「簡単おもちゃ作り」
持ち物…特にありませんが、のりや絵の具を使う予定
ですので、汚れてもいい服装でお越しください。
申し込み…５月７日㈭～15日㈮までに来所または電話
で申し込みください。
【５月のおやつの日】（先着10組）
▽５月19日㈫14：00～15：00
内容…「芋もち」健康推進委員さんにおやつ作りを教

■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。）
※５月の土曜広場開放日…23日

えてもらい、みんなで作ります。
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…５月７日㈭～14日㈭
■子育て相談　随時実施しています。

■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。
【新聞遊びをしよう】

▽５月11日㈪～13日㈬ 10：00～16：00のいつでも
【５月の誕生会＆ランチデー】

▽５月18日㈪ 10：00～11：30
　５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
【わんぱくの日】

▽５月15日㈮・29日㈮ 10：00～12：00
　みんなでセンター前のわんぱく広場で遊んだり、近
隣にお散歩に行ったりします。10：30頃に出発し30分
～１時間ほどの予定です。天候などにより、時間を調
節したり、中止にしたりすることがありますので、あ
らかじめご了承ください。
持ち物…帽子、お茶、汗拭きタオルなど
■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）

★きたの子育て支援センター

　☎ 518 － 1866、FAX587 － 6226

★あやめ子育て支援センター

　☎・FAX589 － 2928

★野洲市子育て支援センター

　☎ 518 － 0830、FAX518 － 0831
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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

※５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】　５月７日㈭～11日㈪ 午後３時

　　　　　　　　　（抽選日：11日㈪ 午後４時～）

【先着受付期間】　５月11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、４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

805 盆栽鉢（形色々、複数あり、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

812 冷蔵庫（46ℓ、白、中国製） 中古 無料

815
製図台（椅子付き、幅約２×奥行約１×高
さ1.5ｍ、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
子供用砂場（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

819 ★石油ファンヒーター（２台） 中古 無料

820
★電子ピアノ
　（ヤマハ、ＹＤＰ-201、木目、1999年製）

中古 無料

821 ★自転車（子供用、24インチ、ライトブルー） 中古 無料

822 ★スキー板（長さ175ｃｍ、ケース付き）
ほぼ
未使用

1,000円

823 ★エレクトーン（10年前） 中古 無料

824
★ パソコン専用机（三段式、キーボード用引

出、プリンター置き場（取外し可））
中古 無料

825
★ベビーの組布団セット
　（㈱イマージ、ひよこ柄）

中古 無料

826
★テニスラケット
　（硬式用、１本、朱色っぽい色）

中古 500円

827 ★エレクトーン（ヤマハ、ＨＳ-５） 中古 無料

828
★ドクターマット（キッチンマット）
　（アサヒ軽金属、180ｃｍ、緑色）

中古 1,000円

829
★ 自転車（折りたたみ、片山右京オリジナル、

７段内装変速、銀色）
中古 2,300円

830 ★エレクトーン（ヤマハ、ＥＬ70、黒） 中古 無料

譲ってください

番号 品　名 希望価格

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

65 ★野洲中学校学ラン上着（175Ｂ以上） 無料

毎月第４土曜は

廃食油回収の日
５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

「発 達 支 援 セ ン タ ー 通 信 」

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

　新年度が始まり、１カ月が経ちました。入園や入学、

就職等で新しい環境になり、周りの人と上手に人間関

係が築けるだろうかと不安になった人もいたかと思い

ます。この人間関係を築くのに必要な会話やコミュニ

ケーションを苦手としている人の中に、発達障がいの

ある人がいます。

　例えば、発達障がいの診断のひとつである自閉症ス

ペクトラムの特徴として、コミュニケーションの障が

い、対人関係・社会性の障がい、パターン化した行動

やこだわり等があります。また、暗黙の了解が苦手だっ

たり、感覚が過敏で大きな音や特定の音、光の刺激が

苦手なこともあります。

　発達障がいの原因はまだよくわかっていませんが、

現在では脳機能の障がいと考えられていて、幼少期か

らその症状は現れています。決して、親の育て方や本

人の努力不足によるものではありません。

　また、発達障がいは、知的障がいを伴うものからそ

うでないものまで、広い範囲を含んでいます。時には

とても優れた能力が発揮される場合もあり、周りから

みてアンバランスな様子が理解されにくく、またコ

ミュニケーションや対人関係をつくるのが苦手なこと

もあって、その行動や態度から発達障がいについて誤

解されてしまうこともあります。

　しかし、早めに障がいに気づき、周囲の人々の理解

が得られ、早い時期から能力を伸ばすために必要な支

援や環境の調整が行われることで、社会に適応する能

力を身につけ、さまざまな能力を発揮することができ

ます。何よりも周囲の人々の正しい理解と支援が大切

です。

発達障がいを正しく理解しよう


