
■子育て支援センター
※ 新型コロナウイルス感染症対策により各種行事等を変更する場合があります。
　最新情報は市ホームページをご覧いただくか、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。
※ 場所はすべて野洲市健康福祉センター３階にこにこ

広場です。
【リズム遊び】（20組、抽選あり）　※受け付けは終了
▽８月３日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～)
対象…10カ月以上の乳幼児とその保護者
【ミュージック・ケア】（20組、抽選あり）
▽８月24日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～)
対象…１歳４カ月以上の乳幼児とその保護者
申し込み…８月11日㈫～18日㈫ 
抽選確認…８月19日㈬～21日㈮
【ベビーマッサージ】（15組、抽選あり）
▽８月31日㈪ 10：30～11：30（受付10：15～)
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…８月19日㈬～25日㈫
抽選確認…８月26日㈬～28日㈮
【ミュージック・ケア】（20組、抽選あり）
▽９月14日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～)
対象…１歳４カ月未満の乳児とその保護者
申し込み…９月２日㈬～８日㈫ 
抽選確認…９月９日㈬～11日㈮
■いどばた広場【誕生会】(要申し込み) 
▽８月17日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）

内容…８月生まれ誕生会、ペープサート、簡単製作
申し込み…８月12日㈬まで
▽９月４日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）
申し込み…８月17日㈪～９月２日㈬
■いどばた広場【双子三つ子の会】 
▽９月７日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
内容…保護者交流、親子ふれあい遊び
申し込み…８月26日㈬～９月１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）

☆★☆ 夏期限定広場の開放 ☆★☆

　夏期限定で通常の広場とは別室で広場開放を行います。
　日時および対象に限定があります。

日時…８月３・４・７・17・18・25・28・31日
　　　９：30～12：00、13：00～16：30
場所…野洲市健康福祉センター２階集団指導室
対象 …未就園児とその兄弟姉妹の幼稚園・こども園（幼稚園

　部）の子とその保護者、小学生と幼稚園児のみでの利
　用はできません。

※ 新型コロナウイルス感染症対策により変更になる場合があり
ます。詳細はお問い合わせください。

■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。
月曜日　  　　　13：00～16：30
火曜、金曜日　　 ９：30～12：00、13：00～16：30
水曜、木曜日　　９：30～12：00

【８月のわくわく遊び】「水遊び＆泡遊び」

　新型コロナウイルス感染症対策のため、今年は大きな

ビニールプールは使用しません。水遊び用の洗面器とお

もちゃを準備しお渡ししますので、極力おもちゃの共有

は避けてください。使用後は一旦職員に返却してくださ

い。消毒をしてから次の人にお渡しします。

　水遊びをしたい人、泡遊びをいっぱいしたい人、それ

ぞれの楽しみ方で水の気持ちよさを楽しんでください。
持ち物…着替え、タオル
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要

申し込み）

▽８月21日㈮ 14：00～15：30
内容…「簡単おもちゃを作ろう！」糊やハサミを使っ

■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。

８月の土曜広場開放日…15日

てすぐに遊べる簡単おもちゃを作ろう。
持ち物…特にありません。材料はこちらで準備します。
申し込み…８月３日㈪～14日㈮までに来所または電話

で申し込みください
■子育て相談　随時実施しています。

★きたの子育て支援センター

　☎ 518 － 1866、FAX587 － 6226

■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。
【色水遊びをしよう】

▽８月３日㈪～５日㈬ 10：00～16：00
持ち物…着替え、タオル
【８月の誕生会】

▽８月17日㈪ 10：00～11：30

８月生まれの友だちをみんなでお祝いしましょう。
【かえっこバザー】

▽８月31日㈪～９月４日㈮
■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）

★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

☆★☆ 夏期限定広場の開放 ☆★☆

日時…８月12～15日　９：30～16：00
対象 …未就園児とその兄弟姉妹の幼稚園・こども園（幼稚園

　部）の子とその保護者
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毎月第４土曜は

廃食油回収の日
８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

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

※８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】　８月４日㈫～６日㈭ 午後３時

　　　　　　　　　（抽選日：６日㈭ 午後４時～）

【先着受付期間】　８月６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、７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

831
フランス人形（白いドレス、ガラスケース：幅50
×奥行40×高さ70ｃｍ程度）

中古 無料

833
携帯電話カバー（Ｙ!mobile、DIGNO®E、
503KC-YM（黒））

中古 相談

836
ケース入り日本人形（ケース縦33.5×横28×
高さ54ｃｍ、絹の着物）

中古 無料

837
スキヨドールズリボン（フランス人形、ケース
縦46.5×横40.5×高さ63.2ｃｍ）

中古 無料

838
子ども用自転車

（女の子用、３歳～６歳用、ピンク）
中古 無料

842 座卓（ガラス板あり、60ｃｍ程度） 中古 無料

843 ソファー（２～３人掛け） 中古 無料

844
アイリスオーヤマクローゼット（キャリー＆ふた
付、縦38×奥行55×高さ33ｃｍ、クリア）

中古 無料

846
プロパンガスファンヒーター

（大阪ガス、型番140-5763、約10畳用、白色）
中古 無料

849
事務用回転イス（高さ：71～81ｃｍ※調整可
能、座面：奥38×幅40ｃｍ）

中古 1脚500円

852
★ 衣紋掛け
　（Ｌ字型、幅80×高さ150ｃｍ、木製、こげ茶）

中古 無料

853 ★卓上電子ピアノ（ヤマハ） 中古 無料

854
★ 洋服ダンス（幅1.55×奥行0.58×高さ1.93

ｍ、茶色、戸４枚、引出し３段）
中古 無料

855 ★ドラムセット（メーカー、型式不明） 中古 無料

856
★リアカー
　（整備済、幅90×長さ170ｃｍ、黒色）

中古 5,000円

857
★漬物石（２個、直径約50ｃｍ、持ち手あり、
　両方もらっていただける人）

中古 無料

858 ★うさこちゃんとじてんしゃ等絵本（７冊） 中古 無料

譲ってください

68 グラウンドゴルフパター（１本、メーカー問わず） 無料

70 車いす（大人用） 無料

71 ★エレクトーン（持ち運びが可能なもの） 無料

73 ★だっこひも（メーカー等相談） 無料

74 ★ベビーカー（Ａ型） 無料

75 ★自転車（26インチ、変速あり） 無料

76 ★自転車（26インチ以上） 無料

77 ★テーブル（１脚、規格等希望なし） 無料

【ご意見】

２児の父です。

子ども医療費の助成制度について問い合わせします。

現在、医療費の無料化が未就学児までとなっています

が、小学生以降の児童の無料化も検討していただきたい

です。高齢化対策も踏まえ、若い世代の人口増加は重要

であり、野洲市の発展の為にも子育てし易い環境は、必

須だと考えます。私の周りでも子どもの医療制度を理由

に野洲市への居住を選択肢から外す方の話も聞きます。

これからの未来を担う子ども達の為に安心出来る医療

制度の検討を是非お願いします。他の市よりもより進ん

だ制度を作って野洲市の魅力をアップさせてください。

また、願わくば面積だけの話ではなく、もっと子ども

が喜ぶような内容の公園の整備もお願いします。

【回　答】

子どもの医療費助成制度につきましては、本市では現

在、通院医療費の助成を乳幼児まで、また入院医療費の

助成を中学３年生までとしていますが、来年度、令和３

年４月１日から小学１年生から小学３年生までの通院医

療費について新たに助成拡大（調剤以外は、１カ月に１

診療機関あたり500円の自己負担あり。）する計画です。

すでに市議会の議決も経ています。

詳しくは、改めて、広報紙やホー

ムページでお知らせします。

次に公園整備についてですが、

今年度にみどりの保全および緑化

の推進に関する事項を定めた「み

どりの基本計画」を策定します。そ

のなかで魅力ある都市公園等の整

備や遊具の設置について計画を策

定し、実現を図っていきます。

　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、今
年度は、11 月号に掲載予定です。

　なお、任意様式でも随時受け付けしています。
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