
市内にある 3か所の子育て支援センターでは、
未就園児を対象に下記の催しを実施しています

■子育て支援センター

★きたの子育て支援センター
　☎ 518－ 1866、FAX587 － 6226

■子育て広場（予約不要）
　センター内、園庭で自由に遊べます。
毎週月曜～土曜日10：00～12：00・13：00～16：00
※土曜広場開放日…９日、16日、23日、30日
■５月のわくわく遊び「お散歩」

　基本的にお天気のよい日は、毎日開催します。
10：30までにお集まりください。
■パパデー（予約不要）
▽５月９日㈯ 10：00～12：00・13：00～16：00
※時間内ならいつでも参加できます
内容…「母の日のプレゼント製作」
※パパ以外の参加も可能です
■手作りおやつ（１歳以上児親子）（要予約）
▽５月14日㈭ 14：00～15：00
内容…健康推進委員さんが作るおやつをいただきなが
らレシピを教えてもらいます。
申し込み…５月13日㈬までに来所または電話でお申し
込みください。
持ち物…お茶、おやつ代50円
■０歳児サロン「ありんこ」（３～11か月児の親子）
▽５月22日㈮ 13：30～15：00　（要予約）
内容…おやつ作りと座談会
※簡単な手作りおやつを囲んで交流します
申し込み…５月15日㈮までに来所または電話でお申し
込みください。
持ち物…お茶、おやつ代50円
■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）
　対象年齢を設定していますが、対象年齢以外のお友
だちも遊びに来ていただけます。（予約不要）
▽５月11日㈪ 10：00～「大布、新聞紙遊び」主に２歳
以上
▽５月12日㈫ 10：00～「大布、新聞紙遊び」主に１歳
～２歳未満
▽５月13日㈬ 13：30～「タオルを使ったふれあい遊び」
主に１歳未満
持ち物…バスタオル１枚、フェイスタオル１枚

▽５月18日㈪ 10：00～「５月のお誕生日会」
　５月生まれのお友だちだけではなく、みんなでお祝
いしましょう。
▽５月22日㈮ 10：00～「わんぱく＆ランチデー」
　わんぱく広場（公園）で遊んで、お昼も一緒に食べま
せんか。
持ち物…お弁当、お茶、シートなど
※お弁当を食べない人は11：30解散
■フレンド広場　自由に親子で遊べます。（予約不要）
ミックスクラブのない時間帯10：00～16：00
毎週土曜日10：00～12：00
■子育て相談　毎週月曜～金曜日10：00～16：00
■子育て電話相談　毎週月曜～金曜日10：00～16：00
■個別相談事業（要予約）　毎週土曜日13：00～16：00

★野洲市子育て支援センター
　☎ 518－ 0830、FAX518 － 0831
■にこにこ広場　自由に親子で遊べます。（予約不要）
毎週月曜・金曜日13：00～16：30
毎週火曜・水曜日９：30～12：00・13：00～16：30
毎週木曜日９：30～12：00
○火曜～木曜日は、最後に少しふれあい遊びをしています
■いどばた広場

【全年齢】（予約不要）
▽５月１日㈮ 10：30～11：30（受付／10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
内容…ふれあい遊び、保護者交流、５月生まれお祝い
【双子三つ子の会】

▽５月11日㈪ 10：30～11：30（受付／10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター３階にこにこ広場
内容…ふれあい遊び、保護者交流
【１歳児対象】（要予約）
▽５月25日㈪ 10：30～11：30（受付／10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
内容…手作りおやつ、ふれあい遊び、保護者交流
持ち物…皿、フォーク、おしぼり、お茶、材料費50円
申し込み…５月13日㈬～19日㈫来所または電話でお申
し込みください。
■子育て支援講座

【ミュージックケア】（要予約：先着30名）
▽５月18日㈪ 10：30～11：30（受付／10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
講師…堤芹華さん
申し込み…５月７日㈭～13日㈬来所または電話でお申
し込みください。
■子育て相談事業　毎週月曜～金曜日９：30～16：30
電話相談・個別面談（個別面談は要予約）
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ものをいかす交換銀行
　斡旋対象者…市内在住者（古物商除く）
　問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834
　受付時間…月曜～金曜日（祝日を除く）8：30～17：15
　※５月１日㈮～受付（先着順）
　★印は今月号からの掲載分です。

　このコーナーは、広聴制
度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 － 6037、℻ 586 －
2200

【ご意見】
関西フィルハーモニーのチケットを野洲市民に限
り、一週間前に購入する時、なぜ、住所・氏名を記入
しなければならないのか？
市民であることを証明するために免許証を提示する
ことは理解できますが、なぜ署名しなければならない
のか。毎年、同じ事を思います。
時間もかかるし、面倒でもあり、止めて欲しいです。

【回答】
チケット購入時の住所・氏名の記入は、任意を前提
にお願いしており、仮に記入されない場合でもチケッ
トはご購入いただけます。
ご記入をお願いしたい理由は、以下の 2点です。
① 新型インフルエンザ等により公演が中止となり払戻
しが生じた際、またはチケットを紛失された際のお
問い合わせに対する購入履歴の照合・確認のため
　（他のプレイガイドでの購入と区分するため）
② 同じジャンルの公演が決定した際にダイレクトメー
ルでお知らせをするため

①の紛失は、20 席近く対応することもあります。ま
た、障がいのある人や介助者を伴って来場される人な
どを事前に把握することで、当日スムーズに対応する
ことが可能となっています。
②はご記入時点から概ね２年間を利用期間としてお
り、毎回住所・氏名をご記入いただくのは、上記②の
期間更新の意味もあります。
また、購入者の転居・電話番号の変更などもあり、
連絡先を最新の情報にするためです。
以上は発売日にお待ちいただいている皆さまに、職
員が事前に説明しており、窓口にも目的・個人情報の
取り扱い等について掲示しています。
なお、「時間がかかる」とのことですが、混雑の原
因の多くは、お客様に席を選んでいただく時間を要し
ている点にありますが、これは他のプレイガイドにな
い文化ホール窓口ならではのサービスであると考えて
います。電話予約も行っていますので、ご利用くださ
い。
以上が教育委員会の回答です。

①は、不測の事態により公演が中止となった場合の
対応、②は、継続して文化ホールをご利用いただくた
めの情報発信という点で妥当な理由であり、任意を前
提にチケット購入時に住所・氏名の記入をお願いして
いることについて問題はないと考えます。ただ、市民
の皆さんへの周知が不十分であるのではないかと思い
ます。
必要な情報は漏れなく適切に発信することで十分な
説明責任を果たすよう、周知について一層の工夫を検
討するよう教育委員会に伝えたところ、申込用紙にも記
入は任意である旨追加記載したとの報告を受けました。

譲ります
番号 品　名 使用状況 希望価格

78 こども用ピアノ教材（ヤマハ製、詳細は環境課へお問い合わせださい。） 中古 相談

81 二本脚ダイニングテーブル（濃茶色、木製、縦90cm×横180cm×高70cm） 中古 無料

83 ミニ模型飛行機セット（組立済み） ７台 中古 無料

89 ひな人形（７段）と五月人形のセット 中古 無料

92 英語辞書（アメリカの国語辞書）３冊（各約16万語収録） 中古 無料

93 五月人形（幅49cm×高57cm×41cm、オルゴール付き) 中古 無料

94 都市ガスストーブ 未使用 相談

97 学習机２個（小学生用） 中古 無料

98 ★稲の苗箱　100箱 中古 無料

99 ★手動式穀物選別機（金属製　横幅約１m×高80cm×奥行50cm） 中古 相談

100 ★自転車（24インチ、変速付き） 中古 3,500円

101 ★柔道着　２号（小学生用） 中古 無料

102 ★木製テーブル（薄茶色、縦59cm×横104cm×高42cm） 中古 無料

103 ★水槽（縦30cm×横61cm×高さ37cm） 中古 無料

104 ★布製カーテン　２枚（縦１ｍ×横２m） 未使用 500円

106 ★チャイルドシート（Combi　ブオンキッド） 中古 2,000円

107 ★おたっくす（パナソニック）とインク4本 中古 無料

108 ★漬物石（10㎏） 中古 無料

109 ★スチームアイロン 中古 500円

110 ★草よけシート（1.8ｍ×5ｍ） 中古 無料

111 ★女児用浴衣（黒地にピンクの花柄） 中古 相談

112 ★おひつ（木製１つ、プラスチック製２つ） 中古 相談

譲ってください
番号 品　名 希望価格

726 石臼 無料

727 電子ピアノか電子オルガン（キーボードでも可） 相談

728 中主中学校の体操服（女子用、Ｍサイズ） 相談

729 ノートパソコン（ＸＰ以外） 無料

731 ＣＤ・ＭＤコンポ 無料

732 ガスコンロ（２口タイプ） 相談

733 ジュニアシート 相談

734 ★野洲小　体操服（150cm以上） 相談

735 ★ベビー布団一式（掛け、敷布団） 無料

736 ★守山高校の制服（男子180～185cm） 相談

737 ★ビデオデッキ（旧式ビデオテープ用） 相談

738 ★授乳クッション 相談

739 ★カロム 1,000円

740 ★自転車（大人用） 無料

741 ★掃除機 無料

742 ★自転車（小学生男子使用、22インチ） 相談

743 ★子ども服（男子用、80㎝、１才くらい） 相談

744 ★自転車（大人用） 無料
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