
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…６日、13日、27日
■６月のわくわく遊び「小麦粉粘土」

　小麦粉で作った安全な材料で、粉から粘土になる様
子も楽しみましょう。アレルギーのあるお子さんには
片栗粉を使ってもらいます、スタッフにお声掛けくだ
さい。
■パパデー（要予約）
▽６月27日㈯ 14：00～15：00
「おやつづくり」パパ以外の参加も可能です。
持ち物…お茶、材料費50円、（あれば）エプロン、三角
布
申し込み…６月25日㈭までに来所または電話で申し込み
■手づくりおやつ（健康推進委員さん）（要予約）
▽６月18日㈭ 14：00～15：00
対象…１歳以上（先着10名）
申し込み…６月12日㈮までに来所または電話で申し込み
■親子サロン

【０歳児サロン】ありんこ（３～11か月児親子）
▽６月26日㈮ 13：30～15：00（要予約）
内容…「水遊び用おもちゃ作り」
持ち物…牛乳パック１ℓのもの１本
申し込み…６月12日㈮までに来所または電話で申し込み
■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
すが、対象年齢以外のお友だちも遊びに来ていただけ
ます。）
時間（共通）…10：00～12：00（予約不要）
▽６月８日㈪ 主に２歳半以上「梅雨時の製作遊び」
▽６月９日㈫ 主に１歳～２歳半未満「梅雨時の製作遊び」
▽ ６月10日㈬ １歳未満※この回のみ13：30～  
「カタツムリのおもちゃ作り」
持ち物…手拭き用おしぼり
▽６月15日㈪ 「６月のお誕生日会」
　６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。
▽６月19日㈮ 「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
※弁当を食べない人は11：30解散
持ち物…お弁当、おしぼり、お茶、シート

▽６月29日㈪ 主に２歳半以上「泡遊び」
▽６月30日㈫ 主に１歳～２歳半未満「泡遊び｣
■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の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
＊19日は午前も開放しています。
■いどばた広場

【全年齢】（予約不要）
▽６月５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、６月生まれお祝い
■子育て支援講座

【リズム遊び】（申込終了）
▽６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階集団検診室
講師…南井早苗さん
【ミュージックケア】（要予約、先着30人）
▽６月８日㈪ 10：30～11：30（受付／10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター１階集団検診室
講師…堤芹華さん
申し込み…６月２日㈫まで来所または電話で申し込み
【子どもの安全教室】（要予約）
▽６月15日㈪ 10：30～11：30（受付／10：00～）
会場…湖南消防東消防署
講師…東消防署員
申し込み…６月３日㈬～９日㈫来所または電話で申し
込み
【ベビーマッサージ】（要予約）２か月～８か月児親
子10名程度
▽６月22日㈪ 10：30～11：30（受付／10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター２階集会室
講師…尾﨑朋子さん
申し込み…６月10日㈬～16日㈫来所または電話で申し
込み（多数時抽選）
【運動遊び】（要予約）
▽６月29日㈪ 10：30～11：30（受付／10：00～）
会場…野洲市健康福祉センター１階集団検診室
講師…スポーツ推進委員
申し込み…６月17日㈬～23日㈫来所または電話で申し
込み
■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
　※６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】
お願いしたいことがございます。
○ 生ごみの小の袋の半分位のができないでしょうか。
１人暮しなので冬は３回分くらいためて捨てます
が、夏は長くおけないので１／３くらいしかなくて
も１袋使うのがもったいないです。

【回答】
○現在の可燃およびプラスチック容器類のごみ袋は、
平成 22 年 10 月の手数料改正に合わせて容量（サイズ）
等を見直したものです。この見直しにあたっては、過
去４年間のごみの排出量の統計データをもとに、標準
的なご家庭から排出されるごみの量を算定するととも
に、ごみの収集運搬作業、ごみ袋の作成経費、さらに
は市民の皆さんのご意見などを踏まえて、総合的な観
点から設定しました。
なお、平成 28 年度後半操業予定の新クリーンセン
ターではプラスチック容器類も可燃ごみ扱いすること
としており、それにあわせ、今年度、ごみ袋の規格等
の検討を行う予定です。検討にあたっては、自治会・
福祉・商工業・農業等各種市民団体の代表者などで構
成されるごみ問題市民会議、パブリックコメント、市
広報などさまざまな機会を通じて市民の皆さんへの説
明とご意見をお聴きする場を持つとともに、専門家や
市民団体の代表者などで構成される廃棄物減量等推進
審議会においても議論していただくなど、丁寧に手続
きを踏んでまいります。

譲ります
番号 品　名 使用状況 希望価格
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） １冊（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
101 柔道着　２号（小学生用） 中古 無料
106 チャイルドシート（Combi ブオンキッズ） 中古 2,000円
107 おたっくす（パナソニック製）のインク（４本） 中古 無料
109 スチームアイロン 中古 500円
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
113 ★大人用おむつ（花王　リリーフ）２パック 未使用 無料
114 ★シングルベッドのマットレス（コイルマット） 中古 相談
116 ★赤ちゃん用バウンサー（電池式） 中古 無料
117 ★卓球台（傷あり） 中古 無料
118 ★囲碁の台（石なし） 中古 無料
119 ★電気工事工具（一部） 中古 無料
120 ★ひのきのお風呂（縦70㎝×横90cm×高さ71ｃｍ） 中古 相談
121 ★マッサージチェア（黒色） 中古 無料
122 ★「大地の子」ビデオ全７巻 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
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
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
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
739 カロム 1,000円
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、80cm、１才くらい） 相談
744 自転車（大人用） 無料
745 ★炊飯器 相談
746 ★い草上敷（４畳半） 相談
747 ★硬式テニスラケット 無料
748 ★農作業道具（スコップ、クワ、スキ等） 相談
749 ★自転車（大人用） 無料
750 ★ミシン（ロックカッター付き） 相談
751 ★パソコン（ワード、エクセル付きのもの） 相談
752 ★自転車用チャイルドシート 相談
754 ★レンガ（大きさ不問） 無料
755 ★剣道用防具（小学校低学年、男児用胴部黒色）２人分 相談
756 ★ぶらさがり器 相談
757 ★チャイルドシート 無料

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

平成27年6月27日午前10時～正午
回収会場：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、エコロジーマーケットやすの会・増村☎ 586－ 1441
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