
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…４日、11日、18日、（25日は夏祭り）
■７月のわくわく遊び「水遊び」

　大きなプールでは、オムツの取れたお子さんもしくは、
水遊び用のオムツを着用したお子さんは遊んでいただけ
ます。その他、水遊び用オムツのない場合でもバルコニー
で遊べるよう水場を用意しています。
■手作りおやつ（１歳以上児親子）（要予約）
▽７月16日㈭ 14：00～15：00　
メニュー…「大豆の落とし焼き」
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…７月10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、おやつ代一人50円
■【０歳児サロン】ありんこ（要予約）
（３～11か月児の親子）
▽７月24日㈮ 13：30～15：00「水遊び」
申し込み…７月10日㈮までに来所または電話でお申し込
みください
持ち物…オムツ、バスタオル
■行事：夏祭り

▽７月25日㈯ ぜひご参加ください。
＊詳細について、当センターまでお問い合わせください。
■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。（予約不要））
▽７月１日㈬ 13：30～「足型でお魚作り」
　主に１歳未満
持ち物…足拭き用タオル
▽７月７日㈫ 10：00～「七夕の集い」
持ち物…のり、手拭き用タオル

▽７月13日㈪ 10：00～「７月のお誕生日会」
　７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。
■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）
▽７月３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、７月生まれお祝い
【双子・三つ子の会】

▽７月６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
【２歳児対象】（要予約）
▽７月13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…７月７日㈫ までに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
　※７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】
確定申告について
① 大半の高齢者は手書きで作成していると思われる。
② 申告日には朝の 7時 30 分頃から行列を作っていて、
昼頃までかかる時もあった。
③ 税務課の担当者も当日は、10 人程が申告者の説明
にあたっている。
④ 申告者の大半は必要書類を持参し、一部は記入でき
る状態の人が多いと思われる。税務課担当者は持参
された書類等を確認し、申告を行っている。
⑤ 確定申告の期間中は本来の業務ができないと思う。

○高齢者であっても、パソコンの基本動作はできると
　思われるので、確定申告のポイント等の講習会をし
　ていただけないでしょうか。
○メール送信できない人用には税務課に BOXを設け
　てその中に入れる。 申告者の手間が省け、職員の業
　務の削減につながると思います。

【回答】
現状はご指摘のとおりであり、確定申告相談業務の
合理化や効率化に向け、課題は数多くあります。
ご提案の確定申告に関する講習会の開催は、市民一
人ひとりの納税意識を高めていく上でも意義のある取
り組みだと考え、草津税務署へお伝えします。
市でも、年金所得の申告、医療費控除等の還付申告
等、毎年同様の申告をされる人も数多くおられますの
で、相談時に、可能な限り申告書の作成方法も併せて
説明するよう努め、自書申告の推進を図っていきます。
現在国では、申告手続きがインターネットで行える
e-Tax の利用やパソコンによる申告書作成を推奨して
います。これは、自宅から申告書を送信できたり税額
が自動計算できたりするなどの利点があります。これ
まで市の広報紙でも啓発していますが、今後も引き続
き、一層の利用拡大に向け周知していきます。
また、ご自身で作成された申告書を市税務課へご持
参いただいた場合は、お預かりし、税務署に送付して
います。これもすでに市の広報紙でお知らせしていま
すが、自書申告推進の観点から今後も引き続きお知ら
せしていきます。

譲ります
番号 品　名 使用状況 希望価格
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
116 赤ちゃん用バウンサー（電池式） 中古 無料

120 ひのきのお風呂（縦70cm×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
123 ★子ども服　40着（女の子　身長95cm） 中古 相談
124 ★マッサージチェア 中古 無料
125 ★電子ピアノ（焦げ茶） 中古 相談

126 ★エプソンインクカートリッジ（IC6CL32）６色パック１箱と４色バラ 未使用 1,000円

127 ★革細工用の牛革（半牛分×３） 未使用 3,000円

譲ってください
番号 品　名 希望価格
736 守山高校の制服（男子180～185cm） 相談
739 カロム 1,000円
741 掃除機 無料
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
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
758 ★自転車（大人用三輪車） 相談
759 ★テント（２人用、ドーム型） 相談
760 ★植木鉢（７号以上の物） 無料
761 ★洗濯機（あまり大きくなくても可） 相談
762 ★自転車（24インチか26インチ） 無料
763 ★ジーンズ（ウエスト88cm、男女問いません） 無料
764 ★ベビーゲート（階段に取り付け用） 相談

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

平成27年7月25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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