
市内にある 3か所の子育て支援センターでは、０歳
からの在宅の乳幼児を対象に下記の催しを実施して
います。
※催しについては、各支援センターにお問い合わせ
ください。

■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）
　０歳からの親子がセンター内、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…１日、８日、22日
■８月のわくわく遊び「泡遊び」

　水遊びと平行して石鹸を使った泡遊びを楽しみま
す。着替えを持って来てください。水遊びをする人は、
水着（オムツのお子さんは、水遊び用オムツ）をお持
ちください。
■パパデー

▽８月８日㈯　10：30～11：30
内容…｢プール遊び｣
　保育園の大きなプールを借りて、滑り台やボールな
ど、ダイナミックに遊びましょう。オムツの取れてい
るお子さんは水着、取れていないお子さんは水遊び用
オムツを着用してください。保護者も一緒に入ります。
水着またはそれに変わるものをご用意ください。
■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））
▽８月３日㈪　10：00～「感触遊び」
　主に２歳半以上
　持ち物…手拭き用タオル
▽８月４日㈫　10：00～「感触遊び」
　主に１歳～２歳半未満
　持ち物…手拭き用タオル
▽８月５日㈬　13：30～「感触遊び」
　主に１歳未満
　持ち物…手拭き用タオル
▽８月17日㈪　10：00～「８月のお誕生日会」
　 ８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（予約不要）
　０歳からの親子で自由に遊べます。
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（予約不要）
　０歳からの親子で自由に遊べます。
毎週月曜・金曜日 13：00～16：30
※ 講座等のない10日㈪､14日㈮､17日㈪､24日㈪の午前
中も開放しています
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

【０歳からの在宅児】（予約不要）
▽８月21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、８月生まれお祝い
■子育て支援講座

【リズム遊び】（予約終了）
▽８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
　講師…北野輝重さん
【ベビーマッサージ】（要予約）
▽８月31日㈪ 10：00～11：30（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
　対象…２か月～８か月児親子15組
　持ち物…ベビーオイル、バスタオル、防水シート
　申し込み… ８月19日㈬～25日㈫来所または電話で申

し込み（多数時抽選）
■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
　※８月３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

譲ります
番号 品　名 使用状況 希望価格
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
123 子ども服　40着（女の子　身長95ｃｍ） 中古 相談
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
129 ★自転車（幼児用、補助輪付き、12インチ） 中古 無料
130 ★色紙用額ぶち（2枚、42cm×38cm） 未使用 500円/枚
131 ★ポリバケツ（13ℓ、2個） 未使用 500円
132 ★カーテン（柄あり2枚、幅1ｍ×長さ180cm） 未使用 1,000円
133 ★田中仁の絵（額入り、すい連） 中古 5,000円
134 ★上等茶菓子入れ5個セット 未使用 1,000円
135 ★すき焼き鍋（3つ） 中古 500円/個
136 ★木製たらい（直径55cm） 中古 500円
137 ★蚊帳（ナイロン製、6畳用） 中古 500円
138 ★ガスコンロキャビネット（幅60ｃｍ×奥行き55ｃｍ×高さ70cm） 中古 2,000円
139 ★LPガスコンロ（1口タイプ、2個） 中古 1,000円/個
140 ★扇風機 中古 1,000円
141 ★グリル鍋（電気用） 中古 1,000円
142 ★IHコンロと鍋セット 中古 1,000円
143 ★片手圧力鍋（パール金属、2.5ℓ） 未使用 2,000円
144 ★座卓（120cm×75cm） 中古 1,000円
145 ★座卓5点セット（100cm×75cm） 中古 相談
146 ★シングルベッド（マットレスは新品） 中古 相談
147 ★グラウンドゴルフスティック 中古 相談
148 ★パイプベッド（シングル） 中古 1,000円
149 ★ミニ卓上扇風機（直径20ｃｍ） 中古 500円
150 ★木製キャビネット（90cm×45cm） 中古 2,000円
151 ★寸銅鍋（直径27cm） 中古 相談

譲ってください
番号 品　名 希望価格
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） 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
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
765 ★自転車大人用 無料

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

平成27年8月22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

【ご意見】
　先日、保育園内でアレルギーによるトラブルが発生
しました。
　緊急に保護者説明会が行われたものの、不参加の保
護者への詳しい説明もないようで今後の対策やそれら
の報告もなされていないようです。
　現在、通園中のお子さんの保護者と話したのですが、
このままなかったコトとして処理されてしまうのでは
と不安と憤りを感じています。
　園児、保護者の心身の安定と今後の対応のご指導に
耳を傾けて頂けることを願っています。

【回答】
　去る 5月 27 日に市内公立保育園において発生しま
した、アレルギー疾患のある園児に対する誤食事故に
つきましては、幼児、保護者、市民の皆さんにご迷惑
とご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます。
　今回の事故の直接の原因は、マニュアルの不徹底に
よる配膳の際の確認不足というミスによるものです
が、初期対応と偶然が重なって幸い深刻な事態は避け
られました。しかし、事故を深刻に受け止め、詳細な
経過と原因の確認を行い、再発防止策も明らかにしま
した。直ちに市議会に報告するとともに、報道機関を
通じて市民の皆さんに公表しました。
　また、翌日には緊急公立保育園幼稚園園長会を開催
し、当該園と市内全公立保育園幼稚園に対し、改めて、
園児の安全の確保に対する職員の注意喚起と、より精
度の高い確認システムへの見直しを指示しました。
　当該園の保護者の皆さんには、事故発生翌日に事故
の経過とお詫びを文書でお伝えしました。翌 29 日に
は保護者説明会を開催し、こども課と園から直接お詫
びし、事故の経過を説明して、安全な園の再構築をお
約束しました。さらに、アレルギー症状のある園児の
保護者には、あらかじめ園から個別の説明を行いまし
た。説明会に欠席された保護者には、ご希望に応じて
個別に説明をしています。さらに、再発防止策につい
ては、6月 12 日に文書で保護者にお伝えするととも
に、同 17 日、2 回の説明会を開催し、これについて
も個別の説明や相談等に応じています。
　今後も園児の食の安全の確保に全力を尽くすととも
に、保護者の皆さんに安心いただけるよう、誠意をもっ
てご質問やご相談に応じることはもちろん、市民の皆
さんにとって必要な情報は、これまでどおり透明、公
平、公正を基本として、確実に発信していきます。
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