
市内にある3か所の子育て支援センターでは、0歳児
からの在宅（未就園）児を対象に下記の催しを実施
しています。詳しくは、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歳からの未就園の親子でセンター内、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…３日、17日（運動会）、24日、31日
【10月のわくわく遊び】「運動会遊び」

　玉入れやフープなど、普段はない道具を使って、雰
囲気から運動会を楽しみましょう。
【土曜日行事：運動会】

▽10月17日㈯ 10：00～11：30
　年齢ごとの種目や、保護者にがんばってもらう種目
もあります。お友だち、お父さん、お母さん、おじいちゃ
ん、おばあちゃんと一緒に身体を使って楽しく遊びま
しょう。
申し込み… ９日㈮までに来所または電話で申し込んで

ください
持ち物…タオル、水筒、レジャーシート
■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））
▽10月５日㈪ 10：00～「運動遊び」
　対象…主に２歳半以上
▽10月６日㈫ 10：00～「運動遊び」
　対象…主に１歳以上２歳半未満
▽10月７日㈬ 13：30～「ふれあい遊び」
　対象…主に１歳未満
　持ち物…バスタオル
▽10月16日㈮ 10：00～「わんぱく＆ランチデー」
　わんぱく広場で遊んで一緒にお昼を食べませんか。
　持ち物… お弁当、お茶、シート等（お弁当を食べな

い人は、11：30に解散します。）
▽10月18日㈰ 10：00～「運動会」（要予約）
　ルンルンおやこひろばと共催、コミセンなかさとにて
　申し込み… 15日㈭までに来所または電話で申し込ん

でください
▽10月26日㈪ 10：00～「10月のお誕生日会」
　10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歳からの未就園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歳児からの未就園の親子で自由に遊べます。
○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

【０歳児からの未就園の全年齢】（予約不要）
▽10月２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、10月生まれお祝い
■子育て支援講座

【リズム遊び】（申込終了）
▽10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階集団検診室
講師…南井早苗さん
【ベビーマッサージ】（要予約）
▽10月19日㈪ 10：30～11：30（受付／10：00～）
対象…２か月～８か月児親子15組（応募多数時抽選）
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
持ち物… ベビーオイル、バスタオル、防水シート 
申し込み… ７日㈬～13日㈫までに来所または電話で申

し込んでください
【太極拳】（要予約）
▽10月26日㈪ 10：30～11：30（受付／10：00～）
対象… ０歳からの在宅（未就園）児の保護者10人程度

（応募多数時抽選）お子さんは託児をします。
会場…野洲市健康福祉センター２階集会室
講師…新富邦子さん 
申し込み… 14日㈬～20日㈫までに来所または電話で申

し込んでください
※ 各種講座は、２人以上のお子さん（在宅）を連れて
の参加もできます。申し込み時にお知らせください。
■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
　※10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

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

平成27年10月24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】
　野洲市出身で現在大阪に住んでいます。ふるさと納
税についてですが、なぜ野洲市はされないのですか？
他の自治体のほとんどがされています。野洲市は税金
が有り余っているのでしょうか？私は野洲出身なの
で、どうせするならふるさとの市にしたいと考えてい
ます。何年も前からこれだけ世間で騒がれているのに、
いまだにサイトが無いのは何故でしょうか。

【回答】
本市では、ふるさと野洲のまちを応援していただく
ために、条例によりまちづくり寄附金制度を設けてい
ます。この制度を「ふるさと納税制度」として位置付
けています。詳しくは、市ホームページトップページ
の右側のバナー「大好き野洲　ふるさと納税」からご
覧いただくことができます。
この制度は、多様な人々のまちづくりへの参加を促
し、個性豊かな活力ある野洲のまちづくりを推進する
ための資金として広く募っているものです。この寄附
金を財源として各種事業を実施しています。
なお、他の自治体では、寄附をいただいた人に、返
礼品等を贈られているところが多いようですが、本市
のまちづくり寄附金制度は、上記の趣旨で行っており、
寄附金は経済的利益の無償の供与であるとともに、寄
附金額の一部が所得税および住民税から控除される仕
組みでもあることから、更に税金を投入して返礼品等
を贈ることは本制度の趣旨に沿ったものではないと考
えています。
多くの皆さんの「自分が育ったふるさとのまちに貢
献したい」、「愛着のあるまち・自分に関わりのあるま
ちを応援したい」、「まちの取組みに賛同する」といっ
た思いを、本市への寄附へつなげていただけると幸い
です。

譲ります
番号 品　名 使用状況 希望価格
130 色紙用額ぶち（２枚、42cm×38cm） 未使用 500円/枚
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
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
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
152 準フォーマル用スカート（４Ｌ、脇ゴム付き、長めの丈） 未使用 無料
158 加湿空気清浄機（ダイキン） 未使用 相談
160 鏡台 中古 無料
161 応接イス（３人掛け） 中古 無料
163 夏しょうじ 中古 無料
165 食卓用の幼児用いす ほぼ未使用 無料
166 ★座卓２つ（150cm×90cm、120cm×80cm） 中古 無料
167 ★額縁６つ（3号、4号、6号、8号、8号、内寸88cm×43cm） 中古 無料
168 ★プラズマテレビ（42インチ、パナソニック、TH-P42G2-K）純正ラック付き 中古 相談
169 ★老人手押し車 ほぼ未使用 相談
170 ★チャイルドシート（アップリカ） 中古 3,000円

譲ってください
番号 品　名 希望価格
765 自転車大人用 無料
767 ガスコンロ（２口タイプ） 無料
768 カラオケ機器（一般家庭用） 1,000円まで
769 体操服（北野幼稚園、100cm～ 110cm） 相談
770 たらい（アルミ製） 無料
771 木製の唐箕 無料
772 手動の籾摺り機 無料
775 ★卓球台 相談
776 ★木工用端材（小学１年生使用） 無料
777 ★卓球台（使えれば見た目は問わない） 無料
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