
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…９日、16日、23日、30日
【１月のわくわく遊び】「お正月遊び」

　たこ揚げ、カルタ、福笑いなど、保護者も一緒に楽
しみましょう。
■【パパデー】｢凧あげ凧作り｣（予約不要）
▽１月16日㈯ 広場の時間帯ならいつでも参加できます。
オリジナルの凧を作り、天気がよければ園庭であげて
みましょう。
■ 【０歳児サロンありんこ】「鬼のお面作り」（３～11
か月児の親子）（要予約）
▽１月22日㈮ 14：00～15：00
申し込み… １月５日㈫～15日㈮来所または電話でお申
し込みください。応募者多数時抽選、18日以降来所ま
たは電話で確認してください。
■【おやつの日】（要予約）　先着10組
▽１月28日㈭ 14：00～15：00
　健康推進員さんにおやつの作り方を教えてもらいま
す。メニュー：「芋つぶし」
申し込み… １月５日㈫～15日㈮来所または電話でお申
し込みください。
参加費…１人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）
▽１月５日㈫ 10：00～「お正月遊び」
対象…主に１歳～２歳半
▽１月６日㈬ 13：30～「ふれあい遊び」
対象…主に１歳未満　　
▽１月７日㈭ 10：00～「お正月遊び」
対象…主に２歳半以上
▽１月18日㈪ 10：00～「１月のお誕生日会」
　１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。

▽１月22日㈮ 10：00～「ランチデー」
　みんなで一緒にお弁当を食べましょう。
持ち物…弁当、おしぼり、お茶
＊弁当を食べない人は11時半で解散です。
■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13：00～16：00
※４日㈪、29日㈮は午前中も開放しています。
毎週火曜・水曜日９：30～12：00・13：00～16：00
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歳から在宅（未就園）全年齢】（予約不要）
▽１月15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、誕生会
【双子・三つ子の会】（要予約）
▽１月18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
申し込み… ６日㈬～12日㈫ 来所または電話でお申し
込みください。
【１歳児対象】（要予約）
▽１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… 13日㈬～19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
　※１月４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28年１月23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】
　野洲市の顔である庁舎の表があれ放題であることが
残念でなりません。職員の人たちも日頃何かとお忙し
いとは思いますが、職場でもあり、何よりも野洲市 
の顔である庁舎を自分たちで清掃なさってはどうで
しょう。
　
【回答】
庁舎前の植え込みおよび池周辺の除草につきまして
は、シルバー人材センターに業務委託し、年 2回の作
業を行っています。
庁舎および敷地が清潔であることは、ご意見のとお
り重要ですが、道路や体育館、文化ホールなどと同様、
限られた人的資源の有効活用および良好な維持管理の
観点から、職員の作業でなく、業務として委託してい
ます。
クリーンセンターや庁舎のエレベーターなど安全面
で譲れない施設は別として、植栽などの管理状態につ
いては個々の価値観による部分もあります。除草の回
数を増やせば、きれいさは増しますが、市民負担と事
業の優先度等を考慮して現行のとおりとしています。
ご意見のとおり野洲市の顔は庁舎ですが、最も大切
な顔は市民サービスの内容と質です。庁舎の適切な維
持管理はもちろんのこと、市民に必要な基本的なサー
ビスは確実に提供することを基本として、一層のサー
ビス向上に努めてまいります。

譲ります
番号 品　名 使用状況 希望価格

174 衣紋かけ帯用（高さ130cm×幅30cm） 中古 500円

182 低圧電力による精米機（30㎏） 中古 無料

183 ポリバケツ（グレー、18ℓ１個、15ℓ１個）未使用 200円/個

184 旅行トランク（黒、32cm×25cm×高さ60cm） 中古 相談

185 野菜収穫かご（青、67cm×４cm×34cm）10個 中古 500円/個

187 洋服ダンス 中古 無料

188 インクカートリッジ（エプソン、46番、４色パッケージ）２セット 未使用 無料

189 本（世界文化シリーズ）25冊 未使用 500円

190 本（世界のメロディシリーズ）レコード付き 未使用 500円

191 卓球台 ほぼ未使用 10,000円

192 植木鉢（大・小）、盆栽鉢（大・小）多数 一部未使用 相談

195 ひな人形（ガラスケース入り、３段） 未使用 10,000円

197 電気こたつ（正方形） 中古 1,000円

201 ★電験三種教材（カセットテープ） ほぼ未使用 相談

202 ★ムートン敷布団（ダブル） 中古 1,000円

203 ★COOK料理全集（10巻セット） 中古 500円

204 ★トースター（食パン２枚焼き） 未使用 500円

205 ★囲碁盤（碁石付き） 中古 無料

206 ★家庭用ルームランナー ほぼ未使用 5,000円

207 ★ホームこたつ布団 未使用 相談

208 ★布のおむつ（多数あり） 未使用 相談

209 ★小学生用学習机（椅子付き）２個 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格

778 ポータブルMDプレーヤー 相談

779 ライフジャケット（小学低学年用、幼稚園児用）各1,000円まで
780 釣り用クーラーボックス（70ℓ以上の大型） 無料

781 子ども用三輪車 無料

784 着物用ハンガー（着物が吊り下げられればどんなものでも） 相談

785 ガーデンテーブル・椅子セット 相談

786 ダブルベッド（フランスベッド） 相談

788 七五三用の男子スーツ（110cm～ 120cm） 無料

790 自転車（子どもを乗せられるシート付き） 無料

791 ★ランドセル（男児用） 無料

792 ★学生服（野洲北中・男子用） 無料

793 ★ラジカセ（カセットおよびMD） 相談

794 ★電子レンジ 無料
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