
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…14日、21日、28日
【11月のわくわく遊び】「お散歩」

　天気の良い日は毎日行います。10時半までに来所、
参加名簿に記入してください。
持ち物…歩きやすい靴、お茶
■【おやつの日】｢鬼まんじゅう｣（要予約）
▽11月19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。
持ち物… お茶、おやつ代50円、（あればエプロン、三

角巾）
申し込み… ２日㈪～13日㈮来所または電話でお申し込

みください。※先着10組
■【パパデー】「パパとふれあい遊び」（予約不要）
▽11月21日㈯ 10：30～13：30
　パパとたっぷり触れ合って親子ともにリラックスした
時間を過ごしましょう。※パパ以外の参加もできます。
■【０歳児サロン】ありんこ（要予約）
▽11月27日㈮ 14：00～15：00　
内容…クリスマスグッズ作り
申し込み… ２日㈪～13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、16日㈪以
降に確認してください。

■子育て相談　随時実施

★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）
▽11月９日㈪ 10：00～「自然物を使った制作」
対象…主に２歳半以上
▽11月10日㈫ 10：00～「自然物を使った制作」
対象…主に１歳以上２歳半未満
▽11月11日㈬ 13：30～「自然物を使ったおもちゃ作り」
対象…主に１歳未満
▽11月16日㈪ 10：00～「11月のお誕生日会」
　11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。
▽11月20日㈮ 10：00～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。

持ち物…お弁当、お茶、シートなど
※お弁当を食べない人は、11：30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
※20日㈮は午前中も開放しています。
○毎週火曜・水曜日 ９：30～12：00・13：00～16：30
○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）
▽11月６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、11月生まれお祝い
【双子・三つ子の会】

▽11月９日㈪ 10：30～11：30（10：00集合）
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）
▽11月30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、バランスボールエクササイズ、

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… 18日㈬～24日㈫来所または電話でお申し込

みください。
※ ２歳児と設定していますが、対象年齢以外のお子さ
んにも利用していただけます。
■子育て支援講座

【ミュージックケア】（予約終了）
▽11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
講師…堤芹華さん
【幼児の安全教室】（要予約）
▽11月16日㈪ 10：30～11：30（受付／10：00～）
会場…湖南消防東消防署２F
講師…東消防署員さん
申し込み… ４日㈬～10日㈫来所又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
　※11月２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11月28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】
　おもに国道 8号の南行きで、特に朝夕のラッシュ時
に㈱ヒラカワ横の側道を南桜方面からの車が抜け道に
使い 8号に合流しています。
　これにより、本来の 8号を南下している車が、無理
やり合流してくる車により交差点内から動けなくなる
事がたびたびあります。
　強引な合流で歩行者や自転車にも接触しそうになり
ながら、クラクションで威嚇しながら割り込むなどた
びたびあります。
　なぜ、この様な道路をいつまでも開放しているので
すか？
　通行止めにすべきだと思いますが。

【回答】
ご指摘の道路につきましては、午前 7時から 9時ま
での間、二輪車・小型特殊車を除いて通行禁止規制が
されています。
通行止めにすべきとのご意見ですが、現行の一般的
な制度では、旧来の道は生かして地域住民の生活は保
障することになっていますので、完全な通行止めは困
難です。守山警察署に対し、一層の法規遵守と取締強
化を図っていただくよう依頼しました。
なお、昭和 57 年に事業化されていながら、ようや
く事業着手され、現在積極的に事業が進められている
国道 8号野洲栗東バイパスの整備により実質的にこの
問題は解決できると考えます。

譲ります
番号 品　名 使用状況 希望価格
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
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
166 座卓２つ（150cm×90cm、120cm×80cm） 中古 無料
173 ★小動物用キャリーケース 中古 無料
174 ★衣紋かけ（帯用）、（高さ130cm×幅30cm） 中古 500円
175 ★厚地カーテン（110cm×110cm、2枚）（150cm×185cm、2枚） 中古 無料
176 ★ロッキングチェアー（イームス、座面はプラスチック、底部が木） 中古 無料
177 ★掃除機（ナショナル） ほぼ未使用 無料
178 ★冬用タイヤとチェーン（タイヤ２年前、チェーン10年前）215/60R/16 中古 相談
179 ★女児服（110cmが73着、120cmが38着） 中古 相談
180 ★車いす 中古 無料
181 ★中型犬ゲージ（65cm×94cm×高さ70cm） 中古 無料
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×47cm×34cm）10個 中古 500円/個
186 ★整理ダンス（桐製、和服用） 中古 無料
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

譲ってください
番号 品　名 希望価格
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
776 木工用端材（小学１年生使用） 無料
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
782 ★メトロノーム 無料
783 ★ランドセル（女児用） 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
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