
市内にある3か所の子育て支援センターでは、0歳か
らの在宅児（未就園）と保護者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）
　０歳からの在宅児（未就園）が親子でセンター内、
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
【４月のわくわく遊び】「お散歩」

　基本的にお天気がよければ毎日出かけます。春の気
持ちよい田んぼ道を目的地を持たずゆっくり歩きま
しょう。
【０歳児サロンありんこ】３～11か月児の親子（要予約）
▽４月22日㈮ 14：00～15：00
内容…「よもぎ団子づくり」
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。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。
■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
　４月は５日㈫から始まります。
■ ミックスクラブ（テーマや行事に沿った遊びをします。
対象年齢以外のお友だちも遊びに来ていただけます。
（予約不要））
 （共通）時間…10：00～
▽４月11日㈪「こいのぼりを作って飾り付けしよう」
対象…主に２歳以上
持ち物…のり、手拭き用おしぼり
▽４月12日㈫「こいのぼりを作って飾り付けしよう」
対象…主に１歳～２歳未満　
持ち物…のり、手拭き用おしぼり
▽４月13日㈬「こいのぼりを作って飾り付けしよう
対象…主に１歳未満　※この会のみ 13：30～
持ち物…のり、手拭き用おしぼり
▽４月18日㈪「４月のお誕生日会」
　４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。
▽４月22日㈮「わんぱく＆ランチデー」
　みんなで一緒にお弁当を食べましょう。センターに
集合して、前の公園で遊びます。※お弁当を食べない
人は、11：30解散

持ち物…お弁当、お茶、おしぼりなど
■フレンド広場　（予約不要） 
　０歳からの在宅児（未就園）が自由に親子で遊べます。
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歳からの在宅児（未就園）が親子で自由に遊べます。
毎週月曜・金曜日13：00～16：30
※１日㈮、４日㈪は午前も開放しています。
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・水曜・木曜日は、最後に少しふれあい遊びをし
ます。
■いどばた広場

【全年齢】（予約不要）
▽４月15日㈮ 10：30～11：30
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、４月生まれお祝い
■子育て支援講座

【リズム遊び】（要予約）
▽４月11日㈪ 10：30～11：30
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
申し込み…５日㈫までに来所または電話で申し込んで
ください。
【ヨガ】（要予約）
▽４月18日㈪ 10：30～11：30
会場…野洲市健康福祉センター２階集会室
講師…花有子さん
対象…０歳からの未就園児と保護者10人程度（託児あり）
申し込み…６日㈬～12日㈫に来所または電話で申し込
んでください。申し込み多数時抽選
【ベビーマッサージ】（要予約）
▽４月25日㈪ 10：30～11：30
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か月からハイハイする前の乳児親子15組
申し込み…13日㈬～19日㈫に来所または電話で申し込
んでください。申し込み多数時調整有り
■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
　※４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28年４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】
　野洲図書館の女子トイレですが、悪臭がすごくする
ので、消臭剤などおいてほしいです。　

【回答】
図書館を所管する教育委員会に確認したところ、以
下のとおり回答を得ました。
そのトイレには窓が無く、換気は終日にわたり自動
運転を行っています。臭いは水から上がってくると思
われ、開館日の日中はそれほどきつい臭いがするわけ
ではありませんが、開館直後（特に休館日明け）等、
水が流れない時間が長かった後は、悪臭が感じられる
ことがあります。このようなことから、トイレ、手洗
いのほか、床の吸い込み口等の水源には、開館前に清
掃メンテナンスが水を毎日流しています。
換気口は女子トイレ、男子トイレ、障がい者用トイ
レに設置しています。換気の運転状態が正常であるか
どうか、空調点検時に確認いたしましたが、問題はあ
りませんでした。換気ファンの点検は年 2回、運転音、
振動のチェック、運転状態の良否判定を行い、排気口
の清掃は年 4回行っています。ただ、点検口がないた
め、ダクト内等詳細な箇所までの点検はできていない
のが現状です。
以前にも同様のご意見をいただき、消臭剤を設置し
ていたこともありましたが、化学物質過敏症の利用者
からクレームがあり、撤去した経緯があります。
今後は、清掃メンテナンスとは別に開館前に各個室
のトイレの水を流すこと、過敏症の人にもできるだけ
影響が少ないと思われる無臭の消臭剤を設置するこ
と、空調点検時に継続して排気ファンの点検を行うこ
との 3点の対応をすることで、悪臭の軽減を図ってま
いります。
以上が教育委員会の回答です。本市の図書館は平成
14 年に建設されましたが、デザインを重視した設計
になっており、今回ご指摘をいただきましたトイレに
窓が無いなど、機能面において課題のある施設です。
建設から約 13 年が経過し、トイレ以外にも修繕が必
要な箇所は数多くありますが、莫大な費用が必要とな
るため、早期に対応するのは困難であるのが現状です。
このようなことから、根本的な解決にはなりません
が、現時点では上記対応が限界であると考えます。

※ 今年度から「まちづくりステーション」は隔月の
掲載となります。なお、市長への手紙のご意見・回
答は、市ホームページに掲載しています。

譲ります
番号 品　名 使用状況 希望価格
216 ソファーベッド 中古 無料
218 鏡台（横長ドレッサー・横100cm×高さ50cm×奥行30cm）I 中古 無料
219 折りたたみ式机（ライティングデスク・横90cm×高さ185cm×奥行44cm） 中古 無料
220 ドアモニター（パナソニック） 中古 2,000円
224 小型電気冷蔵庫（46ℓ） 中古 無料
227 学習机（横99cm×高さ70cm×奥行79cm、棚140cm） 中古 無料
228 ペタンクの玉（白色、ステンレス） 未使用 相談
229 麻雀パイ 未使用 相談
230 座敷机 中古 相談
231 衣紋掛け（高さ130cm、幅30cm） 中古 無料
233 アクリル水槽（60cm×36cm×30cm） 中古 無料
234 昆虫飼育用プラスチックケース（39cm×29cm×23cm） 中古 無料
235 乗馬マシーン 中古 1,000円
236 五月人形（２体、単体でも可）ケース（１m）入り 中古 無料
239 ★県立守山中高の長袖ブラウス（女子用、サイズＢＬ） 未使用 1500円
240 ★ひな人形（横50cm×縦80cm×高さ50cm） 中古 無料
241 ★ベビーカー（アップリカ、B型） 中古 無料
242 ★ベビーカー（アップリカ、A型） 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
799 バランスバイク（ストライダー） 無料
802 自転車（子どもを乗せられるタイプ） 無料
803 スノーボード用品（子ども用、身長120cm、男女不問） 無料
804 シニアカー（高齢者用電動自動車） 相談
805 自転車（大人用） 無料
807 チャイルドシート 無料
808 チャイルドシート 相談
810 レンガ（園芸に使用） 無料
811 ★チャイルドシート 無料
812 ★チャイルドシート 無料
814 ★布おむつ（新しいもの） 無料
815 ★男性服（春夏用、Mサイズ） 無料
816 ★野洲中の男子学生服上下（中学２年、ズボン太め） 相談
817 ★スキーウェア（男の子、100cm～ 120cm） 無料
818 ★ガス炊飯器（保温機能付き） 無料
819 ★二段ベッド（大人用） 無料
820 ★スクールベストまたはニット（紺色かグレー、150cm以上） 無料
821 ★野洲小体操服（半袖、長袖どちらでも、150cm以上） 無料
822 ★掃除機（メーカー不問） 無料
823 ★布団（シングル１つ、ダブル１つ） 無料
824 ★自転車（男子用、小学５～６年サイズ） 無料
825 ★自転車（大人用） 無料
826 ★耕運機（手動、エンジン式） 相談
827 ★３合用炊飯器（５合でも可、保温機能付き） 無料
828 ★ダブルベッド 相談
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