
市内の在宅乳幼児と保護者の『遊び』『出会い』『交流』
『相談』の場となるよう開設、事業を実施しています。

■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…７日、14日、21日、28日
【５月のわくわく遊び】「泥遊び」
　砂場や園庭で、思い切り泥んこになって遊びましょう。
汚れてもよい服装で来てください。
【０歳児サロンありんこ】３～11か月児の親子（要予約）
▽５月20日㈮ 14：00～15：00
内容…「おやつ作り」
申し込み…５月２日～13日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。16日以降に来所
または電話で確認してください。
【パパデー】（予約不要）
▽５月７日㈯ 10：00～11：30、13：00～16：30
内容…「母の日のプレゼント製作」
　パパと一緒に、ママにプレゼントを作りましょう。
広場の時間にお越しいただき職員にお声かけください。
【おやつの日】（要予約）　先着10組
▽５月17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。子どもたちにお手伝いをしてもらって、おいしく
頂きます。
持ち物…お茶、おやつ代50円、あれば三角巾、エプロン
■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
達にも遊びに来ていただけます。（予約不要）
▽５月９日㈪ 10：00～「新聞で遊ぼう」主に２歳以上
▽５月10日㈫ 10：00～「新聞で遊ぼう」主に１歳～２
歳未満
▽５月11日㈬ 13：30～「タオルを使ったふれあい遊び」
主に１歳未満
持ち物…バスタオル
▽５月16日㈪ 10：00～「５月のお誕生日会」
　５月生まれだけではなく、みんなでお祝いしましょう。
▽５月20日㈮ 10：00～「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。
持ち物…お弁当、お茶、おしぼり、シートなど
　お弁当を食べない人は、11：30解散です。センター
に集合後、前の公園（わんぱく広場）で遊びます。
▽５月23日㈪～27日㈮ 10：00～「かえっこバザー」
・ 期間中に出ている品から、欲しい物をお持ち帰りく
ださい。

・ 着られなくなった子ども用衣類も募集しています。
（５月中）
　次の人も気持ちよく着られるものをお願いします。

■フレンド広場　（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。
ミックスクラブのない時間帯 10：00～16：00
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、２日㈪、６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～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
【全年齢】（予約不要）
▽５月20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、５月生まれお祝い
【２歳児対象】（要予約）
▽５月23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、保護者交流、親子フラ
持ち物…皿、フォーク、おしぼり、お茶、材料費50円
申し込み…５月13日～18日に、来所または電話で申し
込んでください。
■子育て支援講座
【ミュージック・ケア】（要予約：先着30人）
▽５月９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
申し込み…５月２日までに来所または電話で申し込ん
でください。
【幼児の安全教室】（要予約）
▽５月16日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
会場…湖南消防東消防署２F
講師…消防署員さん
申し込み…５月６日～12日に来所または電話で申し込
んでください。
【ベビーマッサージ】（要予約：15名程度）
▽５月19日㈭ 13：30～14：30（受付13：00～）
対象…２ヶ月からハイハイする前の乳児親子
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
申し込み…５月６日～12日に来所または電話で申し込
んでください。申込多数時調整有り、初回の方優先
【運動遊び】（要予約）
▽５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
講師…スポーツ推進委員さん
申し込み…５月19日～25日に来所または電話で申し込
んでください。
■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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「発 達 支 援 セ ン タ ー 通 信 」

◆発達支援センター
   ☎ 587 － 0033、℻ 587 － 2004

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
　※５月２日㈪～受付（先着順）
　★印は今月号からの掲載分です。

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

平成28年５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

譲ります
番号 品　名 使用状況 希望価格
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 1,500円
240 ひな人形（横50cm×縦80cm×高さ50cm） 中古 無料
243 ★クラビベース（グランドピアノの足の下に敷くもの） 中古 4,000円
244 ★濃縮酸素（アシックス、４本） 未使用 無料
245 ★剣道の竹刀（93cm・子ども用と117cmの２本）袋つき 中古 無料
246 ★五月人形（横72cm×奥行き39cm×高さ52cm） 中古 無料
247 ★祇王小学校体操服（上着１枚、ズボン２枚） 未使用 各2,000円
248 ★ファンヒーター安全ガード（横70cm×奥行き50cm×高さ80cm） 中古 無料
249 ★紳士スーツ（Ａ６、ネーム入り、黒に近い紺色） 中古 2,000円
250 ★紳士礼服（Ａ５、ネーム入り、黒） 中古 2,000円
251 ★炊き出し用鍋（直径35cm、高さ17cm） 未使用 1,000円
252 ★保温調理鍋（18cm）ガス・電気使用可 未使用 1,000円
253 ★パスタゆで鍋（18cm）ガス・電気使用可 未使用 1,000円
254 ★おんぶだっこ紐（赤色） 未使用 1,000円

譲ってください
番号 品　名 希望価格
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
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
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
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
830 ★リヤカー（小サイズ、鉄製） 相談
831 ★自転車（大人用） 無料
832 ★圧力鍋（リケン製、1ℓ炊き、直径26.5cm） 1,000円
833 ★プリンター（キャノン、インク50シリーズ） 相談
834 ★台所用の換気扇（壁式） 無料
835 自転車（大人用） 相談

新年度が始まり、１か月が経ちました。この春から
保育園・幼稚園への入園、学校への入学、就職・転職
などで新しい環境にかわった人も多いと思います。そ
ろそろ、今の生活リズムに慣れてきたころでしょうか。
緊張の連続だった４月。それでも、だんだんと緊張
がほぐれ、新しい環境に慣れてきます。それは、経験
していないことでも、なんとなくイメージして予測を
立てることができ、周りの状況や周りの人の会話から
必要な情報を選択し、自分の行動に反映させることが
できるからです。そして、「わかること」と「わから
ないこと」が自分でわかり、わからないことは誰かに
聞くことができます。そうして、毎日過ごす中で自分
なりに手ごたえを感じ、慣れていくことができるので
す。これらには、「想像力」「見通し」「社会性」「コミュ
ニケーション」の力がとても重要になりますが、発達
障がいのある人はこれらが最も苦手です。
例えば、一人でまったく文化の違う国に行くことに
なり、いろいろなことの想像や予測がつかず、状況も
つかめず、しかも誰に何をどのように聞いたらいいの
かもわからなかったとしたら…毎日がとてもつらくな
ると思いませんか？
発達障がいのある人にとって、新しい環境にかわる
ということは、周りの人が考える以上に大変なことな
のです。このような状況の時、流れやスケジュールを
事前に伝えてもらうこと、どうするのか具体的な指示
をもらうこと、困ったときにどうしたらいいかを教え
てもらうことは、安心につながります。発達障がいの
ある人たちは困っている発信ができにくいことがある
ため、周りの人たちが気づいて、適切な支援への橋渡
しになっていくことが大切です。「みんなやっている」
「できて当たり前」と思わず、困っていること・つら
いことに周囲が気づき、発達障がいのあるなしに関わ
らず、誰もが過ごしやすい環境にしていきたいですね。

新しい環境には慣れましたか？
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