
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（申し込み不要）
　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… ６日、20日
【８月のわくわく遊び】「水遊び・泡遊び」 

　水遊びと平行して、固形石けんを使って泡遊びもで
きます。大きなプールを玄関側に、小さなプール（タ
ライ）を基本的に毎日出します。
持ち物…着替え、タオル
※ オムツをされているお子さんは、小さなプール（タ
ライ）になります。（水遊び用オムツの着用があれ
ば大きなプールにも入れます。

【０歳児サロンありんこ】（３～11か月児の親子）
▽８月19日㈮ 14：00～15：00（要申し込み）
内容…「手形・足形をとろう」
申し込み…８月１日㈪～10日㈬来所または電話で申し
込んでください。
持ち物…着替え、タオル、お茶
　応募者多数の場合、抽選します。８月16日以降、来
所または電話で確認してください。
【８月のパパデー】

▽８月６日㈯ 10：30～11：30（申し込み不要）
内容…「プール遊び」
　保育園の大きなプールを使って、思い切り水遊びを
します。保護者の人も水に入れる準備をしてきてくだ
さい。
持ち物…水着（もしくは水遊び用のオムツ）、タオル、お茶
■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、対象年齢以外のお子
さんも遊びに来ていただけます。（申し込み不要）
▽８月１日㈪ 10：00～「泡遊び」　主に２歳以上
▽８月２日㈫ 10：00～「泡遊び」　主に１歳～２歳未満
▽８月３日㈬ 13：30～「泡遊び」　主に１歳未満
持ち物…帽子、お茶、着替え、タオル（１日、２日、３日）
▽８月22日㈪ 10：00～「８月のお誕生会」  
　８月生まれだけではなく、みんなでお祝いしましょう。
▽８月26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…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
■フレンド広場　（申し込み不要） 
　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（要申し込み）　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（申し込み不要）
　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
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ます。
■いどばた広場

【全年齢】（申し込み不要）
▽８月19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、８月生まれお祝い
■子育て支援講座

【ヨガ】（要申し込み：15人程度）
▽８月１日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
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　※受付は終了しました
【リズム遊び】（要申し込み）
▽８月22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…北野輝重さん　
申し込み…８月10日㈬～16日㈫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】（要申し込み：15人程度）
▽８月29日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
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…８月17日㈬～23日㈫来所または電話で申し
込んでください。
【ミュージック・ケア】（要申し込み30人程度）
▽９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…堤　芹華さん
申し込み…８月24日㈬～30日㈫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】（要申し込み：15人程度）
▽９月８日㈭ 13：30～14：30（受付13：15～）
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…８月29日㈪～９月２日㈮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、初回の人優先
■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（個別面談は要申し込み）
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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
　※８月１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８月27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
256 ランドセル（ピンク） 中古 無料
259 プリンターインク（キャノン用３E） 未使用 相談
260 LPガスコンロ（１口タイプ）２個 中古 1,000円/1個
261 野菜収穫カゴ（３個 67cm×47cm×幅34cm） 中古 500円/1個
262 旅行用トランク（黒、32cm×25cm×高60cm） 中古 2,000円
263 卓球台（ネット付、272cm×幅152cm） 中古 5,000円
264 色紙用額ぶち（２個） 未使用 500円/1個

265 ガスコンロ台キャビネット（幅60cm×奥行55cm×高70cm） 中古 2,000円

266 木製たらい（長径55cｍ） 中古 500円
267 すきやき鍋（３個） 中古 500円/1個
268 電気グリル鍋 中古 1,000円
270 座卓（１個） 中古 1,000円
271 座卓（５個、100cm×75cｍ） 中古 500円/1個

273 鎌倉彫婚礼家具一式（洋服ダンス・整理ダンス・小ケース、個別譲渡可） 中古 無料

274 ★二段ベッド（幼児用） 中古 無料
275 ★ミートミンサー（肉挽き器、肉・味噌、家庭用12型） 中古 無料
276 ★布団（シングル用、和布団上・下セット） 未使用 無料

277 ★座卓テーブル（メラミン、会議用、60cm×180cmが４台、60cm×120cmが１台） 中古 無料

279 ★おもちゃボックス（高さ180cm×奥行41cm、グリーン色） 中古 無料

280 ★組立机（子供用、コイズミ製、ピンク色、幅123.5cｍ×奥行90cｍ×高さ180cm、本棚付） 中古 無料

281 ★ドレッサー（椅子無し、白色） 中古 無料
282 ★ソファーベッド（シングルサイズ） 中古 無料

283 ★座卓（横1510mm×奥行905mm×高さ350mm、コタツヒーターあり） 中古 無料

284 ★下駄箱（横740mm×奥行380mm×高さ1785mm） 中古 無料
285 ★和ダンス（横1210mm×奥行500mm×高さ1800mm） 中古 無料
286 ★ひな人形（５段） 中古 相談

287 ★レッグマジックＸ
エックス

（健康器具、高さ
１ｍ×幅２ｍ、黒） 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
837 洗濯機（メーカー不問） 無料
838 シニアカー（高齢者用電動自動車） 無料
840 テレビ（地デジ放送が見れるもの・メーカー不問） 無料
842 自転車（大人用） 無料
844 ベビーチェア 無料
845 自転車（男子用、24インチ以上） 無料
846 自転車（子ども用、14インチ補助輪付、男女不問） 無料
847 ミシン 無料
848 ★中型犬用クレート 無料
849 ★ガス炊飯器（五合用） 相談
850 ★食器乾燥機 相談
851 ★ワープロ　ルポ（東芝製、JW6020） 相談
852 ★チャイルドシートまたはジュニアシート 相談
853 ★作業用一輪車 無料

　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

【ご意見】
　今年に入って猪の被害がひどく困っています。
　ここ 30 年来ここまでの被害はありませんでした。
　そうしたことから、自治会長から市に対策について
申し入れしてもらったところ、猟友会に委託していて
野洲市では対応出来ないとのことで、自治会長より、
各自治会に回答がありました。
　これはどう言うことですか。今のところ人的被害は
ありませんが、こうしたことに、対応するのが市行政
の役割ではないのでしょうか。
　山裾のお家ではそれぞれ相当な被害を受けておられ
ます。
　今一度、現地がどのような状況になっているのか確
認し対応をお願いします。

【回答】
　市としましては、里山との境界周囲を見通しが利く
ようにきれいに管理することにより、猪等の野生動物
が近寄り難い環境を整備して頂くことを推奨するとと
もに、自治会と連携し、新たな捕獲檻の設置による捕
獲活動を実施してまいります。
　また、猪等の野生動物の目撃について、市に情報提
供があった際は、担当課から該当地域を所管する駐在
所へ連絡するとともに、登下校時間帯を中心に職員に
よるパトロールを実施しています。
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