
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…�10月15日（運動会）、29日
【10月のわくわく遊び】「運動会遊び」 
　園庭やプレイルームで、玉いれや平均台などを使っ
て遊びます。
持ち物…着替え、タオル
【０歳児サロンありんこ】（３～11か月児の親子）
▽10月21日㈮�14：00～15：00（要申し込み）
内容…「かぼちゃでハロウィンおやつつくり」
申し込み…10月３日㈪～14日㈮までに来所または電話
で申し込んでください。
　応募者多数の場合、抽選します。10月17日㈪以降、
来所または電話で確認してください。
【10月のミニ運動会】（要申し込み）
▽10月15日㈯�10：00～11：00
　園庭を使って、親子で一緒に体を動かして楽しみま
す。お父さんお母さんはもちろん、おじいちゃんやお
ばあちゃんのご参加もお持ちしています。
【10月のおやつの日】（要申し込み・先着10組）
▽10月18日㈫�14：00～15：00
内容…「鬼まんじゅう」健康推進員さんにおやつの作
り方を教えていただきます。
持ち物…お茶、（あれば）エプロン・三角巾、材料費
50円／1人
■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）
▽10月３日㈪�10：00～「運動遊び」　主に２歳以上�　�
▽10月４日㈫�10：00～「運動遊び」　主に１歳～２歳
未満
▽10月５日㈬�13：30～「ふれあい遊び」　主に１歳未満
▽10月15日㈯�10：00～「運動会」（要申し込み）� �
　ルンルンおやこひろばと共催
場所…コミセンなかさと
申込…10月７日㈮まで同支援センターへ
▽10月17日㈪�10：00～「10月のお誕生会」� �
　10月生まれのお子さんだけではなく、みんなでお祝い
しましょう。
▽10月21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。センターに集合
後、センター前の公園（わんぱく広場）で遊びます。
▽10月25日㈫～28日㈮「かえっこバザー」
　期間中に出されている品から、ほしいものをお持ち

帰りください。着られなくなった子ども用の衣類も募
集しています。（10月中同センターにて）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　（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（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　※21日は午前も開放
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）
▽10月７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、10月生まれお祝い
■子育て支援講座
【太極拳】（要申し込み）
▽10月３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…新富邦子さん　※受付終了しました。
【リズム遊び】
▽10月17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…杉江のり子さん
申し込み…10月５日㈬～11日㈫までに来所または電話
で申し込んでください。
【ベビーマッサージ】（要申し込み・15人程度）
▽10月24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…尾崎朋子さん
申し込み…10月12日㈬～18日㈫までに来所または電話
で申し込んでください。
※申込多数時調整有り、初回の人優先
【運動遊び】（要申し込み）
▽10月31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…野洲市スポーツ推進員さん
申し込み…10月19日㈬～25日㈫までに来所または電話
で申し込んでください。
【バランスボールエクササイズ】（要申し込み・30組）
▽11月７日㈪�10：30～11：30（受付10：00～）
対象…６ヶ月～就園されるまでの親子
会場…野洲市健康福祉センター２階集会室
講師…上田絢子さん　　
申し込み…10月26日㈬～11月１日㈫までに来所または
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
　※10月３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10月22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
274 二段ベッド（幼児用） 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
286 ひな人形（５段） 中古 相談

289 マルチ電動工具セット　�（日立電気大工、DL－304、※ドリルのみ故障） 中古 相談

290 ゴルフクラブフルセット（12本、ケース：ヤマハ、クラブ：ミズノ） 中古 5,000円
291 シングルベッド（２台、スチールパイプ、キャスター付、二つ折タイプ、美品） 中古 無料
293 木製円卓（折りたたみ式、直径90cm×高さ35cm） 中古 2,000円
294 長寿祝着（赤、男女兼用） 中古 1,000円

297 シーリングライト　�（ナショナル製、丸型、蛍光灯2本式、天井取付型、直径60cm、40型蛍光灯） 中古 無料
299 ベビーバス（ディズニーキャラクターのプリントあり） 中古 無料
302 座敷机（デコラ製、縦151ｃｍ×横91ｃｍ） 中古 無料

303 ★ＤＶＤプレイヤー一体型ＶＨＳビデオデッキ�　�（三菱電機、ＤＪ－ＶＢ320） 中古 無料

304 ★自転車（男子用、水色、16インチ、補助輪付） 中古 無料
305 ★パソコンラック（横78ｃｍ×奥73ｃｍ×高さ136ｃｍ、４段式） 中古 無料
306 ★紳士礼服（Ａ5、ネーム入り、黒） 中古 500円
310 ★ゴルフセット一式（カタナゴルフ、10回程度使用） 中古 相談
311 ★本棚（木製、高さ190ｃｍ×横120ｃｍ） 中古 無料
312 ★電気蒸し器（ティファール、ＶＣ－106170、ブラウン） 未使用 相談
313 ★雑炊鍋（15ｃｍ、レンゲ付） 未使用 無料
314 ★いため鍋（27ｃｍ、鉄製中華片手鍋） 未使用 200円
315 ★鎚目入両手鍋 未使用 500円
316 ★ゴルフクラブ・３セット（バック付→２セット、箱入り→１セット） 中古 相談
317 ★テレビ台（180cm×100ｃｍ） 中古 無料
318 ★セミダブルベッド（マットレス無し、組立式） 中古 無料
319 ★プリンターインク（キャノン、BC-340、黒、1個） 未使用 相談

譲ってください
番号 品　名 希望価格
848 中型犬用クレート 無料
851 ワープロ　ルポ（東芝製、JW6020） 相談
853 作業用一輪車 無料
854 チャイルドシート付自転車または自転車用チャイルドシート 無料
855 車椅子 無料
856 剣道着（小学生女児用の道着） 無料
857 大人用三輪自転車（中古品可） 無料
858 地デジチューナー 相談（500円まで）
859 二段ベッド（大人用） 2,000円まで
862 つり用大型クーラー（横のサイズが100ｃｍ以上の物） 無料

863 学生服　（男性用、身長170ｃｍくらいまでのもの、上着だけでも可） 無料

864 ★自転車（大人用：２台） 無料
865 ★アクリル毛糸（並太、何色でも可、新品） 無料
866 ★ワープロ（ＮＥＣ　文豪ＰＷＰ－５ＳＸを希望） 相談
867 ★自転車（子ども用、男の子用、２２インチ） 無料
868 ★テレビ（24インチ以上、地デジ対応メーカー不問） 無料
869 ★ラジオ（ＭＤ及びカセット付） 相談

　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、FAX 586 －
2200

【ご意見】
　図書館リサイクル市の冊数制限を復活させてくださ
い。体調不良で遅い時間に行ったら、本がほとんど残っ
ておらずでした。初日、それから２日までは以前のよ
うに冊数制限をしてほしいと思いました。同じ人がた
くさん得をしています。残った本はすぐに捨てるので
はなく何日かおいて持ち帰り自由にしてほしいです。
これは冊数制限なしでお願いします。

【回答】
　ご存知のとおり図書のリサイクルについては、除籍
された図書館の資料や寄贈本等を「リサイクル市」と
して、無償で譲渡する日を設けております。以前は、
譲渡冊数に制限を設けて実施していましたが、多くの
資料が残ってしまうことがあったため、資源の再活用
のためにも平成 27 年度途中からは、雑誌の付録を除
いて制限なしとしています。
　「リサイクル市」に出される資料は資源の再利用を
目的としているため、その都度、冊数や内容が異なっ
ています。そのため、ご希望の図書が、始めから少な
いことは多々あります。
　なお、平成 28 年４月から「リサイクル市」に来ら
れない人のために、リサイクル本の常設棚を野洲図書
館玄関に設置しています。
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