■子育て支援センター
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。

★きたの子育て支援センター
☎ 518 － 1866、FAX 587 － 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…11月12日、26日
【11月のわくわく遊び】「お散歩」
天気のよい日は、基本的に毎日出かけます。10時30
分までに受付簿にご記名ください。
【０歳児サロンありんこ】（３～11か月児の親子）
▽11月18日㈮ 14：00～15：00（要申し込み）
内容…「クリスマスグッズづくり」
申し込み…11月1日㈫～11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。11月14日㈪以降、来所または電話で確認してくだ
さい。
【11月の行事】（要申し込み）
▽11月２日㈬ 14：00～15：00
きたの保育園の給食を作っている栄養士さんに、子
どもの食事についての話を聞きます。試食や質問コー
ナーなどお気軽にご参加ください。
【11月のおやつの日】（要申し込み・先着10組）
▽11月24日㈭ 14：00～15：00
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。子どもたちにもお手伝いしてもらって、おいし
くいただきます。
内容…「りんごのコンポート」
持ち物…お茶、材料費１人50円、
（あれば）エプロン・
三角巾
■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
☎・FAX 589 － 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）
▽11月７日㈪ 10：00～「みんなで作ろう・大きな作品」
主に２歳半以上
▽11月８日㈫ 10：00～「みんなで作ろう・大きな作品」
主に１歳～２歳半未満
▽11月９日㈬ 13：30～「みんなで作ろう・大きな作品」
主に１歳未満
▽11月14日㈪ 10：00～「11月のお誕生会」

11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。
▽11月18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。
▽11月28日㈪、29日㈫、30日㈬（要申し込み）「クリ
スマスの製作」
申し込み…11月７日㈪～11日㈮までに来所で申し込み

ください。（電話での申し込みは不可です。）材料費が
要ります。
■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、FAX 518 － 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）
▽11月４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
【１歳児】（要申し込み）
▽11月28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…手作りおやつ試食、ふれあい遊び、保護者交流
申し込み…11月16日㈬～22日㈫までに来所または電話
で申し込んでください。
■子育て支援講座
【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～）
会場…野洲市健康福祉センター１階集団検診室
講師…上田絢子さん
申し込み…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
【幼児の安全教室】（要申し込み）
▽11月14日㈪ 10：30〜11：30（受付10：00〜）
会場…湖南消防東署
講師…湖南消防東署職員の皆さん
申し込み…11月２日㈬～８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組）
▽11月17日㈭ 13：30～14：30（受付13：15～）
対象…２カ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…11月７日㈪〜11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
【リズム遊び】（要申し込み）
▽12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階集団健診室
講師…杉江のり子さん
申し込み…11月24日㈭〜29日㈫までに来所または電話
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、FAX 587－3834
受付時間…月曜～金曜日（祝日を除く）8：30～17：15
※11月１日㈫～受付（先着順）
★印は今月号からの掲載分です。
譲ります

使用状況 希望価格
品 名
マルチ電動工具セ
ッ
ト
相談
289 （日立電気大工、DL－304、※ドリルのみ故障） 中古
（12本、ケース：ヤマハ、クラブ：ミズノ） 中古
5000円
290 ゴルフクラブフルセット
シングルベッド
無料
291 （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
294 長寿祝着（赤、
男女兼用）
中古
1,000円
シーリングライト
（ナショナル製、丸型、蛍光灯
無料
297 ２本式、
天井取付型、直径60cm、40型蛍光灯） 中古
（ディズニーキャラクターのプリントあり） 中古
無料
299 ベビーバス
302 座敷机（デコラ製、
縦151ｃｍ×横91ｃｍ）
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
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
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
320 ★パンパース
（L）
パンツ式（44枚入、
4パック） 未使用 1,000円/１パック
ども用自転車（女子用、20インチ、
カキ 中古
無料
321 ★子
色、
前カゴ有り、
補助輪無し）
322 ★水槽（120ｃｍ×60cm×60cm冷却装置あり） 中古
相談
323 ★犬のサークル（室内用、高さ55cｍ×横62cm×縦90cm、黄色） 中古
無料
自転車
 中古
無料
324 ★
（ロードバイク、ＣＯＮＡ、PADDY WAGON、サイズ54ｃｍ）
（大人用、大人二人寝れるサイズ） 中古
無料
325 ★ダブルベッド
326 ★生ごみ処理機（パナソニック、
電気式）
中古
無料
327 ★蚊帳（麻、
６畳用：本間）
未使用
無料
328 ★学習机（不明、
木製、
本棚付）
中古
無料
329 ★シングルベッド
（折りたたみ式）
中古
無料
330 ★ミキサー
（ジューサー）
未使用 相談（1,000円）
331 ★陶器の植木鉢（5・6・7・8号鉢各種）
中古
無料

番号

譲ってください

番号
品 名
希望価格
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
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）
相談
相談（500円まで）
858 地デジチューナー
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およびカセット付）
相談
870 ★シニアカー
（高齢者用電動自動車）
無料
871 ★三輪自転車（大人用）
相談
872 ★階段用柵（ベビーゲート）
相談
873 ★ダブルベッド
無料
874 ★敷き毛布（中古可）
無料
875 ★敷き布団（中古可）
無料

「発 達 支 援 セ ン タ ー 通 信 」
◆発達支援センター
   ☎ 587 － 0033、FAX 587 － 2004

好きなことは、元気をくれる！
秋です！芸術の秋、スポーツの秋、読書の秋、食欲
の秋…。何をするにも良いこの季節は、なにか好きな
ことに取り組んでみたい気持ちにもなりますね。
好きなことに取り組んでいると、なんだか良い気分
になってくると感じることはありませんか？実は、好
きなことをしていると、脳の中でドーパミンというや
る気を出したり集中力を高めたりする作用があるホル
モン物質が出てくることが分かっており、それらの作
用で良い気分を感じるのです。
発達障がいの人の中には、これらのホルモン物質が
上手く出なくて、注意力が散漫になったり、やる気が
出なくて困ったりしている人がいます。こうした人の
中には、落ち着きがないことや取りかかりが遅いこと
が、脳の中のホルモン物質の影響だと周りの人に理解
されず、怒られることが増えてしまうケースがあり、
そのためイライラしたり、乱暴な行動をしてしまった
りする場合があります。
発達障がいの一つである AD/HD と言われる人たち
に、そうしたことが時々見られます。以前は、ワガマ
マだと思われていたのですが、医学が進歩し、ホルモ
ン物質の出方の違いなど、脳の特性に理由があること
が明らかになってきました。
実は、この“やる気アップホルモン”であるドーパ
ミンを出しやすくするために、生活の中でできること
があります。それは「好きなことをする」「身体を動
かす（有酸素運動）」「食べる」ことなどです。また、
周囲の人から「褒められる」
「注目される」こともドー
パミンを出しやすくすると言われています。まさに周
りの人の理解と関わりで、この人たちの姿は大きく変
わるのです！
発達障がいの人たちの溢れるエネルギーや素敵な力
が、良い方向に向かうように、みんなが関われる社会
を目指したいですね。

毎月第４土曜は

廃食油回収の日
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平成28年11月26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
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