■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…12月３日、12月10日（パパデー）
【12月のわくわく遊び】「クッキング」
ランチデーの開催や、材料のあるときにはみんなで
食を囲む機会をたくさん作っていきます。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子）
▽12月16日㈮ 14：00～15：00（要申し込み）
内容…「お正月飾り作り」
申し込み…12月９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。12月
12日㈪以降、来所または電話で確認してください。
【12月の行事】（要申し込み）
▽12月８日㈭ 14：00～15：00
おっぱいのこと・母乳のことを中心に、離乳食に関
してもお話いただきます。わからないこと、不安なこ
とをきいてみてください。
内容…「助産師さんと話そう」
申し込み…12月６日㈫までに来所または電話で申し込
んでください。
【12月のおやつの日】
（要申し込み・１歳以上・先着10組）
▽12月20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、美味し
くいただきます。
内容…「オレンジポテト」
持ち物…お茶、材料費50円／人、
（あれば）エプロン・
三角巾
【12月のパパデー】
（要申し込み）
▽12月10日㈯ 11時00分～14時00分
内容…「クリスマスパーティー」みんなでお昼ご飯を
作ってパーティーしましょう。パパはもちろん、ママ
だけの参加も大歓迎です。
申し込み…12月7日㈬までに来所または電話で申し込
んでください。
持ち物…お茶、材料費200円／人、交換用のプレゼン
ト（100円程度）
■子育て相談 随時実施しています。
■年末年始の休み 12月29日㈭～１月３日㈫

★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）
▽12月５日㈪ 10：00～「12月のお誕生会」

12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。

▽12月９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。
▽12月16日㈮「クリスマス会」※受付終了
■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
■年末年始の休み 12月29日㈭～１月４日㈬

★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 13：00～16：00
毎週火曜・水曜日 ９：30～12：00、13：00～16：00
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）
▽12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
内容…ふれあい遊び、保護者交流、12月生まれお祝い
【双子・三つ子の会】（要申し込み）
▽12月26日㈪ 10：30～11：30
会場…野洲市健康福祉センター３階にこにこ広場
内容…ふれあい遊び、保護者交流など
申し込み…12月14日㈬～20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
【リズム遊び】※受付終了
▽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２階集会室
講師…杉江のり子さん
【ヨガ】（要申し込み・15組）
▽12月12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
申し込み…12月６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）
▽12月19日㈪10：30～11：30（受付10：00～）
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…12月７日㈬〜13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）
■年末年始の休み 12月29日㈭～１月３日㈫
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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
※12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
番号
品 名
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
316 ゴルフクラブ・３セット
（バッグ付→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
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
325 ダブルベッド
（大人用）
中古
無料
328 学習机（木製、
本棚付）
中古
無料
332 ★ベビーベッド用マットレス・掛け布団・枕
中古
無料
333 ★ブラウン管テレビ（三菱製、縁：メタリック、29型、型式29PBS105） 中古
無料
334 ★ステンレス製洗濯物干台（折りたたみ式）未使用（箱無し） 相談
ャリア
無料
335 ★スキーキ
（外付けタイプ、仕様：スキー2本、スノーボード１本） 中古
イヤチェーン
（車用、適合サイ 中古
無料
336 ★ノーマルタ
ズ：13インチ、
14インチ、
15インチ）
337 ★抱っこひも
（コムサデモード、幼児用、黒色） 中古
200円
338 ★チャイルドシート
（アップリカ）
中古
500円
339 ★ベビーカー
（コンビ）
中古
500円
340 ★メロディジム
（コンビ）
中古
100円
341 ★初心者ゴルフセット
（女性用、
フジ色バッグ付） 中古
1,000円
342 ★ひな人形（５段）
中古
相談
344 ★バスケットボールのゴール
（据え置き型）
中古
無料
345 ★自転車（大人用）
中古
無料
346 ★育苗器（一式、100Vおよび200Vどちらも可） 中古
相談
347 ★薪用材木（色々なサイズの木材あり、応相談） 未使用
無料
349 ★車椅子
中古
無料
ファンヒーター
中古
5,000円
350 ★ガス
（リンナイ、
ホースセット
：5ｍ、
ＬＰＧ用）
351 ★こたつ掛け布団（210×210）
中古
無料
相談
352 ★掛・敷布団ダブル
（赤白）
中古
（各500円）
353 ★イオン発生機（シャープ）
中古
500円
354 ★桐はこ
（高さ11㎝×横94㎝×幅42㎝）
中古
500円
355 ★女の子服 50着（150㎝、
上・下様々）
中古
相談
356 ★男の子服 50着（140㎝、
上・下様々）
中古
相談
譲ってください
番号
品 名
864 自転車（大人用：
２台）
865 アクリル毛糸
（並太、
何色でも可、
新品）
866 ワープロ
（ＮＥＣ 文豪ＰＷＰ－５ＳＸを希望）
868 テレビ
（24インチ以上、
地デジ対応メーカー不問）
869 ラジオ
（ＭＤ、
カセット機能が付いてなくてもよい）
870 シニアカー
（高齢者用電動自動車）
871 三輪自転車（大人用）
872 階段用柵（ベビーゲート）
873 ダブルベッド
874 敷き毛布（中古可）
875 敷布団（シングル、
中古可）
876 ★ワープロ
（富士通オアシス、
ＬＸ－4500ＮＴ）
877 ★洋服ダンス
（軽量のもの、
２組希望：バラでも可）
879 ★子ども用自転車（女の子用、
22インチ）
880 ★チャイルドシート付自転車
881 ★新生児用チャイルドシート
882 ★三輪自転車（大人用、
中古可）

毎月第４土曜は

廃食油回収の日
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希望価格
無料
無料
相談
無料
相談
無料
相談
相談
無料
無料
無料
相談
1,000円／1組
無料
無料
無料
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】
市役所内を玄関に向かって歩くと庭園が落ち葉と草
で見苦しいかぎりです。
人を雇わず職員が持ち回りで掃除をされてはいかが
ですか。市役所は野洲の顔。美化にも気を付け道路の
草、図書館に通じる道も美しくしてほしいと思います。
福祉の方でも、特に、60、70、80 歳が体力づくり
にあちこちで参加出来る所を多くつくってほしいで
す。
何か体力づくりをしたいと思っても場所がなくよく
わかりません。もっとわかりやすく知らせてほしいで
す。
【回答】
市役所前の除草や清掃については、シルバー人材セ
ンターと社会福祉法人出合いの家に業務を委託し、年
３回作業を実施しています。
また、市内道路の除草についても、シルバー人材セ
ンターに業務を委託しており、通行の安全確保の観点
から、特に見通しの悪い交差点付近等を市職員により
作業を実施しています。
市職員が持ち回りで清掃等を実施してはとのご提案
をいただいておりますが、職員による除草等の回数を
増やせば、綺麗さは増しますが、市民負担と事業の優
先度等を考慮して現行のとおりとしています。
ご意見のとおり市の顔は庁舎ですが、最も大切な顔
は市民サービスの内容と質です。庁舎の適切な維持管
理はもちろんのこと、市民に必要な基本的なサービス
は確実に提供することを基本として、一層のサービス
向上に努めてまいります。
また、本市では、年齢を重ねても筋力の維持 ･ 向上
により、いつまでも元気で過ごすため「いきいき百歳
体操」の取組をすすめています。
「いきいき百歳体操」は、手首や足首に錘バンドを
つけ、椅子に座り、映像に合わせてゆっくりと身体を
動かす体操で、週 1 ～ 2 回実施することにより、体力
の維持と向上に効果があります。現在、29 団体が各
自治会館等で活動されており、随時、見学や体験が可
能ですので、まずは、地域包括支援センター（☎ 5882337）までお問い合わせください。
今後、ご指摘の内容を踏まえ、より広く周知をはか
るため、市ホームページおよび広報誌等に掲載してま
いります。

平成28年12月24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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