
■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
【９月のわくわく遊び】

「色水遊び」暑い日には、水遊びを続けながら、色水
遊びを楽しみます。� �
　着替えの用意や汚れてもよい服でお越しください。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽９月22日㈮�14：00～15：00
内容…「紙モビール作り」
持ち物…お茶
申し込み…９月１日㈮～15日㈮までに来所または電話
で申し込んでください。応募者多数の場合は抽選しま
す。９月19日㈫以降、来所または電話でご確認くださ
い。

【９月のおやつの日】（１歳以上、要申し込み）
▽９月19日㈫�14：00～15：00　
内容…ソーメンお焼き
持ち物…�お茶、材料費50円、（あれば）エプロン、三角巾
申し込み…９月１日㈮～先着10組
※�健康推進委員さんに手作りおやつを教わりながら、
一緒にクッキングをします。
【子育て相談】随時実施しています。

■子育て広場（申し込み不要）
　毎週月曜～金曜日９：30～16：00�センター内、園庭
で自由に遊べます。（12：00～13：00は持参された昼
食をとる場所として開放します。）
対象…�在宅児（未就園児）の親子
※土曜日広場開放日…２日、30日
※休館日…９日㈯、16日㈯、23日㈷

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。

★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
だちも遊びに来ていただけます。（申し込み不要）
【今月のあそび】

「おじいちゃんおばあちゃんのプレゼント作り」
▽９月４日㈪�10：00～　主に２歳以上
▽９月５日㈫�10：00～　主に１歳～２歳
▽９月６日㈬�13：30～　主に１歳未満
持ち物…�のり、手ふき用おしぼり

【９月の誕生会＆ランチデー】
▽�９月11日㈪�10：00～　９月生まれのお友だちをみん
なでお祝いしましょう。
　誕生会のあと、ランチタイムです。
持ち物…お弁当、お茶、おしぼり、シート
　お弁当を食べない人は11：30で解散です。
■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　�毎週土曜日�13：00～16：00��要予約

■フレンド広場（申し込み不要）�
　０歳のお友だちから自由に遊びに来てもらえます。
ミックスクラブのない時間帯�10：00～16：00
土曜日�10：00～12：00

★野洲市子育て支援センター
　☎ 518－ 0830、FAX518 － 0831
■子育て支援講座（要申し込み）

※来所または電話で申し込んでください。
※申し込み多数の場合は抽選します。
【ベビーマッサージ】（15組）
▽９月11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
場所…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…８月30日㈬～９月５日㈫
抽選確認…９月６日㈬～８日㈮
【ベビーマッサージ】（15組）
▽10月２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
場所…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…９月20日㈬～26日㈫
抽選確認…９月27日㈬～29日㈮

■いどばた広場【誕生会】（申し込み不要）
▽９月１日㈮�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…�ふれあい遊び、保護者交流、９月生まれお祝い、

「しょうじょう寺のたぬきばやし」
対象…全年齢、誕生月でない人もOK
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
■いどばた広場【２歳児】（要申し込み）
▽９月25日㈪�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…�手作りおやつ試食、ふれあい遊び、保護者交流、

「三びきのやぎのがらがらどん」
場所…野洲市健康福祉センター２階集会室
持ち物…材料費50円、皿、フォーク、おしぼり、お茶
申し込み…９月13日㈬～19日㈫
■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）

■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。
月曜日（４日）、金曜日（15日、29日）
　　　　　　　　　9：30～12：00、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
月曜日（11日、25日）、金曜日（１日、８日、22日）��　
　　　　　　　　��13：00～16：30
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ものをいかす交換銀行
　斡旋対象…市内在住者（古物商は除く）
　問い合わせ…環境課☎587－6003、FAX587－3834
　受付時間…月曜～金曜日（祝日は除く）8：30～17：15

※９月４日㈪～受付（先着順）
　�受付日は月初めの開庁日の翌日（翌日が閉庁
日の場合は次の開庁日）からです。

　★印は今月号からの掲載分です。
　　　防犯登録済の自転車を取引する場合は、防犯登録を
　　抹消した上で、お譲りください。

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

平成29年９月23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

409 カーペット（90cm×20ｍ巻、180cm×20ｍ巻、希望に応じる） 未使用 1,000円まで

435 ベビーバス（折りたたみ式、空気で膨らます� �タイプ、65×25×45cm、ミッフィーの絵） 中古 無料

442 搾乳機（ピジョン、白色、電動式） 中古 3,000円
445 ベビー布団一式（120×110cm） 中古 無料
446 電気毛布 中古 無料
448 折りたたみベッド（２個） 中古 無料

449 ★�紳士礼服（A５（胸囲92、胴囲80、身長170cｍ）、ネーム入り、黒色） 中古 無料

450 ★�バイク手袋（夏用） 未使用 1,000円
451 ★�イオン発生機（シャープ） 中古 500円

452 ★�額縁　（自然木製品、27.3×39.4cm、八二（Ｂ-4（大）判））未使用 500円

453 ★�マッサージ器（幅44×奥行25×高さ11cm、重さ4.4㎏、持ち運びできるもの、足の裏・太もも用） 中古 500円

454 ★�液晶テレビ、テレビ台（ソニー、32インチ、ＷＥＧＡ） 中古 相談
455 ★�チャイルドシート 中古 1,000円

456 ★�餅つき器　（ナショナル、ＳＤ-1802、0.9～1.8Ｌ用、緑色） 中古 無料

457 ★�綿（手芸用） 未使用 １袋50円
458 ★�パンチボウルセット（ガラスのグラスセット） 未使用 無料

459 ★�紙おむつ（大人用、２パック、Mサイズ40枚入、Lサイズ30枚入） 未使用 相談

460 ★�尿とりパッド（２回分、50枚、20×38ｃｍ） 未使用 無料
461 ★�事務机（135×71ｃｍ） 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
934 浴衣・甚平（男女・子ども用） 相談
935 草刈機（充電式、軽量） 相談
936 チャイルドシート 相談
937 彫刻刀（学校用でないもの） 1,000円まで
938 自転車（男の子用、24インチ） 無料
939 ロックミシン 無料
941 犬用カート 無料
942 家庭用エアロバイク 無料
943 バスケットゴール（屋外、家庭練習用） 2,000円まで
947 マッサージチェア（新しめのもの） 1,000円まで
948 自転車（24インチか26インチ、黒色） 無料
949 こいのぼり 無料
950 ミシン 相談
951 ベビーサークル 無料
952 ロックミシン 相談
953 子ども用自転車（小学生用） 相談
954 ★�電動式マッサージ機 相談
955 ★�ウォークマン（ジャンル問わず、ラジオもきけるタイプ） 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

　まだまだ残暑きびしい毎日ですが、園や学校では気
持ち新たな新学期がスタートしました。２学期には気
持ちがわくわくするような行事がたくさんあります。
運動会をはじめとして、遠足、音楽会、発表会…。参
観やお楽しみ会など、次々と行事が重なるのが 2学期
です。クラスは、行事を通してより団結し、子どもた
ちは成長した姿を見せてくれます。
　こんな園や学校の行事ですが、嫌がって参加をしな
い子どもたちもいます。また、ストレスをためてしま
う子どもたちもいます。発達障がいのある子どもたち
の中には、いつもとちがうことに不安を感じる子ども
たちがいます。
　初めての場所へ行くことが不安、何をするか分から
ないと心配、運動会の大きな音楽がこわい、人が大勢
集まるところは苦手など…。いつもとちがう雰囲気や
人の様子を感じると、不安になったり、落ち着きがな
くなってしまうことがあります。発達障がいのある子
どもたちは、毎日同じくり返しであれば安心して過ご
せます。しかし、いつもとちがうことに対して、柔軟
に考えて行動することは難しく、不安になってしまい
やすいのです。
　このような不安に対し、前もって準備をすることで、
参加しやすくなることがあります。以前の運動会のビ
デオを見たり、運動会で実際に流れる音楽を家で聞く
ことにより、少し運動会のイメージをつかめることが
あります。また、その日のスケジュールを見て分かる
形で伝えておくことで、見通しがもて安心できること
もあります。
　なぜ、参加を嫌がるのか、理由をさぐることで、ど
のようにしたら過ごしやすいのか、方法を考えること
もできます。「知らないトイレを使うことが心配で出
かけられない。」「舞台で自分が立つ場所がはっきりし
ないのが不安で出られない」といった理由が分かれば、
対応策を講じることもできます。
　しかし、参加が難しい場合は、無理せず、できる
部分だけ参加したり、見て参加する方法をとる方がよ
かったりします。その子それぞれの参加の方法になり
ますが、周囲の人があたたかい目で見守り、それぞれ
のがんばりを認めることができるといいですね。

行事いっぱいの２学期
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