■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
【10月のわくわく遊び】
「うんどうかい遊び」玉入れや鉄棒など普段使わない
遊具を使って外遊びを楽しみます。
【０歳児サロンありんこ】
（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽10月20日㈮ 14：00～15：00
内容…「おやつつくり」
持ち物…お茶、材料費100円
申し込み…10月２日㈪～13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。10月16日㈪以降、
来所または電話でご確認ください。
【うんどうかい】
（要申し込み）
▽10月14日㈯ 10：00～11：00
持ち物…お茶、レジャーシート等
申し込み…10月２日㈪～11日㈬
※詳しくはお問い合わせください。

★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】
「親子ダンスを楽しもう」
▽10月２日㈪ 10：00～ 主に２歳以上
▽10月３日㈫ 10：00～ 主に１歳～２歳
▽10月４日㈬ 13：30～ 主に１歳未満
持ち物…動きやすい服装、お茶、タオル
【10月の誕生会＆ランチデー】
▽10月10日㈫ 10：00～ 10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。
【運動会】（ルンルン親子広場と共催）
▽10月21日㈯ 10：00～11：00

★野洲市子育て支援センター
☎ 518 － 0830、FAX 518 － 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）
▽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…申し込み終了
【リズム遊び】
▽10月16日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～)
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
講師…杉江のりこさん 申し込み…10月４日㈬～10日㈫
【ヨガ】
▽10月24日㈫ 10：30～11：30（受付10：00～)
場所…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…10月11日㈬～17日㈫
抽選確認…10月18日㈬～20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）

■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…14日（うんどうかい）
、21日
※休館日…７日㈯、28日㈯
【10月のおやつの日】
（１歳以上、要申し込み）
▽10月24日㈫ 14：00～15：00
「鬼まんじゅう」
持ち物…お茶、材料費50円、
（あれば）エプロン、三角巾
申し込み…10月２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。
■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
場所…コミセンなかさと
申し込み…10月10日㈫までに同センターへ申し込んで
ください。
【ハロウィンパーティー】
▽10月31日㈫ 10：00～10：30
内容…みんなでハロウィンをたのしもう
持ち物…簡単な仮装をしてきてください。
■かえっこバザー
10月23日㈪～27日㈮
※期間中に出されている品から欲しい物をお持ち帰り
ください。持ち帰りの袋をお持ちください。
■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
■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。
金曜日（20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
毎週月曜・金曜日（６日、13日、27日）13：00～16：30
【バランスボール】(要申し込み）
▽11月６日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
申し込み…10月25日㈬～31日㈫
■いどばた広場【誕生会】（申し込み不要）
▽10月６日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）
内容…10月生まれ誕生会、「おべんとうバス」
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【双子三つ子の会】(要申し込み）
▽10月30日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
内容…ふれあい遊び、保護者交流
対象…双子、三つ子の親子
場所…野洲市健康福祉センター３階にこにこ広場
申し込み…10月16日㈪～27日㈮
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ものをいかす交換銀行

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 － 6036、FAX 586 －
2200

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、FAX 587－3834
受付時間…月曜～金曜日（祝日は除く）8：30～17：15

※10月３日㈫～受付（先着順）

 付日は月初めの開庁日の翌日（翌日が閉庁
受
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。

譲ってください

番号
品 名
934 浴衣・甚平（男女・子ども用）
936 チャイルドシート
937 彫刻刀（学校用でないもの）
938 自転車（男の子用、
24インチ）
939 ロックミシン
941 犬用カート
943 バスケットゴール
（屋外、
家庭練習用）
947 マッサージチェア
（新しめのもの）
948 自転車（24インチか26インチ、
黒色）
949 こいのぼり
950 ミシン
951 ベビーサークル

毎月第４土曜は

廃食油回収の日
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・庁舎の周囲の整理 ･ 整頓が不充分。
①本館の南側駐輪場
②この駐輪場の先の自動車の駐車場一帯

譲ります

使用状況 希望価格
品 名
カーペット
（90cm×20ｍ巻、
180cm×20ｍ巻、
409
未使用 1,000円まで
希望に応じる）
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
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
額縁
未使用
500円
452
（自然木製品、27.3×39.4cm、八二（Ｂ-4（大）判））
液晶テレビ、
テレビ台
454
中古
相談
（ソニー、
32インチ、
ＷＥＧＡ）
457 綿（手芸用）
未使用 １袋50円
紙おむつ
未使用
相談
459
（大人用、
２パック、Mサイズ40枚入、Lサイズ30枚入）
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
★セニアカー
（スズキ、
ＥＴ4Ｄ、
ステッキホル
462
中古
相談
ダー付き、
青みがかった灰色）
463 ★足けり乗用玩具自動車（おもちゃ）
中古
無料
464 ★木馬（１～２才用）
中古
無料
465 ★メリーちゃんのベビーカー
（おもちゃ）
中古
無料
466 ★おしろのテント
（子ども用おもちゃ）
中古
無料
467 ★アンパンマンレジ
（おもちゃ）
中古
無料
★冷蔵庫
中古
500円
468
（日立、
横幅54×奥行57×高さ125ｃｍ）
469 ★テレビ
（シャープ、
縦30×横46ｃｍ）
中古
500円
470 ★ベッドマットレス
（シングル）
中古
2,000円
471 ★チャイルドシート
（小学生用、
アメリカ製）
中古
無料
20ｃｍ、
ピンク色） 中古
無料
472 ★子ども用長靴（女の子用、
473 ★布団（シングル、
花柄）
未使用
無料
474 ★スーツ
（半袖、
Ｍサイズ、
オレンジ色）
未使用
無料
475 ★盆栽（30鉢）
中古
相談

番号

【ご意見】

広報やす

希望価格
相談
相談
1,000円まで
無料
無料
無料
2,000円まで
1,000円まで
無料
無料
相談
無料

・イベントの看板の放置・古タイヤの放置・その他の
ゴミ放置がある。
・看板は再利用するものと処分するものとに分ける。
・管理部署、担当者、保管期間を明示する。
・管理保管期間を過ぎたものは処分する。
・古タイヤは市内の放置タイヤを集めたものであれば
早急に処理する。その他のゴミでも同様。
職員一人ひとりが（５Ｓ）に気を付けていないから
建物の周辺がきたない。
【回答】
ご指摘の駐輪場については、市役所の駐輪場に長期
に渡り放置されていた放置自転車のことと推察しま
す。警察への照会の後、２カ月の保管期間を経て４月
に処分する予定となっていましたが、処分が遅れてい
ますので、早急に対応いたします。
また、ご指摘の看板や古タイヤ、ゴミの放置につき
ましては、道路敷などに投棄されていたタイヤやゴミ
などを回収してきたものを置いており、一定量が溜
まったところで処分を行っています。現場を確認し、
所管課に処分を行うよう指示するとともに、看板につ
きましても、ご指摘のとおり再利用するものは倉庫内
に保管し、不要なものは処分するよう指示しました。
今後は、普段から整理・整頓を心掛け、適正な庁舎
管理に努めてまいります。

譲ってください
番号
品 名
952 ロックミシン
953 子ども用自転車（小学生用）
954 電動式マッサージ機
955 ウォークマン
（ジャンル問わず、
ラジオもきけるタイプ）
956 ★アップライトピアノ
957 ★カロム
958 ★自転車（男の子用、
20インチ）
959 ★自転車（中学生用、
ブリヂストン）

希望価格
相談
相談
相談
無料
相談
1,000円まで
1,500円まで
3,000円まで

平成29年10月28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

2017.10

