
★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
だちも参加できます。（申し込み不要）
【今月のあそび】「秋の野菜でスタンプを楽しもう」
▽11月６日㈪�10：00～　主に２歳以上
▽11月７日㈫�10：00～　主に１歳～２歳
▽11月８日㈬�13：30～　主に１歳未満
持ち物…�汚れてもいい服装
【11月の誕生会＆ランチデー】
▽�11月13日㈪�10：00～　11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、水筒、おしぼり、シート
　お弁当を食べない人は11：30で解散です。

【作って遊ぼう】（クリスマスの製作）（要申し込み）
▽11月20日㈪�10：00～
▽11月21日㈫�10：00～
▽11月22日㈬�10：00～
申し込み…11月４日㈯までに来所により申し込んでく
ださい。※電話申し込み不可
持ち物…材料費
※�詳細はセンターまでお問い合わせください。
■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

■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

■子育て支援センター

★きたの子育て支援センター
　☎ 518－ 1866、FAX587 － 6226
【11月のわくわく遊び】
「お絵かき」画用紙や大きな紙に思い切りお絵かきを
楽しみます。汚れてもいい服装でお越しください。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽11月24日㈮�14：00～15：00
内容…「クリスマス飾り作り」　持ち物…お茶
申し込み…17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。11月20日
㈪以降、来所または電話でご確認ください。
【親子講座】（要申し込み）
▽11月８日㈬�11：30～12：30
内容…「食事講座」保育園の栄養士と食事についてお
話をしてもらう場です。保育園の給食のメニューの試
食もありますので、おにぎりを持ってきていただいて、
みんなでお昼ご飯を食べましょう。
【11月のおやつの日】（１歳以上、要申し込み）
▽11月21日㈫�14：00～15：00　

■子育て広場（申し込み不要）
　０歳からの在宅児（未就園）が親子で自由に遊べます。
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。）
※土曜日広場開放日…11日、25日（パパデー）
※休館日…４日㈯、18日㈯

「かぼちゃクッキー」
持ち物…�お茶、材料費50円、（あれば）エプロン、三角巾
申し込み…11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。
【パパデー】（要申し込み）
▽11月25日㈯�10：30～12：30
持ち物･･･お茶、おにぎり、お皿、お箸（フォーク）、レ
ジャーシート、材料費300円
申し込み…21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】随時実施しています。

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。

★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。
【バランスボール】（30組）
▽11月６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
申し込み…申し込み終了
【ベビーマッサージ】（15組）
▽11月９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
場所…野洲市健康福祉センター２階集会室
申し込み…11月２日㈭まで
【親子フラ】
▽11月13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
申し込み…11月７日㈫まで
【運動遊び】
▽11月20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
申し込み…11月８日㈬～14日㈫まで

【ミュージックケア】（１歳半以上）（要申し込み）
▽12月４日㈪�10：30～11：30（受付10：00～）
申し込み…11月22日㈬～28日㈫まで
■いどばた広場【誕生会】（申し込み不要）
場所…野洲市健康福祉センター１階集団健診室
▽11月17日㈮�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…�11月生まれお祝い、「おもちゃのチャチャチャ」
▽12月１日㈮�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…�12月生まれお祝い、「てぶくろ」
■いどばた広場【１歳児】(要申し込み）
▽11月27日㈪�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…手作りおやつ試食、「だあれかな？」
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…11月15日㈬～21日㈫まで
■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。
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
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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

※11月２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11月25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
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
454 液晶テレビおよびテレビ台（ソニー、32インチ、ＷＥＧＡ） 中古 無料
457 綿（手芸用） 未使用 １袋50円

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

462 セニアカー（スズキ、ＥＴ4Ｄ、ステッキホルダー付き、青みがかった灰色） 中古 相談

464 木馬（1～2才用） 中古 無料
467 アンパンマンレジ（おもちゃ） 中古 無料
468 冷蔵庫（日立、横幅54×奥行57×高さ125ｃｍ） 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
472 子ども用長靴（女の子用、20ｃｍ、ピンク色） 中古 無料
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
476 ★五月人形カブト（ガラスケース入り、45×60ｃｍ） 中古 無料
477 ★日本人形（ガラスケース入り、2体、30×50ｃｍ） 中古 無料
478 ★植木鉢（角1、35×26ｃｍ、5×11ｃｍ） 中古 無料
479 ★植木鉢（5つ、陶器、丸型、直径20ｃｍ） 中古 無料
480 ★小物入れ（布張り、和装、36×27ｃｍ） 中古 無料
481 ★着物（男性用、ウール素材、紺色系） 未使用 1,000円
482 ★抱っこひも（新生児用） 中古 無料
483 ★整理タンス（7段、132×88ｃｍ） 中古 無料
484 ★トースター 未使用 1,000円
485 ★革靴（男性用、冬用、25.5ｃｍ、茶色） 未使用 2,000円

486 ★くまのプーさんぬいぐるみ　（3体、体勢それぞれ異なる） 中古 無料

487 ★家庭用高圧洗浄機　（ケルヒャー、テラスクリーナー付き） ほぼ未使用 無料

488 ★あんま器 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
952 ロックミシン 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
956 アップライトピアノ 相談
957 カロム 1,000円まで
958 自転車（男の子用、20インチ） 1,500円まで
959 自転車（中学生用、ブリヂストン） 3,000円まで
960 ★スカート（野洲北中学校制服、冬用） 相談

961 ★�子どものせ自転車　（24インチ以下、ブレーキがしっかりしているもの） 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
962 ★ダイニングテーブル用ベビーチェア（美品） 無料
963 ★夏布団（綿付き、中古可） 5枚300円
964 ★布団一式（掛け布団、毛布、敷き布団、シングル） 無料
965 ★自転車（大人用、26インチ、変速機付き希望） 相談

「発 達 支 援 セ ン タ ー 通 信 」

◆発達支援センター
���☎ 587 － 0033、FAX�587 － 2004

　秋も深まり、こころ静かに、絵や音楽を楽しみたい
季節になってきましたね。
　発達障がいのある人たちの中には、脳のタイプの違
いを芸術に生かしている人たちが多くいます。ピカソ
やモーツァルトはAD／HD（注意欠陥／多動性障害）
の特徴を、「不思議な国のアリス」の作者ルイス・キャ
ロルは自閉症の特徴をもっていたと言われています。
「ジュラシックパーク」を作ったスティーブン・スピ
ルバーグは、文字を読んだり書いたりすることが苦手
な学習障がいの 1つであるディスレキシア（失読症）
と診断されています。
　ピカソは子どもの時は落ち着きがなく動き回り、授
業中ノートに落書きをしたり、いたずらがひどく大人
を困らせていました。大人になってからは、発想は非
常に豊かですが、整理整頓が苦手で、仕事の締め切り
や約束を守ることも苦手だったようです。しかし、絵
に対しては超人的な集中力を発揮し、芸術の世界でそ
の力を開花させました。
　発達支援センターに相談に来ている人の中にも、陶
芸や絵画、漫画、物語などさまざまな才能を発揮させ
て生活の楽しみの一つにしながら暮らしている人たち
がいます。その人たちの作品は、アール・ブリュット
といわれ、さまざまなところで作品展が開催されるよ
うになりました。芸術の秋、素敵な作品を見つけにど
こかへ出かけてみませんか。

芸術の秋、芸術家と
発達障がいのある人々

◀�小さな牛を無数に貼り付けた＜うし＞
　石井春樹氏作

▲こいのぼり�伊藤愛氏作
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