
★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】「スクラップブッキングをしよう」
▽３月５日㈪�10：00～　主に２歳以上
▽３月６日㈫�10：00～　主に１歳～２歳
▽３月７日㈬�13：30～　主に１歳未満
【３月の誕生会＆ランチデー】

▽�３月12日㈪�10：00～　３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。
■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
【３月のわくわく遊び】
「お絵かき」クレヨンや絵の具を使って、自由にお絵
かきしましょう。汚れてもよい服で来てください。
【０歳児サロンありんこ】（３～11カ月児の親子、要申し込み）
▽３月23日㈮�14：00～15：00
内容…「フォトブッキング」　
持ち物…お茶、写真２～４枚、材料費100円
申し込み…３月１日㈭～16日㈮までに来所または電話
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。３月19日㈪以降ご確認ください。
【３月のおやつの日】（１歳以上、要申し込み）
▽３月20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。）
※３月の土曜日広場開放日はありません。

「じゃがいものお焼き」
持ち物…�お茶、材料費50円、（あれば）エプロン、三角巾
※�健康推進委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をしてもらってお
いしくいただきます。
申し込み…３月１日㈭～先着10組
【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）
▽３月５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
※受け付けは終了しました。

【ベビーマッサージ】（15組）
▽３月８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…３月２日㈮まで
【太極拳】（15組）
▽３月12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
申し込み…３月６日㈫まで
【親子フラ】（抽選なし）
▽４月９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…３月28日㈬～４月３日㈫
■いどばた広場【誕生会】（申し込み不要）
対象…�全年齢、誕生月でない人もOK

▽３月２日㈮�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…３月生まれ誕生会、「３びきのこぶた」
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【１歳児】（要申し込み）

▽３月19日㈪�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…手作りおやつ試食、「ころころまてまて」
対象…１歳児の親子
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…３月７日㈬～13日㈫
■双子三つ子の会（要申し込み）

▽３月26日㈪�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…親子ふれあい、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
■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・火曜20日･金曜２、９、23日� 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
金曜16、30日　　　９：30～12：00、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）午前８時30分～午後５時15分

※３月２日㈮～受付（抽選・先着順）
　受付開始時の混雑を解消するため、開始から一定期間内
の受け付けを抽選方式で実施します。その後は先着順で受
け付けします。
　なお、抽選は市職員が実施し、交渉順位を決定します。
【抽選受付期間】　３月２日㈮～６日㈫�午後３時
　　　　　　　　　（抽選日：６日㈫ 午後４時～）
【先着受付期間】　３月６日㈫�午後３時～30日㈮
　★印は今月号からの掲載分です。
　※掲載中の物品は、２月14日現在のものです。

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

平成30年３月24日午前10時～正午
回収場所：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
504 冷蔵庫（NEC、横幅436×奥行495×高さ794mm） 中古 無料
505 電気式卓上プレート（黒っぽく上がグレー） 未使用 1,000円
506 自転車用チャイルドシート（前、後両方） 中古 2,000円
508 プリンターインク（キャノン、マゼンダECI-CA07EM、ブラックECI-9BK） 未使用 各400円
509 植木鉢 中古 無料
510 座卓パソコン机（LOAS、幅75×奥行50×高さ101ｃｍ） 中古 無料
512 ペット用大型ホットカーペット 未使用 2,000円
514 猫用室内ゲージ（水色１個、ピンク色１個） 中古 無料
516 植木鉢（丸型（大）25ｃｍ、丸型（小）10ｃｍ、角型30×20ｃｍ） 中古 無料
517 日本人形（ケース入り、２体、33×63×43ｃｍ） 中古 無料

518 犬小屋（ボブ＆ベル950、屋根・扉付き、73×94×81ｃｍ） 中古 無料

519 尾山人形（ケース入り、35×39×60ｃｍ） 中古 無料
520 漬物壺（陶器製、４個、ふた付き、径20×24ｃｍ） 中古 無料

521 レディースクッキング（ハードケースに入ったカード式の本全20巻） 中古 無料

524 祇王小学校体操服（女の子用、上下、130～140ｃｍ） 中古 無料

525 イス（12脚） 中古 相談
526 ３人掛けソファー ほぼ未使用 無料
528 ★電気毛布（75W、190×130ｃｍ） ほぼ未使用 相談

529 ★プリンターインク　（キャノン、BCI24カラー、黒色（２つ、BCIブラック24BK）） 未使用 相談

530 ★プリンターインク（キャノン、黒、BCI-9BK） 未使用 無料
531 ★２カップ式コーヒーメーカー（カップ付き（２個）） 未使用 無料
532 ★雛人形（お雛様とお内裏様のみ） 中古 無料

533 ★机　（木製、卓上スタンド付き、縦150×横76×高さ75ｃｍ） 中古 10,000円

534 ★家庭用フィットネス機器「座・む～馬」（フジ医療器）ほぼ未使用 30,000円

535 ★オードブル皿　（陶器、30枚（バラでも可）、30×42×4ｃｍ） 中古 無料

536 ★温風ヒーター（トヨトミ） 中古 3,000円
537 ★スキー板（黄色） 中古 無料

538 ★スキー用グッズ　（ゴーグル、手袋2種、バッグ（大）、ケース付きボトル他） 中古 無料

539 ★スノーボード 中古 無料

譲ってください
番号 品　名 希望価格
971 ラジカセ（CD付き） 無料
972 サッカー用品（なんでも可、130ｃｍ以上子ども用） 相談
973 会議用長机（１台、約180×80×40ｃｍ） 500円
974 イス（食卓用、３脚） 500円
975 夏布団（掛け布団、２枚） 相談
976 自転車（大人用、小さめ） 相談
977 イス（４脚、大人用） 相談
978 ★ホットプレート 相談
979 ★自転車（大人用、26インチ） 相談

980 ★野洲北中学校制服　（女の子用、上下、Lサイズ、下だけでも可） 無料

981 ★ラジカセ（カセットテープが聞けるもの） 相談
982 ★子ども用自転車（小学生用） 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

　３月といえば卒業式や修了式などがある年度の終わ
りの月です。毎日一緒に過ごしてきた友だちや先生、
教室ともお別れで、さみしく感じている人も多いで
しょう。
　しかし、それと同時に小学校に行ったら友だちを
いっぱい作りたいなあ、勉強がんばろうなど４月から
の未来を期待し楽しみにするようにもなります。
　このように多くの人が新しい生活を楽しみにしてい
る一方で、発達障がいがある人は環境の変化に敏感な
ため変化や変更にとまどってしまいます。また未来の
ことを「こんなふうになるかもしれない」と想像する
ことが苦手なことから、年度初めのような環境が大き
く変わる時は普段より不安を強く感じます。
　しかし、新しいものごとや変更でも、事前に準備を
すれば混乱せずにとりくめるようにもなるのです。
　例えば、入学前に通学路を一緒に何度か歩き道路の
歩き方や学校までの道順を確認したり、新しい学校で
の昇降口や下駄箱、トイレなど確認しておくなど、実
際に自分が見たり経験しておくことや写真や絵を使っ
て分かりやすく伝えることで、これからの生活に見通
しがもちやすくなります。そうすると自分がその場面
でどのように動けばいいか分かり、それが安心感につ
ながります。そうして子どもにとって学校は安心でき
る楽しい場所となっていきます。
　それでも４月は環境の変化が大きく、新しいクラス
に慣れるだけで精一杯がんばっている時期です。毎日
の起床、就寝時間を同じくらいにして生活リズムを整
えることで心身の調子も安定するといわれていますの
で、子どもが新しい環境で安心して力が発揮できるよ
うに家庭での生活リズムを家族で見直す機会にしては
いかがでしょうか。
　また、日本では４月２日～８日は発達障害啓発週間、
４月２日は国連が定めた「世界自閉症啓発デー」です。
自閉症に関する理解を深めたり、自閉症のことについ
て知ったりすることにより、自閉症のある人を含めた
すべての人が過ごしやすい世界を実現していくための
日です。知るきっかけとして「広報やす」平成 29 年
11 月号でもお伝えしましたが当事者の芸術作品など
に触れてみてはいかがでしょうか。

年度の終わりから始まりへ
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