
■子育て支援センター
※ 新型コロナウイルス感染症対策により事業等を変更させていただく場合があります。
　最新情報は市ホームページをご覧いただくか、各支援センターにお問い合わせください。

【０歳児サロンありんこ】（10組、抽選あり、要申し込み）

▽４月23日㈮ 14：00～15：00

対象…３～11カ月の乳幼児とその保護者

内容…「こいのぼりを作ってみよう！」お家の中に飾

れるかわいいこいのぼりを作ってみませんか。はじめま

しての人も、引き続きの人も多数のご参加をお待ちして

います。

持ち物…特にありません。

申し込み…４月５日㈪～16日㈮までに来所または電話

で申し込みください。抽選に外れた人には連絡します。

■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。

※ ４月の土曜開放日は未定です。（後日当センターで張

り紙にてお知らせします。）

抽選日…４月19日㈪

※ おやつの日は、新型コロナウイルス感染症の状況によ

り判断します。

■子育て相談　毎週月曜～金曜日 10：00～16：00

　電話・個別相談も随時受け付けます。

★きたの子育て支援センター（きたの保育園内）

　☎ 518 － 1866、FAX587 － 6226

■ミックスクラブ　

※テーマや行事に沿った遊びをします。

※対象年齢は設けていませんのでぜひご参加ください。

【かぶとを作ろう】

▽４月５日㈪～７日㈬ 10：00～16：00

持ち物…手拭きタオル、のり

【４月の誕生会】

▽４月19日㈪ 10：30～11：00

　４月生まれの友だちをみんなでお祝いしましょう。

【こどもの日の集い】

▽４月30日㈮ 10：30～11：00

■子育て相談　毎週月曜～金曜日 10：00～16：00

　電話・個別相談も随時受け付けます。

■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。

月曜～金曜日 10：00～16：00（ミックスクラブのない時間帯）

★あやめ子育て支援センター（あやめ保育所よしじ分園横）

　☎・FAX589 － 2928

■子育て支援講座（要申し込み）

※来所または電話で申し込みください。

※申し込み多数の場合は抽選します。

※場所は野洲市健康福祉センター３階にこにこ広場です。

【リズム遊び】（20組、抽選あり）

▽４月12日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）

対象…10カ月以上の乳幼児とその保護者

申し込み…４月６日㈫まで

抽選確認…４月７日㈬～９日㈮

【ベビーマッサージ】（15組、抽選あり）

▽４月19日㈪ 10：30～11：30（受付10：15～）

対象…２カ月からハイハイをする前の乳児とその保護者

持ち物…バスタオル、ベビーオイル

申し込み…４月７日㈬～13日㈫

抽選確認…４月14日㈬～16日㈮

【ヨガ】（10組、抽選あり）

▽４月26日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～） 

対象…保護者（子どもさんは託児します）

申し込み…４月14日㈬～20日㈫ 

抽選確認…４月21日㈬～23日㈮

【ミュージック・ケア】（20組、抽選あり）

▽５月10日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）

対象…１歳４カ月以上の乳幼児とその保護者

申し込み…４月22日㈭～28日㈬

抽選確認…４月30日㈮～５月７日㈮

【誕生会】 

▽４月16日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）

内容…４月生まれ誕生会、ペープサート、簡単製作

申し込み…４月14日㈬まで

▽５月17日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）

内容…５月生まれ誕生会、ペープサート、簡単製作

申し込み…４月21日㈬～５月12日㈬ 

※誕生月以外の人も参加できます。

■子育て相談　毎週月曜～金曜日９：30～16：30

　電話・個別相談も随時受け付けます。

■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12・19・26日、金曜16日 13：00～16：30

月曜５日、火曜、金曜２・９・23・30日

 ９：30～12：00、13：00～16：30

水曜、木曜日 ９：30～12：00

★野洲市子育て支援センター
　☎ 518 － 0830、FAX518 － 0831
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【ご意見】

私は野洲へ引越しをしてきて、住みよい街と喜んでい

ます。

野洲駅北口の改修に期待しておりましたが、出来上が

ればただの駅。座るベンチは雨が降れば濡れて座れない

し、雪の日は大変です。市役所の方に電話して見てもら

いましたが、ベンチが鉄道の線路寄りなのは、歩行者の

方の為と言われました。歩行者は通り過ぎるだけなのに

と思いました。北口は置き去りにされています。駅には

喫茶らしきものもなく、バスも少なく、時間待ちが大変

です。商業的なものなどを考えてください。移動手段は

おのりやす、路線バスのみです。

【回　答】

ご意見いただきました北口改修は、平成30年11月に供

用を開始しました野洲駅北口駅前広場整備事業のことと

思われます。当該事業は、商業施設の併設などの駅前開

発を目的としたものではなく、歩行者の安全安心の確保

に向けた施設のバリアフリー化や歩道の拡幅、また横断

歩道橋の整備により歩行者と自動車の動線の分離を行い

円滑な交通の確保を図ったものです。

また、野洲駅北口構内での商業施設の立地は、現在の

構内とロータリーの敷地は十分な面積を有しておらず、

また、民間からの積極的な出店希望も現在のところ無い

ため難しいと考えています。

なお、野洲駅周辺につきましては、現在、策定準備を

進めている「商工業振興基本計画（案）」の中で、「駅前

周辺に、にぎわいと活力を生む施策」の推進を挙げており、

今後のまちづくりの中で活性化に向けてにぎわいの創出

に取り組んでまいりたいと考えています。

　このコーナーは広聴制度
「市長への手紙」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

★ 「市長への手紙」は郵送、通信箱（市役所本館玄関ロビー
に設置）、ファクスにより受け付けしています。

　 また、市ホームページの専用フォーム（市長室）からも
送信できます。

　 毎年「広報やす」10 月号に様式を掲載していますが、昨
年度は 11 月号に掲載しています。なお、任意様式でも随
時受け付けしています。

譲ります

番号 品　名 使用状況 希望価格

900 ひな人形（昭和初期作製、御殿雛） 中古 無料

901 高級五月人形一式（鎧飾り） 中古 無料

906 座敷用机（84×135×34ｃｍ、木製、杏色） 中古 無料

909 盆栽用植木鉢（陶器等、多数有り） 中古 無料

911 犬用ゲージ（幅50×奥70×高さ50ｃｍ） 中古 無料

912 座布団（５枚１セット、紺×５、エンジ×５、箱付） 中古 無料

913 犬用ゲージ（幅100×奥100×高さ80ｃｍ） 中古 無料

914 整理ダンス（横88×縦130ｃｍ、黒色） 中古 無料

918 小学生用デスク、イスセット 中古 無料

920 遠赤外線パネルヒーター（55×72×2.5ｃｍ） 中古 無料

923 ★毛糸（ピンク、赤色） 中古 無料

925 ★近江兄弟社高校制服（Mサイズ） 中古 15,000円

926
★エコリカリサイクルインクカートリッジ
　（BCI7e、各パックあり）

未使用 各500円

927
★子ども用二段ベッド
　（木製、幅150×長さ180×高さ80ｃｍ）

中古 無料

928 ★ゲートボールセット 中古 無料

930 ★ギター（茶色） 中古 無料

931 ★ラジオ付きCDプレーヤー 中古 無料

932 ★陶器類（茶碗、コップ等、複数あり） 中古 無料

933
★木製の机
　（幅109×奥69×高さ72.5ｃｍ、椅子付き）

中古 無料

934
★ぬいぐるみ
　（ディズニーキャラクター、スティッチ）

中古 無料

毎月第４土曜は

廃食油回収の日
４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、環境基本計画推進会議「エコ資源部会」増村☎ 586－1441

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

※４月１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】　４月１日㈭～６日㈫ 午後３時

　　　　　　　　　（抽選日：６日㈫ 午後４時～）

【先着受付期間】　４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、３月12日現在のものです。

　※６月号の掲載依頼は４月20日㈫まで

　　（編集の都合により掲載できない場合があります。）

譲ってください

番号 品　名 希望価格

100 本棚（幅90ｃｍ、高さ指定なし） 無料

101 ペーパーカッター裁断機（業務用） 無料

102 穴あけパンチ（業務用、両穴式、手動タイプ） 無料

103 ベンチ（長イス、１・２脚、色等不問） 無料

104 自転車（大人用、シルバー） 無料

106 バスケットゴール（屋外、自立式） 2,000円まで

107 食器乾燥機（小さめのもの） 無料

108 卓上キーボード（楽器） 無料

109
野洲小学校体操服（半袖、半ズボン、長袖、長ズボン、
単品可、サイズ130～150㎝）

無料

110 ★手押し車（座れるもの） 無料

111 ★グラウンドゴルフ一式 無料

112 ★グラウンドゴルフ一式 無料

113 ★ビニールハウス骨組 無料
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