
■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。

【わくわく遊び】（申し込み不要）
　「水遊びをしよう！」天候に合わせて、テラスに水路
を出します。水に触れたり、何かを流してみたりしてダ
イナミックに楽しみましょう。
※濡れてもよい服装で、着替えも持参してください。
【０歳児サロンありんこ】（６組、抽選あり、要申し込み）
▽７月21日㈬�14：00～15：30
対象…３～11カ月の乳幼児とその保護者
内容…うちわをデコレーションしよう！
持ち物…水分補給用のお茶、絵の具を使うので親子と
も汚れてもいい服装でお越しください。
申し込み…７月５日㈪～16日㈮までに来所または電話

■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。
月曜～金曜日９：30～16：00�センター内、園庭で自由
に遊べます。
※�７月の土曜開放日…10日、24日
で申し込みください。抽選に外れた人には連絡します。
抽選日…７月19日㈪�
【食事お悩み相談】

　開催日時は未定です。センター内の貼り紙でお知らせ
します。保育園の給食を作っている調理師がお悩みを聞
かせていただきます。離乳食、偏食、アレルギー食、噛
まないなど、なんでも気軽にご相談ください。
■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ています。

★きたの子育て支援センター（きたの保育園内）
　☎ 518－ 1866、FAX587 － 6226

【７月の誕生会】

▽７月12日㈪�10：30～11：00
　７月生まれの友だちをみんなでお祝いしましょう。
■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ています。

■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）■ミックスクラブ（申し込み不要）

※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。
【七夕の集い】

▽７月７日㈬�10：30～11：00
内容…みんなで七夕の雰囲気を楽しみます。

★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

■子育て支援講座および催し（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。
【ヨガ】（10組、抽選あり）
▽７月５日㈪�10：30～11：30（受付10：00～）�
対象…保護者（子どもさんは預かります。）
※受け付けは終了しました。
【７月の誕生会】

▽７月12日㈪�10：30～11：30（受付10：00～）
内容…７月生まれ誕生会、ペープサート、簡単製作
申し込み…７月７日㈬まで
※誕生月にかかわらずどなたでも参加できます。
【ベビーマッサージ】（15組、抽選あり）
▽７月15日㈭�13：30～14：30（受付13：15～）
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…７月５日㈪～９日㈮
抽選確認…７月12日㈪～14日㈬
【バランスボール】（20組、抽選あり）
▽７月19日㈪�10：30～11：30（受付10：00～）
対象…保護者対象ですが、子どもさんと一緒に参加し
ていただきます。
申し込み…７月７日㈬～13日㈫
抽選確認…７月14日㈬～16日㈮
【運動遊び】（20組、抽選あり）
▽７月26日㈪�10：30～11：30（受付10：00～）

対象…歩ける幼児とその保護者
持ち物…フェイスタオル
申し込み…７月12日㈪～16日㈮
抽選確認…７月19日㈪～21日㈬
８月の予定
【リズム遊び】（20組、抽選あり）
▽８月２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…７月19日㈪～27日㈫�
抽選確認…７月28日㈬～30日㈮
【８月の誕生会】 

▽８月20日㈮�10：30～11：30（受付10：00～）
申し込み…７月26日㈪～８月18日㈬�
■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ています。

■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。
月曜日　　　　　　13：00～16：30
火曜、金曜日　　　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

☆★☆ 夏期限定広場の開放 ☆★☆

　夏期限定で通常の広場とは別室で広場開放を行います。
　日時および対象に限定があります。
日時…７月21日㈬～８月31日㈫（祝日、８月13日㈮は除く）
　　　月曜・金曜日�９：30～12：00、13：00～16：30
　　　火曜・水曜日�９：30～12：00
場所…野洲市健康福祉センター２階集団指導室
対象 … 未就園児とその兄弟姉妹の幼稚園・こども園（幼

稚園部）の子どもとその保護者
　　　※小学生と幼稚園児のみでの利用はできません。
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譲ります
番号 品　名 使用状況 希望価格
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
935 セミダブルベッド（マット付） 中古 相談
937 キッズバイク（２才用、２台） 中古 ２台500円
938 ぬいぐるみ（くま、ごりら） 中古 各1,000円
939 ヤマハエレクトーン（EL-50） 中古 相談
943 ロッキングチェアー 中古 無料
944 モロコ竿（２本） 中古 相談
946 ぬいぐるみ（ハロッズ） 未使用 無料
948 スリムパソコンラック（高さ調節可、キャスター付き） 中古 無料
949 冷蔵庫（業務用、１坪用） 中古 50,000円
950 ポケモンレジャーシート（約59×59ｃｍ） 未使用 無料
951 エアーベッド（シングルサイズ） 中古 無料
953 ★小型金庫（鍵付き、２連ダイヤル） 未使用 無料
954 ★花器（信楽焼（大・中）大は中古、木製） 未使用 相談
955 ★植木鉢（大・中・小、径30～12㎝） 中古 無料
956 ★フィッシュロースター（魚焼き機、900Ｗ） 未使用 無料
957 ★管理機（耕運機） 中古 相談
958 ★海用竿（８本ツギ） 中古 3,000円
959 ★癒しの塗り絵（１ページ使用済） 中古 無料
960 ★書棚（横90×奥35.5×高さ180ｃｍ） 中古 無料
961 ★バスケットゴール（屋外用、自立式） 中古 相談
962 ★マッサージチェア 中古 無料
963 ★子ども用自転車（マウンテンバイク、26インチ） 中古 無料
964 ★座敷机（182×90×35ｃｍ） 中古 無料
965 ★ヤマハエレクトーン（茶色） 中古 無料
966 ★カーテン（100×178ｃｍ、ベージュ） 未使用 無料

毎月第４土曜は
廃食油回収の日

７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

※７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】　　７月１日㈭～６日㈫�午後３時
　　　　　　　　　　（抽選日：６日㈫�午後４時～）
【先着受付期間】　　７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、６月11日現在のものです。
　※９月号の掲載依頼は、７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
114 ダブルベッドフレーム 無料
116 熊手、竹ぼうき 無料

117 耕運機 10,000円
まで

118 グラウンドゴルフクラブ 相談
119 CDラジカセプレーヤー 無料
120 自転車（子どもを後ろに乗せれるタイプ） 無料
121 グラウンドゴルフ（ボール） 無料
122 中主小学校標準服&体操服（女の子用） 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

　一般的に「平等」と聞くと、みんなに同じ言葉がけ
や同じ配慮をすることだと思われがちです。しかし、
発達障がいの人に対する支援で本当の意味での平等と
はどういうことでしょうか。

　例えば、身長が違う子どもが壁の外からスポーツ観
戦をしているとします。背が高い子は台がなくても観
戦することができますが、低い子は台がないと観戦す
ることができません。そこで、二人に同じ高さの台を
用意すると、背が高い子には十分すぎる高さになり、
低い子にはぎりぎり壁から頭が出る程度だとします。
一般的には平等だと言われるかもしれませんが、同じ
ことをするのが平等なのではなく、二人が同じ目線で
観戦することができて初めて平等だと言えるのです。
この場合、背が高い子の顔が壁の高さよりも上にある
のなら、背が低い子だけに背が高い子と同じ目線の高
さになる台を用意すればいいのです。これが合理的配
慮です。困っている人に必要な支援を必要な分だけす
ることで、困り感を少しでも減らすことができます。

　相手の立場になり、「今、困っているだろうな。」「も
しかして〇〇がしたかったのかな。」など、まずは共感
し、相手の気持ちを受け止めることが大切です。そう
することで、どういう配慮をすればいいのかを考える
ことができます。

　力が発揮できる場所は人そ
れぞれ違います。発達障がい
のある人もない人も、それぞ
れの違いを認め合い、助け合
いながら生活していくことが
できるといいですね。

平等とは？　合理的配慮とは？

譲ってください

123 テーブル、イス（陶器製、信楽焼等） 10,000円
まで

125 ★座椅子 無料
126 ★扇風機 無料
127 ★自転車（20インチ、男の子用） 無料
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