
■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）

　「色水＆泡遊びをしよう！」　食紅を使って色水を作っ

たり、石鹸を削った粉で泡を作って遊んだりします。

ジュースやアイスクリームに見立てて楽しみましょう！

※濡れたり、汚れたりしてもよい服装でお越しください。

タオル、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）

▽９月24日㈮ 14：00～15：30
対象…３～11カ月の乳幼児とその保護者
内容…「手作りおもちゃを作ろう！」
持ち物…特にありません。材料等はこちらで準備します。

糊などを使うので汚れてもいい服装でお越しください。
申し込み…９月６日㈪～17日㈮までに来所または電話

で申し込みください。

■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。

※ ９月の土曜開放日は未定です。センター内の貼り紙で

お知らせします。

※ 応募多数の場合、21日㈫に抽選し、外れた人には連絡

します。
【食事お悩み相談】（申し込み不要）

　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個別にお悩

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

【９月の誕生会】

▽９月13日㈪ 10：30～11：00

　９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。
【敬老の日のプレゼント作り】

▽９月６日㈪～８日㈬ 10：00～16：00
持ち物…手拭きタオル、のり、子どもさんの写真

★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。
【フラダンス】（20組、抽選あり）

▽９月６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。

※受け付けは終了しました。

【ミュージック・ケア】（20組、抽選あり）

▽９月13日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
対象…１歳４カ月未満の乳幼児とその保護者
申し込み…９月１日㈬～７日㈫
抽選確認…９月８日㈬～10日㈮
【ベビーマッサージ】（15組、抽選あり）

▽９月22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…９月８日㈬～15日㈬ 
抽選確認…９月16日㈭～21日㈫
【９月の誕生会】 

▽９月27日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
内容…９月生まれ誕生会、ペープサート、簡単製作
申し込み…９月１日㈬～21日㈫ 

※誕生月にかかわらずどなたでも参加できます。

10月の予定

【リズム遊び】（20組、抽選あり）

▽10月４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…９月21日㈫～28日㈫ 
抽選確認…９月29日㈬～10月１日㈮
【ベビーダンス】（20組、抽選あり）

▽10月11日㈪ 10：30～11：30（受付10：00～）
対象…３カ月～１歳半の乳幼児とその保護者
持ち物…抱っこひも、筆記具
申し込み…９月29日㈬～10月５日㈫
抽選確認…10月６日㈬～８日㈮
【10月の誕生会】 

▽10月15日㈮ 10：30～11：30（受付10：00～）
内容…10月生まれ誕生会、ペープサート、簡単製作
申し込み…９月21日㈫～10月12日㈫ 

※誕生月にかかわらずどなたでも参加できます。
■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（野洲市健康福祉センター３階）

　☎ 518 － 0830、FAX518 － 0831
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譲ります

番号 品　名 使用状況 希望価格

954 花器（信楽焼（大・中）大は中古、木製） 未使用 相談

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

962 マッサージチェア 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

967 世界文化シリーズ（写真集25巻セット） 未使用 無料

968 世界のメロディ（レコード、本17巻セット） 未使用 無料

969 ごみ箱（45ℓ） 中古 無料

970 台車（積載荷重120ｋｇ） 中古 無料

971 エプソンインクカートリッジ（パッケージ風船柄） 未使用 無料

973 浜キス用竿 中古 3,000円

974 ヘルシーミンサー（肉や魚をミンチにする器具） 中古 無料

975 ソーセージメーカー 中古 無料

977 木製ベビーベッド（２×１ｍ） 中古 無料

980 学習机（イス付、縦110×横110×奥行65ｃｍ） 中古 無料

981 ベビー布団（西川製）
ほぼ
未使用

無料

982 ペタンクの玉（９個） 中古 無料

983 赤ちゃん用寝具一式 未使用 無料

984 ★電気炊飯器（一升炊き） 中古 無料

985 ★電子ピアノ（ヤマハ） 中古 無料

986 ★エレクトーン（ヤマハ） 中古 無料

987 ★ヘラ竿（６本ツギ） 未使用 6,000円

988 ★自転車（24インチ、子ども用） 中古 相談

989 ★本棚（木製） 中古 無料

990 ★自転車（26インチ） 中古 無料

991 ★沖縄人形（ガラスケース入り） 中古 無料

992 ★百人一首 中古 無料

993 ★バスタオルフード付 中古 無料

毎月第４土曜は

廃食油回収の日
９月25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

※９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】　　９月１日㈬～６日㈪ 午後３時

　　　　　　　　　 （抽選日：６日㈪ 午後４時～）

【先着受付期間】　　９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、８月13日現在のものです。

　※11月号の掲載依頼は、９月17日㈮まで

　　（編集の都合により掲載できない場合があります。）

「発 達 支 援 セ ン タ ー 通 信 」

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

　仕事や学校、買い物に出かける時、皆さんは、忘れ

物をしないようにメモを書いておくことはありません

か。一歩外へ出ると、いろいろな標識、マーク、案内

図などがありますね。最近は、スーパーのレジに並ぶ

と足形が描いてあり、意識しなくてもソーシャルディ

スタンスが取れるようになっていることが増えてきま

した。また、大勢の人が目的の場所に混乱なく歩いて

いけるように、通路や入り口を色分けして示している

こともあります。

　このように、見て分かるように示すことを視覚支援

といいます。発達障がいのある人は、目で見て分かる

ように視覚支援をすることが有効な場合が多いと言わ

れています。

　園や学校の中でも視覚支援がたくさん取り入れられ

ています。学習内容、作業の手順などを言葉で伝える

だけでなく、絵や文字、写真、動画などと一緒に示し、

理解しやすいように工夫をしています。視覚情報が多

すぎても注目すべきところが分かりにくくなるので、

必要な情報を整理して提示するようにしています。

　特に、時間や空間といったものは分かりにくいので、

視覚支援が有効です。一日のスケジュールを掲示した

り、活動が始まる時刻を時計の絵で示したり、休憩す

る場所と学習や仕事をする場所とを分けたりすると、

見て分かるので何度も伝えなくても自分で気づいて動

くことができます。

　また、「ちょっと待って」「その辺り」などのあいま

いなこと、「きれいにしましょう」などの抽象的なこと、

経験したことのない初めてのこと、相手の気持ちなど

も見えないので分かりにくいです。「５分待ってくださ

い」「青いかごの中に入れてください」「雑巾で２回拭

きます」などと具体的に伝えたり、初めてのことは事

前に動画を見てイメージしておいたりするだけで、不

安や緊張、混乱をせずに済むかもしれません。

　分かりにくいものを分かりやすく工夫することは、

障がいの有無に関わらず誰にとっても有効です。誰も

が分かりやすく、過ごしやすい環境をみんなで整えて

いきたいものですね。

分かりにくいものを分かりやすく

譲ってください

番号 品　名 希望価格

125 座椅子 無料

127 自転車（20インチ、男の子用） 無料

128 ラジオ付きＣＤコンポ 無料

129 ファックス（子機付き） 無料

130 ★ベッド 無料
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