
【問い合わせ】
消費生活センター
☎ 587－ 6063
FAX	586 － 3677

■４月の行事（開催場所／本館）
※おはなしの森の時間が変わりました！ご注意ください。
▽おはなしの森／２日㈰、23日㈰、30日㈰午前10時30
分～▽ちっちゃなおはなしの森／20日㈭
午前11時～▽えほんとおはなしの時間ず
くぼんじょ／９日㈰午前10時10分～（０
～２歳向け）、午前10時40分～（３～５歳
向け）、午前11時10分～（小学生向け）
▽にこにこのじかん／27日㈭午前11時～
■４月の休館日　月曜日、11日㈫～16日㈰（蔵書点検）
※６日㈭は開館します。
＊蔵書点検とは、図書館にあるすべての資料のデータ
を1冊ずつ読み取り、点検する作業です。お求めの資
料を正しく迅速に提供していくために必要な作業です
ので、ご理解とご協力をお願いします。

■新着図書から

『�合理的にあり得ない� �

―上水流涼子の解明―』

柚月裕子著　講談社刊

　不祥事で弁護士資格を剝奪された上
水流涼子は、探偵エージェンシーを運
営。明晰な頭脳と美貌を武器に、怪人
物がらみの「あり得ない」依頼を解決
に導くのだが…。

『�庭のたからもの』

大野八生著　小学館刊�

　わたしたちのまわりには、“たから
もの”がいっぱい！ツツジの魅力、真
夏の夜に香る花たち、冬の庭観察…。
春から冬へと季節をとおして、身近
な植物の楽しみ方、育て方、季節の

楽しみ方をイラストで紹介します。

■その他の新着図書

▼図書館徹底活用術▼「本をつくる」という仕事▼
「傾聴」の基礎から実践▼戦争を始めるのは誰か▼忍
者の末裔▼世界がもし100人の村だったら�お金篇▼世
界一の会議▼電通事件▼差別されてる自覚はあるか▼
発達障害の子のための「すごい道具」▼毛の人類史▼
フェルトで作る和のつるし飾り▼主菜別献立がすぐ決
まる副菜レシピ帖▼本を守ろうとする猫の話▼クロー
バーナイト▼ビニール傘▼そういう生き物▼東京ク
ルージング▼海に向かう足あと▼私たちが姉妹だった
ころ▼ビリー・リンの永遠の一日

ＳＮＳを悪用した海外マルチ？

【相談事例】
①�SNSをフォローされ、その人の投稿を見るように
なった。家にいながら主婦でも稼げる！口コミで事
業が拡がる！１人紹介すると２万円＋ボーナスが貰
える！等、米国を拠点とするネットワークビジネス
を紹介していた。初期費用25万円はクレジットカー
ドのリボ払いにして参加。半年経っても全く儲から
ない。返金してほしい。
②�会社の部下から「ネットビジネスやりませんか？」
とSNSがきてコーポの一室で開催された説明会に
参加した。「簡単にできるゲームアフィリエイトで
す。アプリのゲームみたいにオンライン上でカジノ
のようにお金が動く。外国だからできる。オンライ
ンカジノを拡散して収入を得られ広告等を貼る必
要もない。スマホがあれば誰でもできる！」と夢の
ような映像を見せられ、登録料20万円を本部に送
金。報酬が入る口座も英国の銀行に開設した。そ
の後、別会社に権利を譲ると聞いて不審になり、
契約書面をもらっていないことを理由に、クーリン
グオフするとメールしたが、退会はできるが返金は
一切できないと拒否された。

【アドバイス】
入学、就職…新生活に心ときめく季節となりまし

た。「学生生活をエンジョイしたいが学費は高い。
部活にもけっこうお金がかかる。そんな時、『良い
バイトがある。会員になり健康食品を知り合いに売
るだけで簡単に儲けられる』と誘われ、商品を購入
したものの、残ったのは借金と在庫の山」……今も
昔も消費生活センターに寄せられる相談です。
個人を販売員として勧誘し、次の販売員を勧誘さ

せ、組織を連鎖的に拡大していく商品・役務の販売
は「連鎖販売取引」として特定商取引法で厳しく規
制されています。マルチ商法とかネットワークビジ
ネスとも言われます。商品やサービス契約後、次は
自分が買い手を探し、次々に販売組織に加入させ、
ピラミッド式に拡大させていく商法です。この場合、
法で定めた記載事項が正しく記載された契約書面を
受け取ってから20日間、クーリングオフ（無条件契
約解除）することができます。
インターネットやＳＮＳの普及により最近では、
事例①②のように、海外を拠点とする事業者とのト
ラブルも増えています。法定契約書をもらってない
と解約を申し入れても、「あなたは米国のサイトに
アクセスし、米国法人で○○州法を遵守して組織運
営している事に同意いただいた上で登録を行ってい
る為、日本のルールの特定商法取引法も該当せず契
約書面の発行も行なっていない」などと返信がきて
返金を拒否されたり、連絡が取れなくなる場合もあ
ります。
誰でも簡単に稼げるなど上手い話はありません。

あやしいと思ったらすぐにご相談ください。
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催し物
●のばら識字教室人権学習会
日時… ４月６日㈭�

午後７時30分～９時30分
場所…野洲市人権センター多目的室
内容…部落差別解消法について
参加費…無料
問い合わせ…初田☎080－1475－4624
●フォークソングうたごえコンサート
日時… ４月16日㈰午後１時30分～�

（開場／午後１時～）
場所…野洲図書館ホール
対象… どなたでも�

※当日受付、幼児同伴可
内容（プログラム）…雪が降る日に、
白い冬、なごり雪、竹田の子守唄、22
才の別れなど※曲目変更の可能性あり
出演…BlackFace
入場料…無料※お帰りの際、運営費の
寄付をほんの少しいただけると幸い�
です。
問い合わせ…野洲市音楽のあるまちづ
くり実行委員会・主宰青木清治☎090
－3262－5421
● 「チャレンジ！太極拳17」   
野洲市武術太極拳 春季大会

　太極拳愛好者の皆さんとご一緒に！
ゆっくり太極拳を！グッとレベルアッ
プも！
日時…４月23日㈰午前10時～午後４時
場所…総合体育館小アリーナ
内容…
①呉式太極拳（続けてやってみよう）
②陳式太極拳（全身で豪快な種目）� �
③総合太極拳（じっくりレベルアップ）
④32式太極剣（さらにアップ）� �
⑤体験太極拳（入門への挑戦）
参加費…500円
問い合わせ…斉田☎586－1896
● 中里・兵主地区老人クラブ   
健康ウォーキング

日時…５月９日㈫午前８時30分～
　　　※雨天時10日㈬
集合場所…�竜王かがみの里
　　　　　（国道８号線沿い）駐車場
コース…�全行程４㎞、竜王かがみの里

（駐車場）⇒源義経元服の跡
⇒平家終焉の地⇒村田製作所
（工場内庭園・花壇観賞）⇒明
治天皇御休憩所

持ち物…飲み物、タオル、軽快な服装
主催…中里・兵主地区老人クラブ健康部
問い合わせ… 中里地区・西☎589－5016

兵主地区・東☎589－3217

募集
● 童子川ボランティア清掃   
参加者募集！

　河川のゴミ回収を地域の皆さんと協
働で定期的に行っています。どなたで
も参加できます。
日時… ４月12日㈬午前９時～11時�

※雨天時13日㈭� �
（午前９時�童子川法寺橋集合、
５・６台駐車可能）

場所… 童子川（五ノ里地先の法寺橋周辺）
持ち物… 軍手、川の中で作業される人

は長めの長靴� �
※�ゴミ袋、ゴミバサミ、熊手
は主催者にて準備します。

問い合わせ… フィールドワークやす・
熊本☎090－9010－5802

●野洲市カラオケ同好会会員募集
　カラオケを通じて親睦を深めます。
日時…毎週火曜日午後１時～４時30分
場所…コミセンなかさと大ホール
対象…おおむね60歳以上の市内在住者
内容…
▽例会／新曲の練習と好きな曲を明る
く、楽しく自由に歌える会です。
▽行事／発表会、旅行、宴会（年間６回）
会費…8,000円／年※行事は自費負担
申し込み・問い合わせ…吉岡☎586－
4709、090－4035－9851
● 野洲グラウンド・ゴルフクラブ   
会員募集

　「いつでも」「だれでも」「どこででも」
を合言葉にグラウンド・ゴルフを楽し
みませんか。愛好者が集まってプレー
に励んでいます。
日時…毎週金曜日午前９時30分～
場所… 野洲川河川公園ＧＧ場、�

辻町多目的グラウンド
入会金…無料※年会費2,000円／人
会員大会…年６回、参加費無料
上位入賞（１～５位）男女別、ホール
インワン賞、参加賞（全員）
※体験参加は随時受け付けています。
※県協会へも加入できます。
問い合わせ… 田中☎588－3837�

橋口☎588－1839
●フレッシュ体操クラブ会員募集
　仲間と一緒に軽やかなリズムに乗っ
て、楽しい雰囲気の中で体力づくり。
日時…毎週金曜日▽Ａグループ（ハー
ド）／午前９時30分～10時45分▽Ｂグ
ループ（ソフト）／午前11時～正午
場所…コミセンきたのほか
対象…市内在住・在勤の女性、若干名
問い合わせ…
▽Ａグループ・竹村☎587－4037
　　　　　　　宮脇☎586－0477
▽Ｂグループ・古川☎588－3695
　　　　　　　操田☎587－1616
★４月14日・21日・28日いずれも金曜
日に無料体験見学会を行います。

● 野洲ジュニアアスレチッククラブ
団員募集

　陸上競技を中心に活動するクラブ
チームです。
日時…毎週土曜日午前９時～11時ごろ
場所… 野洲川河川公園陸上競技場�

およびその周辺
対象…小学１年生～６年生
問い合わせ…野洲市陸上競技会・平井
☎050－5898－5473

●おばん菜料理教室募集
日時… 毎月第２土曜日午前９時30分～�

（４月から平成30年２月まで開催、
８月は休み）

場所…コミセンきたの調理室
対象…５人程度
持ち物… エプロン、バンダナ、持ち帰り

容器、米100ｇ（0.5合）
参加費… 15,000円／年�

（材料費・コミセン使用料含む）
申し込み・問い合わせ…梅村☎・FAX
587－2873
●きたの俳句同好会会員募集
　初心者大歓迎、年齢不問です！
日時… 毎月第１土曜日�

午後１時30分～４時30分
場所…コミセンきたの学習室
対象… 市内および近隣地域在住の人、

若干名
形態… 現会員13人、合議制（指導者な

し）、席題一句、兼題四句（句集
作成）、吟行年１回、初句会（新
年会）各回選句５句

会費…1,000円／月
問い合わせ…コミセンきたの事務局
☎586－2450（水曜・木曜日、祝日は休み）
●健康推進委員のメンズクッキング教室
日時… 毎月第３日曜日午前10時～�

（全10回）※４月から実施
場所…コミセンきたの調理室
対象…男性10人程度
参加費…10,000円／年
申し込み・問い合わせ…４月10日㈪
までに勝山☎587－2515
●守山鉄道同好会会員募集
　鉄道の楽しみ方は、乗り鉄、撮り鉄
（撮影）、採り鉄（音声）等様々です。
　興味のある人はお気軽にご参加くだ
さい。
例会…毎月第３土曜日午前10時～正午
場所…さんさんホール（守山市役所前）
対象… 鉄道に興味のある人ならどなた

でも
問い合わせ…守山鉄道同好会・蔵田
Ｅメールjpharu@hotmail.com

　サークル活動などの会員募集や催し
物などの情報コーナーです。

☆６月号の掲載依頼…４月25日㈫（必着）までに広報秘書課
　☎587－6037、FAX586－2200
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