
【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／１日㈰、８日㈰、29日㈷午前10時30
分～▽にこにこのじかん／７日㈯午前10時
30分～▽ちっちゃなおはなしの森／26日㈭
午前11時～▽えほんとおはなしの時間ずく
ぼんじょ／22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）
■４月の休館日　�月曜日、10日㈫～15日㈰（蔵書点検）

※５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

『雲上雲下』　

朝井 まかて著　徳間書店刊

　俺たち、本当に存在しているんです
か？子狐に山姥、乙姫に天人、そして
龍の子ら民話の主人公たちが笑い、苦
悩し、闘う。やがて物語が交錯し、雲
上雲下がひずみ始め…。『日本農業新
聞』連載を改題、加筆して単行本化。

『わたしの空と五・七・五』　

森埜 こみち作　山田 和明絵　講談社刊

　自分がやりたいことをわかっている
人は強い。わたし、なんもないもんな
あー。自分に自信のない中１の空良は、
ふとした成り行きで入った文芸部で

「俳句」に出会い…。俳句の入門書でも
ある、さわやかな物語。

■その他の新着図書

▼いまどきパソコン&Windows 10はこんなふうにで
きている▼本能寺の変 生きていた光秀▼保守と立憲
▼終活にまつわる法律相談▼まかせる力▼ベーシック
インカムへの道▼勉強▼子どもの心に届く言葉かけ▼

「くらし」の時代▼今の科学でここまでわかった世界
の謎99▼オーロラ・ウォッチングガイド▼がんになっ
た親が子どもにしてあげられること▼カリカリベーコ
ンはどうして美味しいにおいなの？▼超簡単なので自
炊やってみた▼スペシャルティコーヒー物語▼シロウ
ト夫婦のきょうも畑日和▼ときめく多肉植物図鑑▼ポ
ピュラー・アーティスト・セレクション▼国会議員基
礎テスト▼雪の階▼坂を見あげて▼謎々将棋・囲碁▼
美女は天下の回りもの▼臆病な詩人、街へ出る▼許さ
れざる者

住宅用火災警報器の

悪質な訪問販売

　住宅用火災警報器の設置が法律等で義務付けられ

てから10年が経過しました。そして、火災警報器の

耐用年数は一般的に約10年といわれているため、交

換の時期がきているものがあります。住宅用火災警

報器の点検や交換については、消防局が中心となっ

て広報活動をしています。

　しかし、これに乗じて悪質業者が訪問してきて、例

えば「耐用年数を過ぎた火災警報器を使用している

と刑事罰となる。」や「火災警報器は専門の業者によ

り点検をする必要がある。今なら安く点検する業者を

紹介する。」などと言って火災警報器を売りつける被

害が全国で発生しています。

　訪問販売で火災警報器を買ったときは、８日間は

クーリングオフをすることが可能です。おかしいなと

思ったら、その場で契約をせずに家族や消費生活セ

ンターに相談しましょう。また、契約してしまったと

きも一人で悩まず、すぐに消費生活センターに相談し

てください。

　住宅用火災警報器の点検については、湖南広域行

政組合の広報紙「こなん」49号と50号で紹介されて

います。詳細は、湖南広域消防局東消防署（☎587-

1119）までお問い合わせください。
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催し物
●�兵主地区老人クラブ�
健康ウオーキング

日時…�４月10日㈫午前８時30分～ 
※雨天時11日㈬

集合場所…�田園空間博物館堤駐車場 
（堤グラウンド横、サッカー    

　場北側）
コース… 全行程６㎞、平坦コース 

野洲川左岸堤防散策⇒笠原町
　　　　 ・蜊

つぶ

江
え

神社⇒笠原堤防の桜見
物（昼食）⇒野洲川散策

持ち物…�弁当、飲み物、タオル、動き
やすい服装

問い合わせ…�兵主地区・東☎589－3217
●淡海句会俳句体験講座
　四季折々の風景や日ごろ感じている
ことを「五・七・五」のことばにのせ
て伝えてみましょう。
日時…�４月12日、５月10日いずれも
　　　木曜日午前10時30分～正午
場所…コミセンやす
対象…どなたでも
参加費…600円（２回分）
申し込み…�当日会場で申し込み 

（受付／午前10時～）
問い合わせ…東☎090－6914－0540
●�第18回　おしばな「なでしこの会」�
合同作品展

　アレンジメント、風景、コラージュ
など約80点の作品を展示します。
日時…�４月13日㈮～15日㈰ 

午前10時～午後８時
場所…�モリーブ守山１階セントラルコー

ト（守山市播磨田町185番１号）
問い合わせ…�小西☎587－5088 

河村☎588－2863
≪体験会≫
　可愛い押し花ボールペンを作成します。
日時…�４月14日㈯、15日㈰ 

午後１時～３時
対象…どなたでも、先着20人
参加費…500円（材料費）
●�光永ファミリーで贈る春爛漫音楽旅行
日時…�４月14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（曲目）…サウンドオブミュージッ
ク、世界の民謡メドレーなど
出演…光永ファミリー
入場料…�無料
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
●彩友会デッサン教室
★作品展
　鉛筆、木炭などで描いた作品です。
ぜひご覧ください。
日時…�４月20日㈮～26日㈭ 

午前10時～午後５時

場所…�市民活動支援センターギャラ
リー（野洲図書館併設）

★受講生募集
日時…�４月第１・第２・第４土曜日 

午前９時～正午（毎月３回）
場所…コミセンみかみ
対象…中学生以上
講師…伊東敏行さん
参加費…3,000円／月
◎申し込み・問い合わせ…伊東☎090
－6988－2125、岩岡☎090－1893－
3433
●�朗読ユニットあかり�
第５回朗読ライブ「声の風景」

　大人が聞いて楽しめる朗読会です。
日時…�４月21日㈯午後２時～３時頃 

（開場／午後１時30分～）
場所…�市民活動支援センター会議室 

（野洲図書館併設）
朗読作品…�テーマ「生きる」 

宮沢賢治「猫の事務所」、
斎藤隆介「モチモチの木」
ほか

対象…�どなたでも、先着30人 
参加費…無料
問い合わせ…ホームページ 
http://roudokuunit.web.fc2.com/
野洲図書館☎586－0218

募集
●健康なかよし会新規会員募集
日時…▽ 毎週月曜日 

午前９時30分～11時30分
　　　▽ 毎週水曜日  

午後１時30分～３時30分
場所…�野洲市健康福祉センター３階 

リハビリ室
対象…65歳以上の市内在住者、先着15人
内容…�京都橘大学作成ビデオ体操、三

宮先生ビデオ体操等を使用した
運動、健康運動指導士による指
導（３人が交代、月３回）

会費…1,000円／月
※４月２日から見学可（当日申し込み）
問い合わせ…代表・福井☎・FAX587－
4030
●野洲市カラオケ同好会会員募集
　カラオケを通じた親睦と福祉の増進
を目的に活動しています。
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、楽しく自由に歌えます。
▽行事／発表会、旅行、宴会等（年間６回）
会費…7,000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
●健康体操クラブ新規会員募集
　ストレッチや椅子体操等を行い健康
を維持向上させる自主体操グループで
す。（個別指導はありません）
日時…�毎週水曜・金曜日 

午前９時～11時45分
　　　※４月４日から見学可
場所…�野洲市健康福祉センター３階 

リハビリ室
対象…65歳以上の市内在住者

会費…�無料（入会時事務費100円別途要）
申し込み・問い合わせ…山口☎080－
5713－1633、Ｅメールfj0983@gmail.com
●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、楽しく体力づくりをしましょう。
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…コミセンきたの他
対象…市内在住・在勤の女性、若干名
会費…�1,000円／月（年間保険代1,000円

別途要）
問い合わせ…
▽Ａグループ・ 横田☎586－5793  

三谷☎586－6064
▽Ｂグループ・ 柴田☎589－6278  

岩本☎587－2191
≪無料体験見学会≫
日時…�４月13日・20日・27日
場所…�▽13日・27日／コミセンきたの 

▽20日／野洲図書館大ホール
●�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
会費…2,000円／年　※入会金無料
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
●近江富士健身会健康トレーニング
　脳・心肺の活性化、体幹・脚力など
の強化に楽しみながら挑戦します。
日時…�毎週日曜日午前10時～正午
　　　（初回は４月15日㈰、月４回予定）
場所…野洲図書館ホール
対象…�少しスキップで移動でき、後方

横方向への歩行可能で心肺機能
が正常な人、先着20人

持ち物…運動靴、敷物、飲み物
参加費…1,000円／月　※初回体験無料
申し込み・問い合わせ…世話人・西川
☎080-1447－8909、FAX586－2677
●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～

（初回は４月14日、全10回）
　　　※８月は除く
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、会場使用料含む）
申し込み・問い合わせ…梅村☎・FAX587
－2873
●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

　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24日㈫（必着）までに広報秘書課
　☎587－6037、FAX586－2200、Eメールhisyo@city.yasu.lg.jp
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