
　　

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

■２月の行事

【開催場所／本館】▽おはなしの森／３日
㈰、10日㈰、24日㈰午前10時30分～▽に
こにこのじかん／２日㈯午前10時30分～▽
ちっちゃなおはなしの森／14日㈭、28日㈭
午前11時～▽えほんとおはなしの時間ずくぼんじょ／
17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）
【開催場所／中主分館】▽ちっちゃなおはなしの森
in中主／13日㈬午前11時～
※ 中主分館では初めての開催！絵本や手遊びなど、
親子で一緒に楽しんでいただけるおはなし会です。
お気軽にご参加ください。

■２月の休館日　月曜日、７日㈭、12日㈫

■新着図書から
『海近旅館』　
柏井 壽／著　小学館

　海野美咲が半年前から若女将をつと
める旅館は、海が近いだけが取り柄で、
サービス、施設ともにいまいち。それ
でも宿を一生懸命切り盛りする美咲に、
不思議な出会いの数々が訪れ…。

『ゴッホの星空』
バーブ・ローゼンストック／文　
メアリー・グランプレ／絵　
なかがわ ちひろ／訳　ほるぷ出版

　小さいころから夢中になると、まわ
りが見えなくなってしまうフィンセン
ト。その情熱は絵をかくことでさらに

加速しました。およそ10年の画家生活のなかで約900点
もの油絵をのこした、フィンセント・ファン・ゴッホの
物語。

■その他の新着図書

▼Pythonはじめの一歩▼独学で歴史家になる方法▼
転んでもただでは起きるな！▼ユーチューバーが消滅
する未来▼家族を「争族」から守った遺言書30文例 
▼１ドル札の動きでわかる経済のしくみ▼人生100年
時代の年金戦略▼うちの子はひといちばい敏感な子！
▼霊長類図鑑▼〈あまり〉病気をしない暮らし▼「小さ
ないのち」を守る▼Stereo流音質アップのアイディア
集▼働く台所▼名前がわかる！フルーツ＆ベジタブル
図鑑▼ベルギーで習った私のカルトナージュ▼ゼロか
ら始めるフルマラソンの本▼悲願花▼鼠、恋路の闇を
照らす▼キンモクセイ▼おとぎカンパニー▼されど私
の可愛い檸檬▼作りかけの明日▼駄目な世代▼人生
是、途中なり▼ケイレブ
※�図書館本館には19紙の新聞があります。六大紙以外
に、日経産業新聞、日経流通新聞、日刊工業新聞、
日刊スポーツなどもあります。

ニセ電話詐欺にご注意！

【事例１】
　娘婿を名乗る男からＡさん宅に電話があった。
「病気で声が出ない。友だちに誘われて株を500万円
ずつ買った。友だちが会社の金を使い込んで訴える
と言われている。」「友だちを助けるために300万円
が必要。お金は弁護士に渡してほしい。」と言われ
た。Ａさんはこれを信じて、市内の路上で弁護士を
名乗る男に現金300万円を手渡した。

【事例２】
　市役所の保険年金課から「以前、青色の封筒を
送ったのですが、返信がないので電話しました。」
と電話があった。封筒には医療費の過払いがあり、
還付のための手続き書類が入っていたらしく、「手
続き期限は今日までなので、急いで手続きをお願い
します。」「銀行窓口は混んでいるので、携帯電話を
持って近くのＡＴＭに行ってください。」「ＡＴＭに
着いたら、操作方法を説明するので＊＊＊＊＊まで
電話してください。」と言われたので指示通りにし
たら、自分の口座に入金されるはずが、結果的に送
金してしまった。

【アドバイス】
　【事例１】は昨年11月末に実際に市内で発生した
詐欺事件です。
　親族等を名乗り「会社の金を使い込んだ。」や「お
金は弁護士に渡してほしい。」などお金を要求する
電話は詐欺です。

　【事例２】は確定申告の時期に発生しやすい還付
金詐欺の事例です。
　犯人は「市役所」「税務署」「年金事務所」などの
職員を名乗り、保険料の還付、税金の還付、などと
『お金を受け取ることができる』という内容の電話
をかけてきます。
　公的機関が電話で還付金受け取りの手続きをす
ることはありません。
　また、ＡＴＭでお金が返ってくることは絶対にあ
りません。

　事例のような電話があったときは、相手から氏
名、所属、電話番号を聞き、警察または野洲市消費
生活センターにご相談ください。
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催し物
●のばら識字教室人権学習会
　差別のない誰もが安心して暮らせる
社会をめざし活動しています。
日時…�２月２日㈯午後２時～３時30分

（開場／午後１時30分～）
場所…人権センター多目的室
対象…どなたでも　※申し込み不要
講師…�菊地晃子さん（三重県伊賀市い

がまち人権センター人権教育推
進員）

参加費…無料
問い合わせ…大谷☎080－1475－4624
●アコースティック歌のコンサート「桜」
日時…２月17日㈰午後２時～
場所…野洲図書館本館ホール
対象…どなたでも
内容…�アコースティックギターによる

歌のコンサート
入場料…無料
問い合わせ…岩本☎090－6755－2679
●第11回中主文化振興会発表会
日時… ２月24日㈰ 

▽展示の部／午前10時～  
▽舞台発表／午後１時～

場所…コミセンなかさと
対象…どなたでも
内容…▽舞台発表／詩吟、現代舞踊、
　　　　日本民謡、剣舞、社交ダンス、
　　　　車椅子ダンス、大正琴など
　　　▽作品展示／俳句、大津絵、手
　　　　編み、絵画、生け花など
入場料…無料
問い合わせ…北村☎589－2758
● うたと打楽器でおくる  

ウィンターコンサート
日時…�２月24日㈰午後１時30分～ 

（開場／午後１時～）
場所…野洲図書館本館ホール
対象…�どなたでも 

※当日受付、幼児同伴可
内容（曲目）…�オペラ「カルメン」より

「ジョルジュ・ビゼー」、童
謡メドレー、ジブリメド
レーなど

出演… ウタンバ
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☎090－
3262－5421

● 兵主地区老人クラブ健康ウォーキング
日時…�３月13日㈬午前８時30分～ 

※雨天時14日㈭
集合場所…�ラコリーナ近江八幡駐車場

（近江八幡市北之庄町615-１）
コース… ラコリーナ⇒西照寺⇒興隆寺⇒

日牟禮八幡宮⇒八幡堀⇒近江八
幡日牟禮ヴィレッジ

対象…�野洲市老人クラブ会員
持ち物…�飲み物、タオル、動きやすい

服装
問い合わせ…木村☎589－4987

募集
●野洲市ショートテニスクラブ部員募集
　体育館でスポンジボールと軽いラ
ケットを使うスポーツです。コーチや仲
間と楽しくゲームをしてみませんか？
練習日時… 土曜日（月２回） 

午後１時30分～４時  
（変更の場合あり）

練習場所… 北野・祇王・三上小学校体
育館

対象…小学１年生～５年生
会費…1,000円／月
申し込み… ３月２日㈯午後１時30分～

２時にコミセンきたの２階和
室　※印鑑要

問い合わせ…原☎・FAX587－5287
　　　　　　西村☎・FAX586－1152
※ 詳細は同クラブホームページをご覧
ください。

● (一社）ガールスカウト滋賀県連盟
第12団・第22団団員募集

　「自己開発・人との交わり・自然と
ともに」をモットーに、自ら考え行動
できる女性をめざしています。
★滋賀県連盟第12団
対象… 就学前１年の女児、小･中学生

および高校生の少女、市内在住
の女性

参加費…登録費、活動費他
申し込み…随時受付
★滋賀県連盟第22団
対象… 小学１・２年生の少女、18歳以

上の女性
参加費…登録費、集会費等
その他…体験集会の予定あり
申し込み…３月30日㈯まで
問い合わせ…野洲市社会教育関係団体
事務局（北部合同庁舎２階）☎589－
3381（受付／午前９時～午後４時、日
曜日、祝日は除く）
● 野洲吹奏楽団ジュニアバンド  

団員募集
　一つの音楽を沢山の仲間と一緒に創
り上げよう！新年度に向けて団員を全
パート募集します。
練習日時… ▽毎週火曜日午後６時～９時 

▽ 毎週土曜日午後１時30分

～５時30分
練習場所…さざなみホール
対象…小学４年生～中学３年生
問い合わせ…藤池☎588－3939
●野洲吹奏楽団団員募集
　野洲市民を中心に幅広い年齢の吹奏
楽愛好者が練習に励んでいます。現在、
全パート募集中です。（特にパーカッ
ション、クラリネット、ホルン）随時
見学可
練習日時… 毎週土曜日　　　　　　　

午後５時30分～９時
練習場所…さざなみホール他
対象… 高校生以上で楽器を所有し、他

の吹奏楽団に属していない人
問い合わせ…岡本☎588－4434
● 野洲ジュニアフットボールクラブ 

会員募集
練習日時…▽ 幼児、小学１・２年生／ 

土曜日午前９時30分～11
時30分

　　　　　▽ 小学３年生～６年生／ 
水曜・木曜日午後６時～
８時、土曜日午後１時30
分～５時

練習場所… 水曜日／ 北野小学校または
三上小学校

　　　　　木曜・土曜日／野洲小学校
対象…幼児（年長）、小学生 ※地域不問
申し込み・問い合わせ…同クラブホー
ムページhttp://www.yasujfc.jp/
●野洲グリークラブ団員募集
　県内でも数少ない男声合唱グループ
です。
　毎年６月の滋賀県合唱祭、秋の野洲
市芸術祭、悠紀まつりに参加。９月に
はさざなみホールでのコンサートも計
画しています。
練習日時…�毎月第１～第４土曜日 

午後７時～９時30分頃
練習場所…コミセンみかみ
会費…3,000円／月
問い合わせ…谷口☎588－4204
●野洲ラグビースクール団員募集
　小学生のラグビーは「ミニラグビー」
と称され、安全を考慮したルールのも
と行われます。
　試合は天然芝もしくは人工芝グラウン
ドで行われるため怪我が少なく安心。
見学・体験お気軽にどうぞ！
練習日時… 毎週日曜日 

午前８時30分～正午
練習場所…野洲川河川公園芝生広場
対象… 小学１年生～６年生　　　　

（幼稚園児は保護者同伴の場合可）
申し込み・問い合わせ…西田☎090－
7765－1578

　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。

☆４月号の掲載依頼…２月25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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