
【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／５日
㈰、12日㈰午前10時30分～▽にこにこのじ
かん／４日㈯午前10時30分～▽ちっちゃな
おはなしの森／９日㈭午前11時～▽えほん
とおはなしの時間ずくぼんじょ／26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／23日㈭午前11時～
※ 社会状況の変化により、やむを得ず中止となる可能

性があります。最新の情報は図書館までお問い合せ
ください。
■４月の休館日　

　毎週月曜日、14日㈫～19日㈰（蔵書点検）、29日㈷
※ 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くために必要な作業で
すので、ご協力をお願いします。

■新着図書から
『友だち』
シーグリッド・ヌーネス／著　
村松　潔／訳　新潮社

　誰よりも心許せる男友だちが
命を絶ち、喪失感を抱えた女性
作家。そこに男が飼っていた巨大
な老犬が転がり込んできた。狭い
アパートで寄り添うふたつの孤独
は、言葉を介さない友情でかたく
結ばれてゆき…。

『100』
名久井　直子／さく　
井上　佐由紀／しゃしん　
福音館書店　

　「100」って、いったいどの
くらい？イメージしようとす
ると難しい…。どんぐり、貝
がら、輪ゴムなど、子どもたちの身のまわりにあるも
のを100ずつ集めた、100を感じる写真絵本。

■その他の新着図書

▼人間の本性▼ベトナム戦争と私▼AIvs民主主義▼
「家族の幸せ」の経済学▼モヤモヤの正体▼災害ケース
マネジメント◎ガイドブック▼保育者のための外国人
保護者支援の本▼スマホ依存から脳を守る▼木星・土
星ガイドブック▼エンド・オブ・ライフ▼デジタルで
読む脳×紙の本で読む脳▼ビジュアルパンデミック・
マップ▼イネつくりの基礎▼綴る女　評伝・宮尾登美
子▼色のない虹茶▼聖 Sen no Rikyu▼楡の墓

新型コロナウイルス感染症の拡大に

伴う消費者の皆さんへのご注意！

◎マスク、トイレットペーパー、消毒液、滅菌ガー
　ゼ等の買いだめや転売目的等による買い占めは控
　えてください。

　新型コロナウイルス感染が拡大している状況の
下、さまざまな風説が流れていますが、トイレット
ペーパー等紙製品に関しては通常通りの生産・供給
が行われており、需要を満たす十分な在庫製品が
確保されている状況です。また、マスクや消毒液に
ついては国内主要メーカーで増産体制が敷かれてお
り、より多くの消費者の手に渡るよう、高額取引や
ネットオークションへの出品自体の自粛を要請する
などの取り組みを国が進めている状況です。さらに
マスクに関しては、国民生活安定緊急措置法に基づ
き高額での転売を禁止されています。
　必要なものが必要とする人に届くよう、ご協力と
冷静なご対応をお願いするとともに、転売等を目的
とした購入は控えてください。

◎新型コロナウイルスに便乗した悪質商法や詐欺
　などにご注意ください。

　他市の家庭に、水道会社従業員を名乗る男性から
「下水道にコロナウイルスが付いているので洗浄が
必要。除去するのに費用がかかる。」という新型コ
ロナウイルスに便乗した不審な電話がかかっていま
す。また、「新型コロナウイルスによる肺炎が広がっ
ている問題で、マスクの無料送付確認をお願いしま
す。」といったウソのSMS（ショートメッセージサー
ビス）を送って偽サイトに誘導する、といった手口
が確認されています。このような不審な電話等は詐
欺ですので、不審な電話はきっぱり切ることと、身
に覚えのないSMSやメールが届いてもURLはクリッ
クしないように注意してください。

　少しでもおかしいと感じたら、野洲市消費者セン
ターにご相談ください。
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≪お詫びと訂正≫
　３月号催し物に掲載しました３月 29 日開催のタイトルに記載誤りがありました
のでお詫びし訂正します。
　（正）　野洲吹奏楽団ジュニアバンド　　　（誤）こころの歌広場
　　　　ふれんどりーこんさーと 2020　　　　　 ～あなたの心に笑顔の虹を～

●童子川ボランティア清掃

　市内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おります。ど
なたでも参加できます。
Ｄ  ４月13日㈪午前９時～11時
　※ 雨天時14日㈫（童子川法寺橋集

合）
場  童子川（五ノ里地先の法寺橋周辺）
持  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

者が準備します。
問  フィールドワークやす・熊本☎090

－9010－5802

●…兵主地区老人クラブ
　健康ウォーキング
Ｄ  ４月22日㈬午前８時30分～
　※雨天中止
場  琵琶湖大橋など
　（ピエリ守山南側Ｇ駐車場集合）
ひと  野洲市老人クラブ会員
内   琵琶湖の春色にふれあいます。
　ピエリ南側Ｐ⇒琵琶湖大橋⇒道の駅
持  動きやすい服装、タオル、飲み物
問  辻☎589－3061

募集
●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。
Ｄ  毎週火曜日午後１時～４時
　 （例会／月４回）
場  コミセンなかさと大ホール
ひと  おおむね60歳以上の市内・近隣市町

在住者
内   ▽例会／ 新曲の練習と好きな曲を、

明るく楽しく健康のため自
由に歌えます。（随時見学
可）

　 ▽行事／ 発表会、旅行、宴会等（年
間６回）

￥  7,000円／年　※行事は自費負担
申  問  吉岡☎586－4709、090－4035－9851

●…健康体操クラブ会員募集

　ストレッチや軽い筋トレを行い、健
康を維持向上させる自主体操グループ
です。（個人指導はありません。）
Ｄ  毎週水曜・金曜日午前９時～11時45

分　※見学可
場  野洲市健康福祉センター３階リハビ

リ室
ひと  65歳以上の市内在住者　
持  上履き（見学時も必要)
￥  無料（入会時事務費100円別途要）
　※見学・面談後に入会を決定
問  山口☎080－5713－1633

催し物
●…第20回おしばな「なでしこの会」
　作品展

　アレンジメント、風景、コラージュ
など約100点の作品を展示します。今
回、最終の展示会につき、付箋メッセー
ジで五輪マーク作りやデモ「押し花作
品のできるまで」、よし笛などの生演
奏、花の種プレゼントもあります。
Ｄ  ４月７日㈫～９日㈭午前10時～午後

８時
　※９日／午後７時まで
場  モリーブ守山１階セントラルコート
問  小西☎587－5088、☎090－9049－9845
　※ 期間中、無料体験会を開催します。

各日午前11時から先着30人（親子
優先）

●…ル・プレソワールコンサート　　
～歌声は春風に誘われて～

Ｄ  ４月11日㈯午後１時30分～
　（開場／午後１時～）
場  野洲図書館本館ホール
ひと  どなたでも
　※当日受付、幼児同伴可
内   麦の唄、恋の季節、上を向いて歩こ

う、琵琶湖周航歌 など
￥  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  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

●……びわ湖わんにゃんマルシェ

　人と動物が寄り添う優しいまちづく
り「共生」をテーマにしたマルシェで
す。保護犬猫譲渡会や啓発活動など、
犬猫に関する情報を発信し、人と犬猫
のハッピーライフを応援します。
Ｄ  ４月12日、５月10日、６月14日
　いずれも日曜日午前10時～午後４時
場  アル・プラザ野洲平面駐車場
　　　　　　　　　　　　（宝くじ側）
問  わんにゃんマルシェ実行委員会・河

居☎080－2450－9799、ホームペー
ジhttp://biwakowannyan.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、楽しい雰囲気の中で体力づくりを
しましょう。
Ｄ  毎週金曜日
　▽ Ａグループ／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  コミセンきたの ほか
ひと  市内在住・在勤の女性、若干名
￥  1,000円／月（スポーツ安全保険代

1,000円／年別途要）
問  ▽Ａグループ／  林 ☎586－2738、
　　　　　　　　島村☎588－3334
　 ▽Ｂグループ／国友☎587－5030、
　　　　　　　　井上☎589－3038
≪無料体験見学会≫
４月10日㈮／コミセンきたの

●…朗読グループさえずり会員募集

　視覚に障がいがある人へ市が発行す
る広報紙などを録音しているボラン
ティアグループです。
Ｄ  第２・第４月曜日午前10時～正午
場  野洲市健康福祉センター２階保健指

導室
ひと  どなたでも
￥ 1,000円／年（保険料等）
問 辰己☎586－1779

●写真同好会会員募集

　写真の技術向上と親睦を兼ねて教室
を実施しています。写真に興味をお持
ちの人、これから始めたいと思ってい
る人も大歓迎です！
Ｄ  毎月第２・第４土曜・日曜日（輪番）
　 午前９時30分～11時30分（年20回）
場  コミセンぎおう
ひと  USBメモリーに写真が取り込める

人、先着５人程度
￥  10,000円／年（講師・施設使用料等）
申  コミセンぎおう☎586－3200
　（火曜・水曜日、祝日は除く）
問  コミセンぎおう写真同好会・米田☎

587－3038、田中☎588－0745、今川
☎588－2122

●…内閣総理大臣認定（公社）滋賀吟魂会
詩吟教室会員募集

　詩・和歌・俳句を吟じる事で腹式呼
吸にて健康づくり、また、詩を覚える
ことで認知症予防ができます。習い事
を始めたいと思っている人、大歓迎で
す。
Ｄ  原則月４回（１回２時間）
場  コミセンみかみ、野洲平自治会館、

八夫自治会館など
￥  2,000円／月（運営費別途要）
問  角☎587－1490、三宅☎090－4761－

0114

　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

Ｄ…日時　 場…場所・会場　 ひと…対象者・定員　 内…内容　 持…持ち物　
￥…入場料・参加費など　 申…申し込み　 問…問い合わせ

※新型コロナウイルス感染症対策によ
　り各種事業やイベント等が中止・延
　期になる場合があります。
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