【問い合わせ】
市民生活相談課
☎ 587 − 6063
℻ 586 − 3677

奨学金は借りた方がお得？
【相談事例】
①家計に余裕がありません。奨学金は返済しなくて
いいものですか？
②新卒採用されず現在も就活中。日本学生支援機構
の奨学金を２つ借りていたので返済額が大きく、
アルバイト収入では返せません。
【アドバイス】
親世代の収入は上がらない一方、大学の授業料は
上がっています。1970年代以降、受益者負担論が台
頭し今では国立で年間50万円以上、私立だと80万円
以上、入学金も国立でさえ約30万円します。奨学金
は、欧米では返済義務のない給付型が主流ですが、
日本ではほとんどが返済義務のある「貸与型」で、
実質は学生ローンです。
「給付型」もありますが成
績優秀者に限られるなど狭き門です。地方出身者対
象等、独自の奨学金制度を設けている学校もあるの
で、選定の基準にしましょう。
現在、半数の学生が奨学金を受給しています。
また学生の３分の１が日本学生支援機構の奨学金
を利用しており、貸与金額は約１兆2,000億円です。
2004年に日本育英会が廃止され独立行政法人日本
学生支援機構に移行、金融事業として位置付けら
れ、返還金の回収強化が進められています。2010年
４月から、延滞３か月の時点で個人信用情報機関
（全国銀行個人信用情報センター）に登録されます。
登録者は既に約２万人です。延滞利率は年10％（平
成26年４月以降発生分は年５％）、一度延滞すると
返済が延滞金に優先して充てられ元金がなかなか
減りません。延滞９か月で法的措置となり、法律家
が債務整理に入っても減額等の柔軟な対応をしま
せん。また全国銀行個人信用情報センターに延滞情
報が一定期間登録されますので、住宅ローンの与信
が通らないなど、さまざまな融資が受けられない事
態になります。
日本学生支援機構の奨学金ガイド（平成26年４月
１日発行）によると、第二種奨学金（利息付）月額
12万円が48か月貸与された場合、貸与総額576万円
になり返還総額は7,751,445円、月賦金額32,297円、
返還回数240回（20年）となります。卒業時に800万
円近い借金を背負っていることになり負担は相当
大きくなります。同機構のサイトで、返済シミュ
レーションができるので利用してみてください。
奨学金制度は高等教育を受ける機会を確保し、貧
困の連鎖を断ち切るために必要な制度ですが、現在
の奨学金制度には多くの問題点があります。将来
の生活のことも考えて、借りる前に十分に検討しま
しょう。

■４月の行事（開催場所／本館）
▽おはなしの森／５日㈰、26日㈰午後２時30分〜▽
ちっちゃなおはなしの森／16日㈭午前11時〜▽えほん
とおはなしの時間ずくぼんじょ／19日㈰午後２時30分
〜（３〜５歳向け）、午後３時〜（小学生向け）▽に
こにこのじかん／23日㈭午前11時〜
■４月の移動図書館
今月は行いません。
■４月の休館日
月曜日、29日㈷、６日㈪〜13日㈪（特別資料整理）
■新着図書から
『夢をまことに』
山本兼一著 文藝春秋刊
江戸時代後期、鉄炮鍛冶でありなが
ら、飛行船や潜水艇までつくろうとし
た国友一貫斎。さまざまな役に立つ道
具を発明・考案した男の「夢をまこと
に」するための奮闘記。
『踊る光』
トンケ・ドラフト作 西村由美訳
宮越暁子絵 岩波書店刊
ときにはやく、ときにゆっくりと、
灯台の光は踊りだす。オランダ屈指の
ストーリーテラー、トンケ・ドラフト
が贈るふしぎな物語集。表題作ほか「幽霊ナイフ」
「夢
にすぎない」など全６編収録。
■その他の新着図書
▼果てしのない本の話▼日本人の論語−伊藤仁斎『童
子問』を読む−▼古墳の地図帳▼イスラム国の野望▼
滋賀あるある▼図説世界史を変えた50の食物▼人類滅
亡ハンドブック▼私たちは今でも進化しているのか？
▼有機EL照明▼焼きいもが、好き！▼京阪電車−街
と駅の１世紀 京阪電車各駅今昔散歩大正・昭和の街
角を紹介−▼アウトドアで働く▼「日本人と英語」の
社会学▼ダイオウイカは知らないでしょう▼精鋭▼ホ
ケツ！▼オカザキ・ジャーナル▼92歳まだまだやりた
いことばかり▼海の光のクレア
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☆6月号の掲載依頼…4月24日㈮（必着）までに広報秘書課
☎587-6037、℻586-2200

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。

催し物
●第2回レイカディア大学陶芸作品展
陶芸学科卒業生、在校生有志によ
る作品展です。
日時…4月21日㈫〜26日㈰午前9時30
分〜午後5時
会場…県立近代美術館ギャラリー
（大津市瀬田）
入場料…無料
問い合わせ…大西☎090−6679−2771
●第13回さらさら寄席
日時…5月1日㈮午後6時30分〜
会場…野洲文化小劇場
出演…近江落語会ほか
木戸銭…無料※整理券要、
先着250人
問い合わせ…荒川☎090−3466−6629
●タロット占い＆ヒーリング体験
タロットの面白さやヒーリングの
不思議さを体験してください。
日時…4月21日㈫午後1時〜7時
会場…さざなみホール
対象…成人女性、先着6人※要予約
参加費…各500円
申し込み・問い合わせ…電話にて河
原☎080−4391−4080

募集
●シャクナゲ会会員募集
滋賀県の花シャクナゲに興味ある
人を募集します。
日時…5月2日㈯午前10時〜展示会あ
り
会場…近江富士花緑公園
内容…シャクナゲの接ぎ木、挿し木、
植替え
会費…2,000円／年
申し込み・問い合わせ…4月19日㈰
までに日本ツツジ・シャクナゲ協会
滋賀支部・田中☎587−2887
●スマイル★ソフトバレーボール
会員募集
旧篠原幼稚園OB、PTA発足由来
のソフトバレーボールチームです。
活動日時…毎週金曜日午後7時30分
〜9時30分
会場…篠原小学校体育館
対象…高校生以上の市内在住・在勤
者
会費…500円／月※入会金2,000円別
途要
問 い 合 わ せ … 大 堀 ☎090−5641−
4191、石本☎090−6675−1069
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● 「フリーピンポン」 新会員募集
野洲市生まれのニュースポーツ！
思いやりの心、助け合いの心を養い、
健康で長生きを合言葉に、笑いのや
まないニュースポーツです。老若男
女大募集！
4月の無料体験日程…▽4月18日㈯／
市民活動支援センター、▽4月19日
㈰／本部しん・しん（野洲284）
、い
ずれも午後1時30分〜3時30分
■第12回日本フリーピンポン滋賀県
大会を5月30日㈯に開催
会場…野洲市総合体育館
申し込み・問い合わせ…日本フリー
ピ ン ポ ン 協 会・ 辻 本 ☎587−0247、
FAX 587−1046
●フレッシュ体操クラブ会員募集
軽やかなリズムに乗り、楽しい雰
囲気で体力づくり。
★4月10日 ㈮・17日 ㈮・24日 ㈮ に 無
料体験見学会を行います！
※持ち物等、お問い合わせください
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
会場…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／木股☎
587−1237、 向 井 ☎586−0721、 ▽B
グループ／岡本☎588−2108、川瀬
☎587−3382
●健康推進員のメンズクッキング教室
日時…4月〜毎月第3日曜日午前9時
30分〜（全10回）
会場…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
●子育て広場♪さっちゃん♪
子育て中の皆さんが楽しい時間を
過ごせる広場です。
活動日時…毎月第2・第4土曜日午前
10時 〜 正 午（8月 第2・ 第4土 曜 日、
12月第4土曜日は除く）
会場…コミセンきたの2階和室
対象…どなたでも※予約不要、子ど
もだけの参加不可
内容…英語あそび、絵本の読み聞か
せ、リズムあそび、手芸、子育て相
談など
参加費…1家族100円（保険代、茶菓
子代等）※教材費等必要時は別途徴
収
問い合わせ…中田☎588−1739
●親子リズム＆里山の自然と
なかよし2015会員募集
新婦人の子育てサークルで楽しみ
ながら私らしさを発見してみません
か。
会費…900円／月（週刊紙代含む）
★親子リズムとぅいんくる
日時…毎週木曜日午前10時〜正午
会場…コミセンひょうず
対象…1歳児〜未就園児の親子

問い合わせ…高城☎090−5169−4869
★里山の自然となかよし
日時…月1回土曜日または日曜日午前
10時〜午後5時※午前・午後いずれか
の参加可
会場…大篠原の里山周辺
対象…子どもから大人までどなたでも
問い合わせ…飯田☎090−7756−1792
●地域子どもあそび文化センター
KIDS'HOUSE 参加者募集
★親子音楽あそび
日 時 …5月15日、6月19日、7月10日、8月
21日、9月18日、10月16日、11月20日、
12月4日、 平 成28年2月19日、いずれも
金曜日午前9時30分〜10時10分
会場…しみんふくし保育の家遊戯室
対象…6か月〜2歳児（平成24年4月1
日〜平成25年3月31日生まれ）とその
保護者、10組
参 加 費 …1家 族500円 ／回、子ども3
人目からは1人200円／回（保険代含
む）
、5月15日に4,500円徴収※欠席の
場合返金不可
申し込み・問い合わせ…5月1日㈮〜し
みんふくし保 育 の 家KIDS'HOUSE☎
586−2588、FAX 586−5835
●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
会場…コミセンなかさと大ホール
対象…市内在住の概ね60歳以上の人
内容…▽例会／新曲の練習と好きな
曲の発表、▽行事／発表会、旅行、
宴会など（年間6回）
会費…3,500円／半年※行事は実費負
担
申し込み・問い合わせ…大谷☎586
−0188、☎090−2019−3678

講座 ･ 講習
●NPO法人湖南ネットしが各種講座
会場…湖南ネットITスクール（野洲
駅南口正面深尾ビル3階）
申し込み・問い合わせ…同ネットし
が☎587−2501・FAX 587−2521
★求職者支援訓練3か月コース OA
スキルアップ基礎科
日時…5月20日㈬〜8月19日㈬、いず
れも午前9時10分〜午後3時50分
内 容 … コンピュータ基 礎・文 書 作
成・表計算・プレゼンテーションの
実習、職業能力基礎講習など
定員…先着15人
教材費…税込6,000円（受講料無料）
募集期間…4月20日㈪まで
選考…4月24日㈮午前10時〜
★シ ニ ア に 役 立 つ 楽 し い ス マ ー ト
フォン教室
スマホの便利な使い方を体験学習し
ます。機材はこちらで準備します。
日 時 …4月18日・25日、5月2日（ 全3
回）
、いずれも土曜日午前9時30分〜
正午
定員…先着12人
受講料…無料

