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

「日本年金機構」職員を
かたる電話にご注意ください
【Aさんからの相談】

■７月の行事（開催場所／本館）
▽おはなしの森／５日㈰、12日㈰午後２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／19日㈰午後２時30分

「日本年金機構」と名乗る電話があり、年金が受

〜（３〜５歳向け）、午後３時〜（小学生向け）▽に

給できなくなるので手続きのため質問に答えるよ

こにこのじかん／23日㈭午前11時〜▽化石とあそぼう

うにと言われた。通帳はいくつあるか、金額はい

／26日㈰午後１時〜３時▽一日図書館員／29日㈬、30

くらかなどを聞かれたあと、このままでは年金の

日㈭

受給ができなくなるため、こちらが言う手順に従っ

■７月の休館日

て手続きをするように言われた。

月曜日、２日㈭、21日㈫

【Ｂさんからの相談】
消費者センター職員と名乗り「年金情報が漏れて
いる。個人情報を消すにはボランティア団体の協力
が必要です。」と電話があったが、不審ではないか。

■平成２７年度第１回

野洲市図書館協議会のお知らせ

日時：7月12日㈰午前10時〜正午
場所：野洲図書館

会議室

内容：平成26年度図書館事業報告について

他

＊傍聴をご希望の人は当日お越しください。
「図書館協議会」は図書館の運営に意見を述べる機
【アドバイス】
６月１日に日本年金機構で年金加入者の情報が

関として設置されています。委員は10人、任期は２年、
年数回の会議などの活動をしています。

流出したとの報道がありました。全国で、日本年
金機構の職員を語った不審電話が発生しています。

■新着図書から

この電話では、名前、住所、電話番号のほか、家族

『いま、君たちに一番伝えたいこと』

構成や、預金額などが質問されています。また、電

池上 彰著

日本経済新聞出版社刊

話では、
「情報の流出を止めるためにはすぐに手続

東京工業大学の大岡山キャンパスに

きが必要です。」などと語り、誘導しようとしてき

身を置く著者が、最近の大学生の様子

ます。実際に、滋賀県でも不審な電話があったと報

や教養をめぐる論議、現代史やニュー

告があります。日本年金機構から個人宅に電話がか

スの見方などを伝える。
『ことばのいたずら』

かることはありません。このような電話がかかって
きたら詐欺だと思って電話を切り、警察（110番ま

五味 太郎作 絵本館刊

たは#9110）や日本年金機構の専用電話窓口フリー

「このかんばんを読んではいけません」
「てんどん かつどん よーいどん」
「あ

ダイヤル（0120−818−211）、野洲市市民生活相談

えてここで言いたくないけどしかたな

課（587−6063）までご相談ください。

いから言うが…と言うひとり言…」…。
納得したり煙にまかれたり、五味太郎流ユーモアにあ
ふれる絵本。
■その他の新着図書
▼世界を変えた100の本の歴史図鑑▼多数決を疑う▼
「てんかん」のことがよくわかる本▼はじめてのライス
ミルク▼ラクチン！お魚クッキング▼職業としてのア
キバ・メイド▼ネコの看取りガイド▼かわいい絵巻▼
マインド・クァンチャ▼ヒポクラテスの誓い▼ラプラ
スの魔女▼トットひとり▼忘れられた巨人▼ブエノス
アイレスに消えた
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☆９月号の掲載依頼…７月29日㈬（必着）
までに広報秘書課
☎587−6037、℻586−2200
●中里・兵主地区老人クラブ
健康ウォーキング

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
●０歳からのお箏（こと）
コンサート＆茶話会
「アナ雪」「魔女の宅急便」「あり
がとう」などをお箏の曲にアレン
ジして全10曲の演奏です。演奏体
験もあります。
日時…７月12日㈰午前10時〜11時
30分
会場…野洲図書館内ホール
対象…０歳以上
定員…先着30組
参加費…300円（１親子・１家族）
申し込み・問い合わせ…佐々木Eメー
ルk a z u m a l o v e l o v e l o v e 5 4 5 9 @
docomo.ne.jp☎080−1451−3565
●大正琴アンサンブルコンサート
日時…７月19日㈰午後２時〜（開
場／午後１時30分）
会場…野洲図書館内ホール
対象…どなたでも※当日受付、乳
幼児同伴可
内容（プログラム）…少年時代、神
田川、いい日旅立ち、亜麻色の髪
の乙女など※曲目変更の場合あり
出演…マダン グレイス
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
●滋賀県レイカディア大学同窓会
守山・野洲支部第17回作品展開催
長寿社会にふさわしい生き方を
自ら創り出していくために、同窓
生がお互いの研鑽と地域との交流
の場として年に１回開催します。
日時…７月17日㈮〜20日㈷午前10
時〜午後５時※17日は午後１時か
ら、20日は午後３時まで
会場…あまが池プラザ２Ｆギャラリー
（守山市勝部１ 13 １ ☎514−2505）
展示作品…書、絵画、陶芸、写真、
切り絵、押し絵、絵手紙、盆栽など
問い合わせ…中畑☎586−4992
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ウォーキングに参加し、地元の
良き所を発見し、
郷土を愛しましょ
う。交通安全反射タスキを持参し
肩からかけて歩きましょう。
日時…７月８日㈬午前８時30分〜
11時頃※雨天時９日㈭
コース…吉川グラウンド→野洲川
堤防散策→吉川港（川魚や地元野
菜の即売）→吉川グラウンド着
対象…野洲市老人クラブ会員
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・橋本☎589
−3409、兵主地区・辻☎589−3935

募集
●篠原サッカークラブ．Jrより
団員募集！
サッカーをしたい男の子・女の
子集まれ！！
体験入団できます。
一度ご連絡ください。
練習日時…毎週土曜・日曜日の
午前または午後
場所…篠原小学校グランド
対象…小学生以下
問い合わせ…監督：宇野Eメール
rskm̲04060102̲uno@crest.ocn.
ne.jp
会長：桂☎090−9982−8830
ホームページ：http://shinoharahp.
web.fc2.com/
●野洲碁友会会員募集
囲碁を楽しみましょう。
活動日時…毎週水曜・金曜日、
いずれも午後１時〜４時30分
※第２水曜日は午前10時〜午後３時
会場…コミセンやす
対象…どなたでも、市外の人も可。
会費…1,000円／３か月、入会金500円
申し込み・問い合わせ…辻井☎090
−6961−0277

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
★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。講座期間中はスマホを
貸し出します。
日 時 … ７ 月15日・22日・29日 い ず
れも水曜日、午前９時30分〜正午
（全３回）
定員…先着12人
受講料…無料
★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…８月20日㈭〜11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…７月７日㈫〜27日㈪
選考…７月31日㈮午前10時〜
●子育てに活かす個性心理學
動物キャラナビとして大ヒット
した個性心理学を学び、楽しい夏
休みを過ごしましょう。
日時…７月18日㈯午前10時〜正午
会場…コミセンやす
対象…どなたでも※事前申し込み要
参加費…500円
申し込み・問い合わせ…個性心理
學研究所認定講師・岩根高代☎090
−9098−7834
Ｅメールtakayo.iwane@gmail.com
●マレットゴルフ初心者実習教室
日時…８月３日㈪〜５日㈬午前９
時15分〜11時45分※雨天順延
会 場…ビ ワ コ マ イ ア ミ ラ ン ド マ
レットゴルフ場（☎589−4254）
指導…㈶日本マレットゴルフ協会
認定Ａ級指導員が教習します。
対象…10人程度（75歳くらいまで、
毎回約１km歩行）
受講料…各 回200円（ コ ー ス 使 用
料、用具貸与料含む）、駐車可
申し込み・問い合わせ…川合☎090
−7878−9022
●カードリーディングカウンセ
リング＆癒しのエネルギー体験
日時…７月14日㈫午後１時30分〜
８時
会場…さざなみホール
対象…成人女性・市外の人も可
定員…６人先着順、要予約
費用…各500円
内容…一人ずつカードを使用しカウ
ンセリングを行います。また、心と
体の癒しエネルギー体験もできます。
申し込み・問い合わせ…河原☎080
−4391−4080

