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

■２月の行事（開催場所／本館）
▽おはなしの森／７日㈰、14日㈰、28日㈰午後２時30
分～▽ちっちゃなおはなしの森／18日㈭午前11時～ 
▽えほんとおはなしの時間ずくぼんじょ
／21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／25日㈭午前11時～
■２月の休館日

月曜日、４日㈭、11日㈷
■平成27年度第２回　野洲市図書館協議会のお知らせ

日時：２月28日㈰午前10時～正午
場所：野洲図書館　会議室
＊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
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。

■新着図書から

『謎の毒親』　

姫野カオルコ著　新潮社刊

　意味不明、理解不能の罵倒、叱責、
無視、接触。最大のミステリーは、両
親でした―。驚愕の実体験を「人生相
談」形式で描く長篇小説。

『ヨクネルとひな』

LEE文  酒井駒子絵  ブロンズ新社刊

　ひなちゃんのおうちに、ちっぽけ
なこねこがやってきました。のらね
このお母さんから預かったのです。
ひなちゃんが抱いてみると、軽くて、
やわらかで、ちいさいのにちゃんと
生きていて…。

■その他の新着図書

▼入門Python３▼ちょっとマニアックな図書館コレ
クション談義▼大人が知らない！最新日本史の教科書 
▼大村智物語▼「試し書き」から見えた世界▼滋賀の
教育史▼パクリ経済▼北極読本▼認知症介護を後悔し
ないための54の心得▼マテリアル革命▼子どもの着ぐ
るみ服▼はなちゃん12歳の台所▼京都滋賀うまいらー
めん▼まいにちおやつ▼歌▼スター・ウォーズの精神
史▼高校サッカー「不滅の名勝負」▼こどもスキーわ
くわくレッスン▼詩のなぐさめ▼世にも奇妙な君物語
▼人魚の眠る家▼ロマンシエ▼ラオスにいったい何が
あるというんですか？▼おなかがすいたハラペコだ。
▼世界収集家

配置薬

【相談事例】
① 突然訪ねて来た男性が「薬屋です」と玄関に薬箱
を置いた。中には湿布薬がドッサリ。湿布なら病
院でもらい売るほどあると断ったが、強引に置い
ていった。薬箱を返したい。

② 認知症の義母は病院からたくさん薬を処方され
ているのに、複数の置き薬業者が置いていった高
額な健康食品を隠れて食べ体調を崩した。配置薬
業者は、年金支給日の少し後に集金に来る。先日、
義母を車で銀行まで送りお金を下ろさせていた。
やめさせたい。

【アドバイス】
　家庭に薬を預け定期的に訪問、消費者が使った薬
代だけ受け取り薬を補充して帰っていく、昔ながら
の置き薬ですが、市民から①②のような苦情が寄せ
られています。高齢世代になると、昼間家にいる人
が多い上、医師から薬を処方されていることも少な
くありません。飲み合わせが悪いと生命を危険にさ
らすことにさえなりかねません。また市販されてい
る風邪薬を飲んで、夜になり全身にじんましんが出
て、目や唇が腫れ上がったという事例もあります。
医薬品は、アレルギーの有無や副作用の経験、持病
および併用している薬を、薬剤師や登録販売業者に
相談してから購入するのが基本です。ましてや健康
食品は「安全性や有効性が確立しているとはいえな
い」と内閣府の食品安全委員会も指摘しています。
また、健康食品に頼ることで適切な治療の機会を失
うこともあります。
　配置薬を販売する人は、法律で都道府県知事が発
行した身分証明書の携帯が義務付けられています。
訪問時に提示を求め、社名や社員名、連絡先等書き
留め、置き薬の箱にそれらが記載されているかも確
かめましょう。ただし、健康食品は薬でないため規
制が及びません。訪問販売同様誰でも配置できます
ので注意が必要です。
　配置薬を預かると保管義務が生じます。薬を使わ
なければ代金の支払い義務は生じません。必要なけ
れば最初からきっぱり断りましょう。断っても強引
に置いていかれた場合は、直ぐに市民生活相談課に
ご連絡下さい。
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催し物

●第８回中主文化振興会発表会
日時…２月28日㈰午後１時～
会場…コミセンなかさと
対象…どなたでも自由にご鑑賞くだ
さい（無料）
内容…▽舞台発表（詩吟、民謡、
新舞踊、剣詩舞、傘おどり、銭太鼓、
社交ダンス、車椅子ダンス、大正
琴）、▽作品展示（俳句、ちぎり絵、
パッチワーク、手編み、生け花など）
問い合わせ…中山☎・FAX589－3667

● 新年を迎え社寺仏閣  
参拝ウォーキング

　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…２月10日㈬午前８時30分～
正午頃※雨天時11日㈷
コース…旧ふれあいセンター駐車場
―国宝薬師堂（比留田）―曳山保
存庫―二ノ宮神社（西河原）―上
之道三神社跡
対象…野洲市老人クラブ会員
持ち物…飲み物、タオル、軽快な
服装
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

● 一般社団法人ガールスカウト滋
賀県第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。
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（9：00～16：00受付、日

曜日・祝日休館）
　★滋賀県第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…随時可
　★滋賀県第22団
対象…小学校１年～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31日㈭まで
● 野洲市ショートテニスクラブ  
会員募集！

　体育館の中でスポンジボールを使
い、コーチや仲間とゲームができる
楽しさにチャレンジしませんか。
日時…毎月第２・第４土曜日午後
１時30分～４時（変更あり）
会場…北野・三上小学校体育館
対象…小学校１～５年生
会費…1,000円／月
申し込み…３月５日㈯午後１時30
分～２時／コミセンきたの和室※印
鑑持参
問い合わせ…原☎587－5287、西村
☎586－1152
●「野洲吹奏楽団」団員募集！
　市民を中心に幅広い年齢の吹奏
楽愛好者が集まって練習に励んで
います。私たちと一緒に演奏してみ
ませんか？現在、全パート募集中で
す。随時見学可。
練習日時…毎週土曜日午後６時～
９時
練習場所…さざなみホール他
入団資格…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…工藤☎080－6108－2538
≪お知らせ≫第22回定期演奏会を３
月27日㈰午後１時30分開演／野洲文
化ホールにて開催
●ひまわり親子体操教室参加者募集
　子育てしながら楽しく、親子で
一緒に運動しませんか？
日時…５月～平成29年２月、第２・
第４火曜日午前10時20分～11時30分
会場…野洲市総合体育館
対象…平成24年４月２日～平成27年
４月１日生まれの親子、先着70組

講師…中出佳栄さん
会費…前・後期各3,500円（年7,000
円）
申し込み…２月９日㈫・23日㈫午前
11時30分～／体育館１階ロビーて
※スポーツ保険代800円持参、同日
午前10時30分～11時30分見学可
問い合わせ…うはら☎090－8798－
4064
● 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…篠原小学校グラウンド
対象…小学生以下
問い合わせ…監督：宇野Eメール
rskm_04060102_uno@crest.ocn.
ne.jp
会長：桂☎090－9982－8830
ホームページ：篠原サッカークラ
ブジュニアで検索

講座･講習

●NPO法人湖南ネットしが
★初心者パソコン・タブレット塾
　操作の基本から、パソコンやタブ
レットを使った楽しみ方を学びます。
日時…毎週土曜日午後２時～４時
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）
定員…先着10人※いつからでも参
加可能、タブレット希望者は事前
に電話で申し込みしてください。
受講料…各回700円
申し込み・問い合わせ…同ネット
しが☎587－2501、FAX587－2521

　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26日㈮（必着）までに広報秘書課
　☎587－6037、℻586－2200
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■２月の休館日
　１㈪、８㈪、15㈪、22㈪、29㈪ この印刷物は、大豆油インキを包含した植物油インキを使用しています。

また、有害な廃液を排出しない水なし印刷を採用しています。

■温水プール月イチ日曜レッスン　 温水プール
　脱！根性『バタフライ』
日時…２月７日㈰11：30～12：30／対象…16歳以上／参加料…フ
リー遊泳券＋600円※温水プールで当日受付
■フリースポーツタイム　 総合体育館
日時…２月５日㈮・19日㈮19：00～21：00／内容…卓球・バドミ
ントン・バスケットなど／入場料…高校生以上300円、小・中
学生200円／受付…当日体育館にて（20：00まで）
持ち物…体育館シューズ、用具貸し出し無料
※中学生以下の入場には保護者の同伴が必要
■受講生募集中！　 中主Ｂ＆Ｇ海洋センター
※募集内容はいずれも一般・若干名
●健康＆体力アップ教室　　毎週火曜日　10：30～12：00
●太極拳教室　剣コース　　毎週木曜日　10：00～11：30
●シェイプアップエアロ　　毎週金曜日　19：00～20：30
■２月の休館日　１日㈪、８日㈪、15日㈪、22日㈪、29日㈪
※11日は祝日開館

検索

●さざなみスポーツクラブ 事務局／野洲市北部合同庁舎２階
☎・℻532-4968（日曜・月曜日、祝日休み）

★平成28年度会員募集は３月１日㈫から
≪28年度会員募集パンフレット≫
旧中主町の皆さん…２月下旬に自治会配布
旧野洲町の皆さん…市内体育施設、図書館、コミセン等に２月
下旬に設置。連絡いただければ発送もできます。
ぜひご覧になって、自分に合ったスポーツライフをお楽しみ下さい。
【スポーツ教室】 フラダンス・リラックスヨガ・いきいき体操・健康太

極拳・貯筋運動
【サークル】 テニス・バドミントン・ウォーキング・オカリナ
【イベント】  桜ツアー・ハイキング（年間５回）・ボウリング大会・

さざなみまつり
　　　　　グラウンドゴルフ月例会（毎月第２金曜日）
☆ 子ども対象メニューも豊富です。「広報やす」４月号でお知
らせします。

福田こうへいコンサート

【昼の部】残席わずか 
①１3：00開演（開場１2：30）
②１7：00開演（開場１6：30）
料金　前売一般6,500円
　　　※未就学児入場不可

3 /19 /土

映画
『ザ・テノール　真実の物語』

①10：30開演（開場10：00）
②14：00開演（開場13：30）
料金　前売一般1,000円（当日200円UP）
※未就学児童は7日㈰野洲文化ホール親子席のみ入場可

2 /6 /土
2 /7 /日

さざなみ
ホール
野洲文化
ホール

＜ガンで声を失った天才オペラ歌手と彼を信じて支えた日本
人音楽プロデューサー。不屈の魂から生まれた、世界でただ
ひとつの奇跡と感動の実話＞

＜ユ・ジテ、伊勢谷友介、北乃きい、
豪華キャスト出演＞

※詳細は各ホールにお問合せください

滋賀県ピアノコンクール・本選

2 /14 /日
10:00～（予定）　入場無料
※未就学児は親子席をご利用ください
＜県内最高峰のピアノコンクール・本選です。
若き才能の競演をお聴き逃しなく！＞

三山ひろしコンサート2016

①１2：30開演（開場１2：00）
②１6：30開演（開場１6：00）
料金　一般6,500円（当日500円UP）
※未就学児入場不可
★野洲市民先行発売 2月20日㈯、証明要
※発売初日は、各回（昼、夜の部）１人
　４枚まで購入可
★一般発売　2月28日㈰

7 /16/土

事務局／野洲川河川公園内●YASUほほえみクラブ

◆新体力テスト＆健康チェック…あなたの健康状況をチェッ
ク！２月27日㈯９：30～11：45（受付は11：15まで）／会場…総
合体育館／参加費…会員無料、未会員300円
◆ヘルシー料理教室…２月14日㈰９：15～12：00／会場…コミセ
ンぎおう／参加費…会員600円、未会員800円
◆健康スポーツ大学…２月２日㈫・16日㈫、13：00～15：00
会場…総合体育館／体験可
◆太極柔力球（太極拳）…２月12日㈮・26日㈮、10：00～11：00
会場…総合体育館／体験可
◆里山ウォーク「甲賀・歴史巡り」…２月８日㈪、８：00時JR
野洲駅南口コンビ二前集合／行程…JR甲賀⇒【甲賀の６つの
寺】⇒鹿深夢の森⇒油日神社⇒JR油日⇒JR野洲
参加費…会員100円、未会員600円【受付２月２日～】※12㎞健
脚向き

事務局／☎ 587-4280、℻586-1933（月曜日休み）
ホームページ「YASUほほえみクラブ」
野洲川河川公園／☎ 586-0800、℻586-1933（月曜日休み）

春休みお笑いライブ＆
吉本新喜劇ｉｎ野洲2016

①１3：00　②１6：00　※２回公演
吉本新喜劇（辻本茂雄 他）、なだぎ武、
矢野・兵藤 他
料金　前売４,000円（当日500円UP）
※5歳以上有料　4歳以下膝上無料
※都合により出演者が変更になる場合があります

3 /5 /土

　※写真はイメージです

2 /20/
歌声喫茶

土
14:30開演
料金　一般800円（当日200円UP）先着100人


