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

■３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～▽お
はなし会／26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）▽にこにこのじかん／23日㈭午前11
時～※「にこにこのじかん」の読み手を募集していま
す。詳細は図書館までお問い合わせください。
■平成28年度 第４回野洲市図書館協議会のお知らせ

日時…３月26日㈰ 午前10時～正午
場所…野洲図書館本館会議室　※傍聴可
■３月の休館日　月曜日、２日㈭、21日㈫

■新着図書から

『サンライズ・サンセット』

山本一力著　双葉社刊

　地上げのあおりを食って閉店するグ
リーンマーケットの店主のために、ア
ンソニーはあることを計画。マーケッ
トを愛していた大勢の住民達が集い…。
現代ニューヨークが舞台の短編全６編
を収録。

『�チキン！』

いとうみく作　こがしわかおり絵� �

文研出版刊�

　トラブルをできるだけ避けて生き
てきたぼく、日色拓。転校生の真中凛
さんは気が強く、言いたいことをはっ
きり言うタイプで、他人につっかかっ

てばかりなので、クラスで浮いてしまっている。関わ
りたくはないんだけれど…。

■その他の新着図書

▼本を読む▼「母と子」という病▼聖書入門▼井伊家
の教え▼ときめく縄文図鑑▼下流老人 続▼介護のス
スメ！ 希望と創造の老人ケア入門▼なぜ日本人は「の
し袋」を使うのか？▼誰も教えてくれない妻のための
相続とお金の話▼あなたは加害者？それとも被害者？
▼災害ボランティアハンドブック▼登園しぶり登校し
ぶり▼大人に刺さる園児の名言▼宇宙のつくり方▼今
すぐ使えるかんたんJimdo▼日本の美しい小学校▼飛
田和緒の郷土汁▼おいしく作れる低糖質スイーツ▼本
当に正しい鳥獣害対策Ｑ&Ａ▼AV出演を強要された
彼女たち▼役者は下手なほうがいい▼忍者の掟▼オ
ペラ座の美女▼209号室には知らない子供がいる▼鼠、
噓つきは役人の始まり▼Good old boys▼電王▼蝮の孫
▼砂漠の影絵▼満潮▼マカロンはマカロン▼夜明けま
で眠らない▼暗殺者の反撃 上・下

整骨院での施術

【相談事例】

① 接骨院ののぼり旗に「交通事故治癒します・むち
打ち・痛み・しびれ」と書いている。痛みが治るのか？

② 肩こりがひどかったため整骨院へ。30分ほど肩や
首を揉んでもらった。「保険が使えます」と言われ
健康保険証を示し、療養費支給申請書にサインし
た。自己負担分として1,500円ほど払うと「２回目
以降は500円で受けられます」と言われた。

③ 会費制を取っている整骨院に入会。言われるまま
会費5,500円をクレジットカードで支払った。施術
時間が短く不満に感じたので解約を申し出たとこ
ろ、半年間は会費の引き落としが続くと言われた。

【アドバイス】

　整骨院では、柔道整復師という国家資格者による
施術が受けられますが、医療行為とは異なり手術や
投薬はできず治療ではありません。広告して良いも
のは、柔道整復師の氏名と住所、診療所名称、電話
番号、施術時間、骨接ぎ（接骨）、出張、駐車場等で、
相談事例①のような誇大広告は認められません。
　相談事例②を見てみましょう。健康保険などの公
的医療保険が使えるのは、ねんざや打撲、骨折、脱
臼などの急性や亜急性のけがに限られます。骨折と
脱臼への対処は、緊急の応急手当を除き医師の同意
を得なければなりません。単なる肩こり、五十肩、
慢性病のリハビリ、過去の交通事故の後遺症、スポー
ツなどでの筋肉痛の緩和を目的にした利用、外科や
整形外科で治療を受けている場合などに健康保険は
使えません。「健康保険が使える」と説明を受け整
骨院・接骨院を受診しても、治療費を全額または一
部自己負担しなければならなくなることもあり得ま
す。「２回目以降500円」など、ワンコインをうたっ
た料金設定やセールスは、療養費の算定に根拠がな
く不適切だと考えられます。
　最近、定額コースがお得だなどと説明して入会さ
せ、退会したいと告げると相談事例③のように解約
を制限する整骨院の苦情も増えています。十分ご注
意ください。
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催し物
● 中里・兵主地区老人クラブ  

健康ウォーキング
日時…①３月16日㈭午前８時30分～
　　　※雨天時17日㈮
　　　②４月６日㈭午前８時30分～
　　　※雨天時７日㈮  
場所… ①北比江法専寺前公園
　　　②田園空間博物館※弁当持参
コース…①法専寺前⇒矢取神社⇒長澤
　　　　　神社⇒比江水源地
　　　　②守山市立埋蔵文化センター
　　　　　⇒笠原桜見学
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・西☎589－5016

兵主地区・東☎589－3217
●野洲吹奏楽団第23回定期演奏会
日時…３月19日㈰午後１時30分～
会場… 野洲文化ホール大ホール 

※ 公共交通機関をご利用ください。
内容（プログラム）…吹奏楽のための
交響的ファンタジー「ハウルの動く
城」・ジャパニーズグラフィティーⅨ
～いい日旅立ち～・君の瞳に恋してる
～フルートとバンドのための～　他
入場料…無料
問い合わせ…工藤☎588－1856、ホー
ムページhttp://yasusui.music.coocan.jp/
●彩友会ミニ展覧会
　絵の好きな仲間が集まり、油絵、水
彩画などを楽しく描いています。
　今年も日頃の作品を発表します。
日時… ３月24日㈮～30日㈭ 

いずれも午前10時～午後５時  
※30日は午後３時まで

場所… 市民活動支援センターギャラ
リー（野洲図書館併設）

≪新しい仲間を募集しています≫
対象… 絵の好きな人 

（初心者、経験者どなたでも）
会費…12,000円／年
問い合わせ…山田☎588－2170、090－
1022－7749
● 朗読ユニットあかり  

第２回朗読ライブ「声の風景」
　大人が聞いて楽しめる朗読会です。
日時… ３月25日㈯午後２時～３時頃 

（開場／午後１時30分～）
場所… 市民活動支援センター会議室 

（野洲図書館併設）
朗読作品… 幸田文「花見だんご」、 

斎藤隆介「花咲き山」他
対象… どなたでも、先着30人 

※申し込み不要
参加料…無料
問い合わせ…ホームページhttp://roudokuunit.
web.fc2.com/
●第二出合いの家「ドキュメンタリー映画会」
　「日本一幸せな従業員をつくる」～
ホテルアソシア名古屋ターミナルの挑
戦～赤字続きのホテルの再建策は、顧
客満足主義ではなく、従業員が幸せに
なることが先。

日時…３月25日㈯午後１時30分～
場所…コミセンなかさと
入場料…無料※申し込み不要
主催… 「日本一幸せな従業員をつくる」 

映画会実行委員会
後援… 野洲市、野洲市教育委員会、 

野洲市社会福祉協議会
問い合わせ…同実行委員会事務局（第
二出合いの家内）☎596－3820、FAX596
－3821
● （一社）ガールスカウト滋賀県連盟 

第22団体験集会
日時…３月26日㈰午後２時～
場所…コミセンきたの大ホール
対象…小学校新１年生～２年生
持ち物…お茶（必要な人）
申し込み・問い合わせ…３月17日㈮午
後３時までに野洲市社会教育関係団体
事務局（北部合同庁舎２階）☎・FAX
589－3381（受付／午前９時～午後４時、
日曜日、祝日は休み）※当日参加可
●デッサン教室
申し込み・問い合わせ…伊東☎090－
6988－2125、岩岡☎090－1893－3433
★作品展
　鉛筆、木炭などで描いた作品です。
日時… ３月31日㈮～４月６日㈭ 

午前10時～
場所… 市民活動支援センターギャラリー

（野洲図書館併設）
★デッサン教室受講生募集
日時… ４月第１・第２・第４土曜日 いず

れも午前９時～正午（毎月３回）
場所…コミセンみかみ
対象…中学生以上どなたでも
講師…伊東敏行さん
会費…3,000円／月
● 野洲吹奏楽団ジュニアバンド  

ふれんどりーこんさーと2017
日時… ４月１日㈯午後１時30分～ 

（開場／午後１時～）
場所…野洲文化ホール大ホール
対象…どなたでも
内容… トライエブリシング、魔女の宅

急便、太陽の神殿など
参加料…無料
問い合わせ…藤池☎588－3939

募集
● 徒手ストレッチ体操会  

事前講習会参加者募集
　呼吸しっかりの徒手体操。骨格筋、
表情筋など全随意筋を動かし、健康維
持と促進を図りましょう。
日時… ３月12日㈰午前10時～11時30分
場所… 市民活動支援センターホール 

（野洲図書館併設）
対象… 20ｍを後ろ歩きできる人、先着25

人※年齢不問、中高齢年者歓迎
内容… 「中国の養生体操十八法、太極ス

トレッチ体操」を解説、部分実践
持ち物… 敷物、運動靴、動きやすい服装
参加料…200円（資料代等）
申し込み・問い合わせ…３月10日㈮ま
でに近江富士健身会世話役・温

ぬく

井
い

☎
090－3167－3421、西川FAX586－2677、
Eメールrskm77052@gaia.eonet.ne.jp
● ネイチャーゲームリーダー  

養成講座受講生募集
　ネイチャーゲームの大切な理念を学
び、本当のネイチャーゲームを指導実

践しましょう。
日時…３月19日㈰～20日㈷（１泊２日）
場所…希望が丘文化公園・青年の城
対象…18歳以上の人、先着20人
参加料… 一般18,500円、学生17,500円
　　　　（講習費、教材費、副読本代、  
　　　　  宿泊費、食費等）
申し込み・問い合わせ…３月６日㈪ま
でに電話またはメールで滋賀県シェア
リングネイチャー協会・藤野☎090－
7885－6533（午後７時～９時）、Eメー
ルmitsuki@crest.ocn.ne.jp
※申し込み後、詳しい要項を送付します。
● 祇王井川ボランティア清掃  

参加者募集！
　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います。どなたで
も参加できます。
日時… ３月29日㈬午前９時～11時 

※雨天時30日㈭
　（午前９時 野洲市役所正面玄関集合）
場所… 祇王井川（野洲小学校横から駅

前地区経由JR線路までの小篠
原、和田地域、天理教裏からザ
ウルス公園まで）

持ち物… 軍手、河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

は主催者にて準備します。
問い合わせ… フィールドワークやす・

熊本☎090－9010－5802
●北野サッカークラブ団員募集
　年長さんから新小学５年生までの団
員を募集中です。
練習日時…毎週土曜日午後１時～５時
会場…北野小学校グラウンド
申し込み・問い合わせ…河合☎090－
3970－1839、ホームページhttp://kitanosc.
at-ninja.jp
≪体験教室（予定）≫ 
３月18日・25日いずれも土曜日午後１
時～３時、３月19日㈰・20日㈷・26日
㈰午前９時～午後１時／北野小学校グ
ラウンド  
※雨天中止

講座･講習
●マレットゴルフ初心者入門講座
日時… ３月５日㈰午前９時30分～午後

３時30分※小雨実施
場所… ビワコマイアミランドマレット

ゴルフ場（野洲市吉川3326番地
1）※駐車可

対象… 80歳までの人、先着10人※ゴル
フ、グランドゴルフ経験者歓迎

持ち物…昼食、動きやすい服装、靴
参加料… 無料※用具（クラブ、ボール）貸与
申し込み・問い合わせ…野洲市マレッ
トゴルフ協会・川合☎090－7878－9022
●茅花俳句会俳句体験講座
　四季折々の風景や日頃感じているこ
とを五七五の言葉にのせて伝えてみま
しょう。
日時… ３月９日、４月13日いずれも木

曜日午後２時～３時30分
場所…コミセンやす
対象…どなたでも
持ち物…筆記用具
参加料…600円（２回分）
申し込み・問い合わせ…東☎090－6914
－0540

　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。

☆５月号の掲載依頼…３月23日㈭（必着）までに広報秘書課
　☎587－6037、FAX586－2200
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