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

■５月の行事（開催場所／本館）
▽おはなしの森／７日㈰、14日㈰、28日㈰午前10時30
分～▽ちっちゃなおはなしの森／11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／25日㈭午前11時～
■５月の休館日　月曜日、３日㈷、４日㈷、５日㈷

■新着図書から

『麻布ハレー』

松久淳著　田中渉著　誠文堂新光社刊

　1910年、麻布天文台。ハレー彗星が
地球へ回帰したその年、僕はかけがえ
のない女性に出会った―。ひとりの青
年の恋と成長を、ハレー彗星の回帰と
シンクロさせた、ちょっと不思議な物語。

『�ふたりユースケ』

三田村信行作��大沢幸子絵��理論社刊�

 　山間の町に引っ越した小川ユース
ケは、伝説の神童だったが２年前に
川で溺れた大川ユースケの生まれ変
わりだと騒がれる。最初は気にしない
ユースケだったが、だんだん周りの
ペースに巻きこまれて…。

■その他の新着図書

▼バグは本当に虫だった▼自治会・PTAの書類のつく
り方▼世界の夢の本屋さんに聞いた素敵な話▼20世紀
ロシア思想史▼わたしの好きな仏さまめぐり▼神田神
保町書肆街考▼海の向こうから見た倭国▼いま日本を
代表する経営者が考えていること▼「意識高い系」の
研究▼「お絵かき」の想像力▼トコトンやさしい元
素の本▼宇宙には、だれかいますか？▼外食・コン
ビニ・惣菜のカロリーガイド▼細密イラストで綴る日
本蒸気機関車史▼子供自転車スタートBOOK ▼これ
１冊できちんと作れる！手作りアクセサリーLESSON 
BOOK▼世界でいちばんやさしい料理教室▼失敗しな
いバーベキュー炉作りの基本▼そのまま使える！ビジ
ネスメール文例事典▼トリマーのためのベーシック・
テクニック▼はじめてのスマホ▼世界一受けたいサッ
カーの授業▼バナナタニ園▼スウィングしなけりゃ意
味がない▼星に願いを、そして手を。▼ぼくの死体を
よろしくたのむ▼岩場の上から▼無意味な人生など、
ひとつもない▼ふたつの海のあいだで  
■平成29年度の新規購読雑誌

▼週刊エコノミスト

病気による生活困窮

【相談事例】
① 夫が倒れ緊急入院。回復の見込みも無い。収入が

無い中、これからどうやって住宅ローンを返済して
いけばいいのか？

② 70歳代の父親が肺炎になり入院中。両親の年金額
は少ない。このまま医療費がかさむと両親は生活
できない。

③ 難病の30歳代の息子の治療費が高額だ。息子は休
業し傷病手当をもらっているが、上司から退職を強
要されている。健康保険の限度額適用を申請し認
定はもらったが、保険外の治療もある。

【アドバイス】
① 住宅ローンの返済途中に、被保険者が死亡・高

度障害状態に該当した時に、保険金で残っている
ローンが銀行などの債権者（貸し主）に支払われ
る「団体信用生命保険」（以下、団信）がありま
す。住宅ローンの利用条件として団信の加入を義
務付けている場合もあります。がん、急性心筋梗
塞、脳卒中により所定の状態になった時に、ロー
ン残高相当の保険金が、銀行などの債権者に支払
われるものもあります。ご不明な場合は、住宅ロー
ンを組んだ金融機関にお尋ねください。

② 高額療養費については、ご自身が加入している公
的医療保険（健康保険組合・協会けんぽの都道
府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共
済組合など）に、高額療養費の支給申請書を提出
または郵送することで支給が受けられます（後期
高齢者医療では対象となった人に勧奨通知が送付
されます）。どの医療保険に加入しているかは健
康保険証の表面にて確認できますので、限度額適
用認定されるのか、限度額はいくらか等、問い合
わせてみてください。事前に限度額適用認定証を
申請し取得しておけば、限度額内の医療費のみ払
えば足り、後で払い戻し申請する手間がなく便利 
です。

③ 傷病手当金は、被保険者が病気や怪我のために会
社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない
場合に支給されます（労災保険から休業補償給付
を受けている期間に、業務外の病気やケガで仕事
に就けなくなった場合、その期間中は傷病手当金
は支給されません）。期間は、労務不能により実
際に傷病手当金をもらいはじめた日から原則、最
長１年６カ月で、退職後ももらえます。障害年金
を受給できる場合もありますので、早めに年金事
務所にも相談してみてください。
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催し物
●フルートでクラシック
日時… ５月28日㈰午後１時30分～ 

（開場／午後１時～）
場所…野洲図書館ホール
対象… どなたでも 

※当日受付、幼児同伴可
内容（プログラム）…
【１部】 愛の挨拶、アイネクライネナハ

トムジーク、トロイメライ、カ
ルメンなど

【２部】 ふなになったげんごろう、みん
なで歌おう

※曲目変更の可能性あり
出演…フルートアンサンブル じゅえる
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
●�中里・兵主地区老人クラブ�
健康ウォーキング

日時…６月１日㈭午前８時30分～
　　　※雨天時２日㈮
集合場所… 旧野洲川河川敷跡右堤防

（川尻側、吉川自然公園駐
車場）

コース… 全行程５㎞、吉川自然公園（駐
車場）⇒吉川自然公園散策⇒
吉川浄水場（見学）⇒アイリス
パーク⇒吉川メガソーラー見学

持ち物… 飲み物、タオル、動きやすい
服装

後援…中里・兵主地区老人クラブ健康部
主催…野洲市老人クラブ連合会
問い合わせ… 中里地区・西☎589－5016

兵主地区・東☎589－3217

募集
●�中ノ池川ボランティア清掃�
参加者募集！

　いつも綺麗な流れとなるように川の
中のゴミの回収を地域の皆さんと協働
で行います。
日時… ５月10日㈬午前９時30分～11時頃

※雨天時11日㈭  
　（総合体育館正面集合）

場所… 中ノ池川（総合体育館のそば穂
波橋周辺から上流の東込田川合
流の落差工周辺まで）

持ち物… 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

●�～地域の子ども集まれ～�
KIDS'HOUSE�音楽あそび参加者募集

　地域の子どもたちが様々なあそびを
通じて仲間とともに成長していけるよ
う取り組んでいます。
日時… ５月15日、６月19日、７月10日、

８月７日、９月11日、10月16日、
11月20日、12月４日、 平 成30年
２月26日、３月12日いずれも月曜
日午前９時30分～10時10分

　　　（全10回）
場所… しみんふくし保育の家竹が丘 

おひさま・みんなのへや
対象… ６カ月～２歳児（平成26年４月

１日～平成27年３月31日生まれ）
とその保護者、20組

参加費… １家族500円／回（保険料含む）
※未就園児の兄弟姉妹も参加可能、子
ども３人目からは１人200円／回、５月
15日㈪に5,000円徴収、欠席の場合返金
不可
申し込み・問い合わせ…しみんふくし
保育の家竹が丘KIDS'HOUSE☎586－
2431、FAX586－5835
●たまてばこの会参加者募集
　新曲、好きな歌、みんなで歌いましょ
う！歌の好きな人ならどなたでも、お友
だちお誘い合わせて参加してください。
日時… ５月19日、６月23日いずれも 

金曜日午後１時～４時
場所… 三上集楽センター 

（三上神社駐車場奥、茶色の建物）
持ち物… テープ、ラジカセ、コーヒー

茶碗、タッパン（菓子入れ）
参加費…500円（教材費）
申し込み・問い合わせ…開催日の２日
前までに萩原☎090－7098－2525、北山
☎090－6732－0558
★ ガチャガチャバンドのできる人も募集

しています！
●ひまわり親子体操教室参加者募集
　親子で一緒にダンスやストレッチ、
かけっこなど楽しみながら運動しませ
んか？
日時… 第２・第４火曜日午前10時20分～

11時30分
　　　※初回５月16日㈫～平成30年２月
場所…総合体育館
対象… 平成25年４月２日～平成28年４

月１日生まれの親子、先着70組
会費…9,000円／年（前・後期各4,500円）
申し込み…５月９日㈫午前10時～11時に
市民活動支援センター（野洲図書館併
設）
※スポーツ保険代子ども１人につき800
円要（付き添いのお子さんも加入要）
問い合わせ…古矢☎050－5240－7854
●�野洲ジュニアフットボールクラブ�
会員募集

練習日時…
① 幼児、小学１・２年生／土曜日：午前

９時30分～11時30分
② 小学３～６年生／水曜・木曜日：午

後６時～８時、土曜日：午後１時30分
～５時

場所…水曜日／ 三上小学校または野洲
小学校

　　　木曜・土曜日／野洲小学校

対象…幼児（年長）、小学生※地域不問
会費…①12,800円／年　②20,800円／年
申し込み・問い合わせ…
ホームページhttp://www.yasujfc.jp
●東海義塾 剣道場剣士募集
　剣道で心と身体を鍛えよう！運動の
苦手な人でもできます！
稽古日時… 毎週土曜日 

午後６時30分～８時
場所…野洲市近江富士
対象…新小学校１年生～大人まで
会費…1,000円／月（スポーツ保険料含む）
申し込み・問い合わせ…有光☎090－
5248－0505
※１カ月無料体験できます。見学自由
●悠紀笛の会（篠笛）メンバー募集
　しのべ竹に穴をあけ、自分の作った
篠笛で曲を吹きませんか？笛作りは誰
でもできます。初心者大歓迎です！
練習日時… 毎月第２日曜日 

（５月14日は①午前10時～
正午、６月11日は②午後１
時30分～４時、７月以降は
①と②を交互に開催）

練習場所…コミセンやす
対象…小学生高学年以上、どなたでも
講師… 田中敏長さん（笛師） 

（講師の指導は、年３回程度）
会費…6,000円／年（２回に分けて納入）
問い合わせ…森井☎090－1899－0592

講座･講習
●NPO法人湖南ネットしが講座
★�求職者支援訓練３カ月コースＯＡ事務科
日時… ６月15日㈭～９月14日㈭ 

午前９時10分～午後３時50分
場所… 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15人
内容… コンピュータ基礎・文書作成・表

計算・マクロ／ＶＢＡ・プレゼン
テーションの実習、就職支援など

受講料…5,600円（教材費）
申し込み・問い合わせ…５月23日㈫ま
でに同ネットしが☎587－2501、FAX587
－2521
選考日…５月29日㈪10時～
●古文書講座
日時…６月19日㈪、７月10日㈪、８月
７日㈪、８月28日㈪、10月２日㈪、10
月22日㈰、11月４日㈯、12月２日㈯、
平成30年１月７日㈰・28日㈰いずれも
午前10時～11時50分（全10回）
会場…守山市民ホール２階学習室
対象…どなたでも、定員60人程度
内容… 文書の判読、解読技術の習得、

講師による講義
受講料…4,000円（資料代）
主催… 守山古文書同好会、守山市立図

書館
申し込み・問い合わせ…５月７日㈰～
６月11日㈰までに守山市立図書館
☎583－1639、FAX583－6949

　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。

☆７月号の掲載依頼…５月26日㈮（必着）までに広報秘書課
　☎587－6037、FAX586－2200
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