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■６月の行事（開催場所／本館）
▽おはなしの森／４日㈰、11日㈰、25日㈰午前10時30
分～▽ちっちゃなおはなしの森／８日㈭
午前11時～▽えほんとおはなしの時間ず
くぼんじょ／18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／22日㈭午前11時～
■平成29年度第１回野洲市図書館協議会のお知らせ

日時…７月２日㈰　午後１時30分～
場所…野洲図書館本館　※傍聴可
■６月の休館日　月曜日、１日㈭

■新着図書から

『うた燦
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浦母都子著  幻
げ ん き

戯書房刊

　短歌があったゆえの私。私をいつも
牽引してくれた短歌―。全共闘運動を
象徴する歌人となった著者の、うただ
けなら言えないこと、語れないこと、
こころのしずくのような小さな文章を
まとめる。

『あからん―ことばさがし絵本―』

西村繁
し げ お

男作　福音館書店刊 

 　あんぜんちたいであさのあいさつ―。
「あ」から「ん」まで、それぞれの文
字をテーマに絵と文をかいた絵本。本
の中に描かれた、それぞれの文字から
はじまることばをさがしてみましょう。

■その他の新着図書

▼正しいコピペのすすめ▼an・anの噓▼知らなかっ
た、ぼくらの戦争▼森の京都▼障害者雇用における合
理的配慮▼まちの保育園を知っていますか▼名前のな
い生きづらさ▼遊戯の起源▼トコトンやさしいアミノ
酸の本▼枕と寝具の科学▼50代からのもう悩まない着
こなしのコツ▼自家製しよう！▼家庭でできるおいし
いブルーベリー栽培12か月▼電通と博報堂は何をして
いるのか▼アナログ・レコードで聴くブルース名盤50
選▼観なかった映画▼村上春樹翻訳〈ほとんど〉全仕事
▼わたしたちの猫▼彼女の色に届くまで▼素敵な日本
人▼時の名残り▼城をひとつ▼R.S.ヴィラセニョール
▼決戦！忠臣蔵▼暗黒グリム童話集▼ガン入院オロオ
ロ日記▼いのちの車窓から▼男であれず、女になれな
い▼人生の段階▼内面からの報告書

電気通信サービスの契約 
直後であれば解約できます！

【相談事例】
① 高齢の母は数年前、店頭でタブレットと携帯電話

をセットで契約。最近、物忘れがひどくタブレット
が見つからないと言う。店で解約を申し出たら、昨
日までは不要だったが、今日から解約料が１万円
程かかると言われた。

② 行方不明になったことがある夫の行き先が分かる
よう、見守り携帯電話を契約した。夫の行き先を
示す受信メールは届くが、居場所の地図が小さ過
ぎて見えない。スマホではないので大きくすること
もできない。２年間は解約できないと言われたが、
これでは目的が果たせない。しかも自宅では電波
が繋がりにくい。

【アドバイス】
　昨年５月21日施行の改正電気通信事業法令によ
り、電気通信サービスに新たな消費者保護ルールが
導入されました。高齢者や障がいのある人等、配慮
が必要となる利用者に対し、その知識、経験、契約
目的に配慮した説明を、契約前に行わなければなり
ません。
　携帯電話サービスのいわゆる「２年縛り」契約等
が自動更新される際も、事前に利用者に通知するこ
とも義務付けられています。更新月であれば違約金
は不要です。
　また、契約成立後は、契約内容を明らかにした書
面（電気通信事業者の名称・連絡先等、役務内容、
料金、支払時期・方法、初期契約解除制度等）が利
用者に交付されます。消費者が承諾した場合、電子
メールやウェブサイト等により契約書面が電子交付
されることもありますので注意しましょう。自分の
契約が初期契約解除制度の対象なのか、確認措置の
対象なのか、契約書面で確認してください。
　初期契約解除制度の対象サービスの場合、原則書
面受領日を初日とした８日間が経過するまでの間、
解除通知を書面で郵送することで、理由に関わらず
契約を解除できます。しかし、電気通信サービスと
一緒に販売されたスマートフォン等の端末は解除さ
れません。
　それに対し確認措置では、電波状況が不十分と判
明した場合や、契約前の説明や書面交付の状況が基
準に達しなかったことが分かった場合に限り契約解
除できます。一旦契約すると解約は困難だった携帯
電話ですが、確認措置の場合は、端末も含めて契約
を解除できる場合があります。先ずは事業者側に申
し出て対応を求めましょう。相談事例②では、電気
通信サービスだけでなく端末も解約することができ
ました。
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催し物

●野洲川北流跡自然の森タケノコ採り
　タケノコを探して森をめぐり、採れ
たてタケノコを焼いて味わいます。
日時…�６月10日㈯午前９時30分～正午

（受付／午前９時～）  
※雨天時11日㈰

場所…�野洲川北流跡自然の森
　　　（市三宅竹生線付近）
対象…�小学６年生以下とその保護者、

先着50人
持ち物…�飲み物、タオル、軍手、筆記

用具、タケノコをいれる袋・
掘り出すスコップ、山歩きの
服装（長袖、長ズボン、帽子、
運動靴など）

参加費…無料
共催…�やす緑のひろば（市内緑化推進

市民の会）
申し込み・問い合わせ…６月７日㈬ま
でに住所、氏名、年齢、連絡先（電話・
ファクス）を記入の上、環境基本計画
推進会議（えこっち・やす）緑の推進
委員会（都市計画課内）☎587－6324、
FAX586－2176

● 時の記念日うたごえコンサート 
～愛は時をこえて～

日時…�６月10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）…大きな古時計、時
の流れに身をまかせ、時をかける少女、
時には母のない子のように、時代など
※曲目変更の可能性あり
出演…森くま歌声バンド
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19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…�６月23日㈮～27日㈫
　　　午前10時～午後５時  
※ 23日は午後１時から、27日は午後３

時まで（26日は休館）
場所…�市民活動支援センター展示ギャ

ラリー（野洲図書館併設）
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

●第63回滋賀県母親大会
　生

い の ち

命を生み出す母親は 生命を育て 
生命を守ることを望みます
日時…�６月25日㈰午前10時～午後４時

（受付／午前９時20分～）
場所…比叡山中学校（大津市）
内容…▽ 分科会／午前10時～午後０時

15分
　　　▽ 昼食・物産展・バザー／午後

０時15分～１時20分
　　　▽ 全体会／午後1時30分～４時

※宗務庁へ移動（徒歩５分弱） 
記念講演「見えない貧困」に
立ち向かう～子どもたちの
SOSによりそって～／板垣淑
子（NHKプロデューサー）

※詳細はお問い合わせください。
持ち物…上靴
参加費…1,000円　※高校生以下は無料
主催…�同大会実行委員会、大津市母親

大会実行委員会
後援…野洲市・野洲市教育委員会等
問い合わせ…野洲市母親大会連絡会
　　　　　　坂☎586－1640
　　　　　　奥山FAX587－1544

● 中里・兵主地区老人クラブ 
健康ウォーキング

日時…７月11日㈫ 
　　　※雨天決行
コース… 平坦道路４㎞、中主地区⇒紀

伊山地、高野山参道（一の橋
～中の橋～御廟橋～奥の院～
中の橋～一の橋）

対象…�野洲市老人クラブ会員、先着80人
※ 申し込み要（乗車地および時

間は後日連絡）
持ち物…�飲み物、タオル、動きやすい

服装
参加費…�6,000円／ 人（ 交 通 費・拝 観

料・食事代・旅行保険代含む）
主催…中里・兵主地区老人クラブ健康部
後援…野洲市老人クラブ連合会
申し込み・問い合わせ…申込書と参加

費を添えて中里地区・西☎589－5016
　　　　　兵主地区・東☎589－3217

募集

●日本フリーピンポン協会会員募集
　思いやりの心、助け合いの心を高齢
者・障がい者・健常者と共に養い、「健
康で長生き」を合言葉に、笑いのやまな
い滋賀県生まれのニュースポーツです。
体験日時…�６月10日㈯午後１時～
※ ３人以上の場合は、別日程でも受け

付けます。
場所…同協会本部（野洲284番地）
対象…どなたでも
参加料…無料
※カラオケも楽しめます。
申し込み・問い合わせ…同協会・辻本
☎587－0247、FAX587－1046 
※なるべくFAXで申し込みください。

≪第９回フリーピンポン全国大会開催≫

日程…10月29日㈰
場所…総合体育館
申し込み…10月23日㈪まで

講座･講習
●NPO法人湖南ネットしが講座
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）
申し込み・問い合わせ…同ネットしが
☎587－2501、FAX 587－2521

★�はじめてのスマートフォン講座
　スマートフォンの便利な使い方を体
験学習します。スマートフォンはこちら
で準備します。
日時…�６月13日㈫・14日㈬ 

午前10時～正午（全２回）
対象…どなたでも、先着12人
受講料…�1,000円（オリジナルテキスト

代含む）
★�シニアICTサポーター養成講座
　パソコンやタブレットを初心者の人
に教える講師養成講座です。
　（一財）ニューメディア開発協会によ
るシニア情報生活アドバイザーの認定
試験を受けられます。
日時…�６月10日・17日・24日、７月１

日いずれも土曜日午前10時～午
後５時

　　　※認定試験は７月８日㈯午後１
　　　　時～５時
対象…どなたでも、先着10人
参加費…�32,500円（テキスト・認定試験

費用含む）

　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。

☆８月号の掲載依頼…6月27日㈫（必着）までに広報秘書課
　☎587－6037、FAX586－2200
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