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「近江八幡市人権啓発カレンダー 2020」
  から作品を紹介します。

毎月１日は人権を考える日 ◆ポスター・絵手紙部門

お気軽にご相談ください 11月の各種無料サポートガイド予要予約 電予 予約は電話のみ
　

プリペイド型電子マネーを
　　　　　　　悪用した詐欺にご注意

近江八幡市消費生活センター（人権・市民生活課内）
TEL（３６）５５６６・FAX（３６）５５５３

い や や
消費者トラブルで困ったらご相談ください！

消費者ホットライン　１８８

相談名 日時 場所 問い合わせ・申し込み先

弁護士相談

 11月11日R  (受付 11月  2日W午前８時30分～）
 11月25日R  (受付 11月17日E午前８時30分～）
 12月   9日R  (受付 12月  1日E午前８時30分～）
   いずれも午後１時15分～５時、先着７人  市役所２階　Ａ会議室

人権・市民生活課
TEL(36)5566・(36)5881
FAX(36)5553

司法書士相談  18日R  (受付 10日E午前８時30分～）
   午後１時30分～４時30分、先着６人

行政相談  12日T　午後１時30分～４時  総合支所　消防指令室 人権・市民生活課
TEL(36)5881・FAX(36)5553人権相談  12日T・26日T　午後１時～４時  市役所２階　Ａ会議室

職業相談

 10日E　午前９時30分～ 11時30分  八幡子どもセンター 商工労政課
TEL(36)5517・FAX(46)5320 10日E　午後１時30分～ 3時30分  八幡東子どもセンター

 月～金曜　午前８時30分～午後５時  ハローワークプラザ近江八幡 ハローワークプラザ近江八幡
TEL(33)8609

キャリアカウンセリング
（仕事・働き方悩み相談）  27日Y　午後５時～ 8時  アクティ近江八幡 商工労政課

TEL(36)5517・FAX(46)5320

創業個別相談
 11月２日W　午前９時～午後８時  安土町商工会 商工労政課

TEL（36）5517・FAX（46）5320
安土町商工会　TEL(46)2389
近江八幡商工会議所　TEL(33)4141 12月７日W　午前９時～午後８時  近江八幡商工会議所

農業相談
 11月２日W 、12月１日E

 　午前９時30分～ 11時30分
 総合支所　消防指令室 農業委員会

TEL(36)5520・FAX(46)5320

介護者のつどい
 20日Y　午後１時30分～ 3時
 *高齢のご家族を介護されている人が対象

 ひまわり館２階　研修室３ 長寿福祉課
TEL(31)3737・FAX(31)3738

教育相談
（市内在住の幼児・小・中
学生とその保護者対象）

 月～金曜　午前９時～午後４時30分  教育相談室（マナビィ２階） 教育相談室（マナビィ２階）
TEL(37)8877

保育人材バンク
『出張就職相談』

 11月20日Y 、12月18日Y

 　午前10時～正午、午後１時～４時
 滋賀マザーズジョブステーション
   （県立男女共同参画センター）

【問】滋賀県保育士・保育所支援センター
TEL077(516)9090

【申】滋賀マザーズジョブステーション
TEL(36)1831

一日年金相談所  12月3日T　午前10時～午後４時  ひまわり館２階　研修室１ 草津年金事務所お客様相談室
TEL077(567)1311

心配ごと相談  月～金曜の偶数日　午後１時～４時
 ひまわり館

近江八幡市社会福祉協議会
TEL(32)6111・FAX(36)6910福祉の困りごと相談  月～金曜(祝日を除く)　午前8時30分～午後５時

退職男性のための
地域活動相談  ９日W　午後１時～３時

 ひまわり館
近江八幡市社会福祉協議会
TEL(31)2677・FAX(36)6910ボランティア・

地域福祉活動相談  月～金曜(祝日を除く)　午前8時30分～午後５時

保護司相談  24日E　午後１時～４時  近江八幡・竜王更生保護サポ
 ートセンター（総合支所３階）

近江八幡・竜王更生保護サポート
センター　TEL(46)3141(内線345)

税務相談
 11月５日T 、12月３日T

 　午前10時～午後４時
 （公社）近江八幡納税協会
 （近江八幡商工会議所2階）

（公社）近江八幡納税協会
TEL(33)4121・FAX(36)8415

相続等くらしの問題
行政書士無料相談  27日Y　午後１時30分～３時30分  滋賀中央信用金庫八幡西出張所 県行政書士会湖東支部（江南事務所）

TEL(47)7517・FAX(47)8507

無料健康相談
 6日Y・12日T・18日R・24日E・30日W

 　午前９時～ 11時
 滋賀八幡病院 滋賀八幡病院

TEL(33)7101・FAX(32)7725
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ビスの支払いとして利用できるものです。カード
そのものがなくてもカードの番号や文字だけで利
用することができるため、いったん、相手にカー
ドの情報を伝えてしまうと、バリュー（価値）を
取り戻すことは大変困難です。購入したカードの
文字や数字を伝えるよう指示されても決して応じ
ないでください。

　身に覚えのない電話やメールには、連絡や返信
などをせず、迷惑メールとして無視してください。
また、カードの情報を伝えてトラブルになった場
合は、早急にカード発行会社に連絡してください。

　このようにコンビニなどで購入できるプリペイ
ド型電子マネーを悪用した詐欺が多発していま
す。プリペイド型電子マネーとは、事前にバリュー

（価値）をチャージ（購入）することで、商品やサー

Vol. ８　万一の災害時の

　災害時の情報・安否確認について学びましょう。

【災害直後の心得】
①まずは、深呼吸しよう
②まわりの状況を確認しよう
③情報を集めよう
④安否を確認しよう

【情報を集める】
　テレビ、ラジオ、インターネット
など、複数の手段を使って情報を入
手しましょう。また、災害時はデマ
が出回ります。情報も刻々と変わり
ますので、新しい正確な情報を集め
ましょう。

【事例】
　携帯電話に「2 億円を譲る」とメールが届い
た。頻繁に届いたので、本当かもしれないと思
い返信した。お金を受け取るためには手続きが
必要と言われ、プリペイド型電子マネーをコン
ビニで購入し、そこに記載された番号を伝えた。
後から返金されると言うので、その後も次々と
電子マネーを購入し番号を
伝えた。後になって不審に
思い、友人に話すと詐欺で
はないかと言われた。

【安否を確かめる】
●災害用伝言ダイヤル「171」の使い方
①「171」にダイヤルする。
② 伝言の録音は「1」を押して、自分の電話番号を押す。

伝言の再生は「2」を押して、
相手の電話番号を押す。

※ 電話番号は、被災地の電話番
号 ( 市外局番から ) や携帯電
話番号を押してください。

●�災害用伝言版 (Web171) の使い方 (携帯電話、スマー
トフォンなど )

① 公式メニューや専用アプリから「災害用伝言版」にア
クセスする。

② 伝言の登録は「登録」を押し、
「状況 ( 例：無事です )」を選
んでコメントを入力し、「登
録」を押す。

　 伝言の確認は「確認」を押し、
「相手の電話番号」を入力し、
伝言を閲覧する。

※詳しくは NTT 西日本のホームページをご覧ください。
　https://www.ntt-west.co.jp/corporate/disa.html

◆メッセージ部門

「勇気出る　君の言葉の
��　　素晴らしさ」

北里小学校
　樫

かしはら

原　尚
なお

哉
や

さん 北川　春代さん
八幡東中学校
堀川　素

そ ら と

良翔さん

予

予

　　近江八幡市消防団 OFL 分団（危機管理課内）
　　 （３3）４１９２・ （３３）４１９３
問

情報 ・通信編②

▲

▲

など … 

このような
メッセージ
が届いたら、
詐欺を疑って
ください。
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お金をあげる

プリカを買ってきて

裁判します

簡単！高収入！

料金が未納です
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「登録」
「☑ 無事です」
「080- ○○…」
「登録」
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