
広報おうみはちまん　2021.5.19 8広報おうみはちまん　2021.5.1

毎月１日は人権を考える日

お気軽にご相談ください 5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
　

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

 5月12日R  午後1時30分～ 4時30分
   (受付    5月6日T 午前８時30分～）
 5月26日R  午後1時30分～ 4時30分
   (受付  5月18日E 午前８時30分～）
 6月  9日R  午後1時30分～ 4時30分
　(受付　6月1日E 午前8時30分～ )
  いずれも先着6人

 市役所２階　A会議室

人権・市民生活課
TEL(36)5566・(36)5881

※市役所代表電話(33)3111では
予約できません

司法書士相談  19日R  (受付 11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  13日T  午後１時30分～ 4時  総合支所　消防司令室
人権・市民生活課
TEL(36)5881・FAX(36)5553人権相談  13日T・27日T　午後1時～ 4時

13日 市役所2階　B・C会議室
27日 市役所2階　A会議室

福祉の総合相談・
生活困窮の相談

 月～金曜　午前8時30分～午後5時  市役所2階　援護課窓口 福祉暮らし仕事相談室
TEL(36)5583・FAX(32)6518

職業相談

 11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 11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）  28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
 5月10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 6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
 5月はありません　次回6月1日E

 　午前９時30分～ 11時30分
 総合支所　消防司令室 農業委員会

TEL(36)5520・FAX(46)5320

介護者のつどい
 20日T　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』

 5月21日Y 、6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  6月10日T　午前10時～午後４時  ひまわり館２階　研修室３ 草津年金事務所お客様相談室
TEL077(567)1311

心配ごと相談  月～金曜日の偶数日(4日を除く)　
 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～金曜日(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  24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  25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
 5月13日T 、6月10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 28日Y　午後１時30分～３時30分  滋賀中央信用金庫本店 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
 7日Y・13日T・19日R・25日E

 　午前９時～ 11時
 滋賀八幡病院 滋賀八幡病院

TEL(33)7101・FAX(32)7725

まちづくり協働課　           (36)5552・ (36)5553

ネットワークビジネスで「儲
もう
かる」と言われて

高額な初期費用を支払ったが……

「近江八幡市人権啓発カレンダー 2021」から作品を紹介します。

　老蘇学区まちづくり協議会は、平成 24 年 4 月の設
立以来、地域に『つながり』と『出会いを』をコンセ
プトに住民総参加のまちづくりを目指し事業活動を進
めています。
　令和 2 年度は突然現れた新型コロナウイルスによ
り、計画していたほとんどの事業の中止を余儀なくさ
れました。しかし、ここであきらめる老蘇まち協では
ありません。コロナ禍でも学区民の笑顔が見たいとの
思いで、「ファミリー謎解きお散歩ラリー」「Work 
Out in 老蘇番外編 Oisoing 老蘇の今昔物語」「サプラ
イズ花火」「コミセンイルミネーション」などの新し
い事業を次々に編み出していったのです。
　特に好評を博した Oisoing は、令和 3 年度さらな
るバージョンアップを期し、老蘇学区民を対象に 5

月 30 日 Q の実施に向け準備を進めています。学区内
に多数ポイントを設け、そのポイントを回り点数を競う
ウォークラリーの要素に、仮装、ゲーム、ミッション、
謎解きなど遊びの要素を加味し、老若男女誰もが楽しめ
る事業になるよう工夫を凝らしています。
　みんなで楽しめるようコロナの収束を願います。

6 月は八幡学区まちづくり協議会です。
　馬淵小学校
蒲
が も う

生　結
ゆ づき

月さん

【事例】
 　スマホの SNS ※に知らない人から
メッセージが届き、「ネットワークビ
ジネスで毎月高収入が得られる」との
勧誘を受けた。
　興味本位から、カフェで説明を受け
ると、高額な初期費用が必要だと言わ
れたが、「すぐに元が取れる」と強引
に勧められた。お金がないと断ると、

「消費者金融で引っ越し代だと言って
借りればよい。年収は○○万円と記載
するように」と指示された。
　借金して初期費用を支払い、しばら
く相手の指示通りに進めたものの簡単
に収益はあがらず借金だけが残った。
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    人に言われて
　     いやなこと』

『気をつけて！
　 ふわふわ言葉
　　  わすれずに !』
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　SNS を介して知り合った人や同級
生などから、「簡単に儲かるビジネス
がある」と誘われて、高額な初期費用
を支払って契約したという相談が寄せ
られています。お金がないと断ると、
消費者金融で借金をするよう仕向けら
れたり、クレジットカードを作成させ
られたりするなどの手口が見受けられ
ます。
　実際にビジネスを試みても思うよう
な収入が得られず、借金だけが残った
という人がほとんどです。借金をして
までお金を支払うことはやめましょう。
　

※ SNS とは、Social　Networking　Service（ソーシャル・ネットワー
キング・サービス）の略で Twitter( ツイッター )、LINE( ライン ) など人
と人との交流を手助け・促進するためのインターネット上のサービスです。

老蘇学区まちづくり協議会　           ・ (46)8120 問

　誰でも簡単に儲かると勧誘され
ても、安易に信用せず、まずはきっ
ぱりと断りましょう。
　少しでも不安に思えば、すぐに
相手の要求に応じず、周囲や消費
生活センターに相談しましょう。


