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12月のとしょかん

ヒカルの卵（小説）
　養鶏農家でお人好しの二郎は、限
界集落からさらに山奥に入った森の
なかで「たまごかけ
ご飯専門店」を開く
と決意します。小
さな山村に暮らす
愉快な面々が繰り
広げる、笑って泣
ける物語です。

【森沢明夫／著】

◆冬休みのおはなし会
　図書館では、幼児から小学生向けの冬休みのおはなし会を行います。
クリスマスやお正月などの行事にちなんだものや、寒い冬にピッタリ
のあたたかいお話を用意して、みなさんのお越しをお待ちしています。
　と　き／12月26日（木）　午前11時から
　ところ／生涯学習館２階　研修室３
◆毎月恒例のおはなし会
●おはなし会（幼児～小学生向け）
　と　き／12月８日（日）　午前10時30分から
　　　　　12月22日（日）　午前10時30分から
　ところ／視聴覚室
●ちいさなおはなし会（乳幼児向け）
　と　き／12月18日（水）　午前11時から
　ところ／児童室

 今月の展示棚

　犬や猫と暮らしている方、事情が
あって飼えないけれど、犬や猫が大
好きだという方、ただただ犬や猫に
癒されたいという方のために、かわ
いい写真集など心がホッとする本を
集めました。ほっこりできる一冊を
見つけてはいかがでしょうか。

 今月のおすすめ本
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     は休館日。    は分館のみ休館
本館…火～金曜日　9：30～19：00
　　　土・日・祝日　9：30～17：00
分館…火～日曜日　9：30～17：00

（三中地区分館、都和分館、神立地区分館、
新治地区分館）

図書館カレンダー

先月の人気図書

12月の12月の

テーマ：犬と猫

市立図書館（☎823-4646 　 http://www.t-lib.jp/)問 H P

政と源
　東京都墨田区 Y 町に住む、つま
み 簪

かんざし

職人・源二郎の弟子の徹平の
様子がどうもおかしい…。どうや
ら昔の不良仲間にゆ
すられているみたい
です。それを知った
源二郎は、幼なじみ
の国松とともにひと
肌脱ぐことにしまし
た。『Cobalt』掲載
を単行本化。

【三浦しをん／著】極限世界の生き物図鑑
　【長沼　毅／監修】

がむしゃら落語
【赤羽じゅんこ／作】

しろうさぎとりんごの木　
　【酒井駒子／絵】

サンタさんのトナカイ
【ジャン・ブレット／作・絵】

ヘンテコリンおじさん
【みやにしたつや／作・絵】

としょかんのよる
【カトリーン・シェーラー／絵】

こどもの本 №1

にわかには信じられない遺伝子の
不思議な物語（遺伝学）

　天才バイオリニストの親指は、な
ぜ強く、しなやかだったのでしょう

か？ 二 重 被 爆 者・
山口彊はなぜ 93 歳
まで生き延びられ
たのでしょうか？
DNAに刻まれた人
類の歴史をひも解
いていきます。

【サム・キーン／著】

　おはなし会

おしゃれさんの茶道はじめて物語 
　ささいなことから友だちとケンカ
したまっちゃんはそのままお茶のお
けいこに行き、お点前の最中にタイ

ムスリップしてし
まいます。茶の湯
の魅力をわかりや
すくつたえる物語
です。風炉薄茶点
前の解説が付いて

　います。
　【永井郁子／著】
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12月の無料相談

■ 12月の無料相談
相　談　名 日　　　時 場　　所 主な相談内容（相談員）

市民法律相談　 毎週火曜日 13:00～16:00

広報広聴課　　  (☎内線2376)

法律が関係する困りごと
（弁護士）　※予約制

市民相談 月～金曜日  8:30～17:15 要望、苦情、意見など
（担当職員）

司法書士相談 11日（水） 13:00～15:00 相続・贈与などの登記、遺産分割、その他法
律問題 　（司法書士） ※予約制

総合労働相談 13日（金） 13:00～16:00 広報広聴課 労働・社会保険関係、労使トラブルなど
（社会保険労務士） ※予約優先(☎029-226-3296）

心配ごと相談 水・金曜日 13:00～16:00 社会福祉協議会　(☎821-5995) 日常生活の困りごと、悩みごと
（専門相談員）

行政相談 18日（水） 13:30～15:30 ふれあいセンターながみね(☎内線2376) 国や法人・県に関する苦情、意見、要望
（行政相談委員)

税務相談 10日（火）、24日（火） 13:00～15:00 税理士会土浦支部 (☎824-5055） 税に関すること
（税理士）　※予約制(予約時間10:00～14:00）

消費生活相談 月～金曜日 9:30～16:30 消費生活センター  (☎823-3928） 商品、契約や多重債務などのトラブル
（消費生活相談員）

家庭児童相談 月～金曜日 ８:30～17:15 こども福祉課　　(☎内線2393) 18歳までの子どものすべてについて
（家庭児童相談員）

育児相談 月～金曜日 ９:00～17:00 地域子育て支援センター“さくらんぼ”
　　　　　　　　(☎823-1288)

乳幼児のしつけ、生活習慣
（保育士）

早期療育相談 月～金曜日 ９:30～16:30 療育支援センターほか
(☎822-3411)

言葉の遅れや落ち着きがないなど、子どもの
発達、行動面に関すること　(早期療育相談員)

青少年相談　 火～日曜日 10:30～17:00 青少年センター
(ウララ２ ８階　☎823-7838)

青少年についての困りごと
（専任相談員）　※電話相談可

教育電話相談 月～金曜日 ９:00～16:00 教育相談室　　　(☎823-7837) 不登校やいじめなどの早期解決と防止
（教育相談員）　

交通事故相談　 月～金曜日
(水曜日は弁護士相談)

９:00～16:45
(13:00～16:00）

土浦合同庁舎県南地方交通事故相談所
(☎823-1123)

交通事故に関すること
(県委嘱相談員・弁護士）

人権相談 月～金曜日 ８:30～16:00 法務局土浦支局　(☎821-0792) 家庭内の問題、いじめ、差別など
（人権擁護委員、担当職員）

生活相談 毎週水曜日 13:00～16:00 新治地区公民館　(☎862-2900) 生活上のこと、人権にかかわること
（生活相談員）

ひきこもり専門相談 ２日（月） 10:00～12:00

土浦保健所　 　 (☎821-5516)

ひきこもりについての困りごと
（専門医）　※予約制。日時が変更になる場合があります。

精神保健相談 
10日（火） 10:00～12:00 精神障害者の医療などに関すること

（精神科医師）　※予約制。１日２件まで。日
時が変更になる場合があります。20日（金） 14:00～16:00

女
性
の
た
め
の

フェミニスト相談
毎週水曜日 11:00～15:40

男女共同参画センター
  （ウララ２ ７階　☎827-1107）

月曜休館

夫婦のこと、対人関係や職場でのトラブルなど
(専門の女性カウンセラー）　※予約制14日（土） 10:00～15:00

法律相談 26日（木） 13:30～15:30 法律が関係する困りごと
（女性弁護士）　※予約制

一般相談(外国人相談を含む) 13日・27日（金） 13:00～16:00 仕事、夫婦、家族など、女性を取り巻くさま
ざまな悩みごと（専門相談員）　※予約制

ＤＶヘルプライン(電話相談） 19日（木） 13:00～16:00 ☎827-2525 配偶者や恋人からの精神的・肉体的暴力など、
女性のさまざまな悩みごと

※祝日は除きます

インターネット通販のトラブル急増中

相談：インターネット通販で海外ブランドのブーツを注
文し、事業者の銀行口座に代金を振り込んだ。翌日業
者から「入金を確認しました。配送手続きを取ったので、
一週間以内に配送します。配達業者は○○、配送伝票
番号は×××―××××です」と書かれたメールが届い
た。２週間経っても商品が届かない。配達伝票番号を
入力して配達予定日を調べたが、該当する番号はなかっ
た。事業者のホームページを見てみたら、メールアド
レスしか記載されていなかった。メールで問い合わせ
ているが返事がない。もう商品はいらないので、返金
してほしい。
アドバイス：事業者にメールで解約、返金してほしいこ
とを伝えるよう助言しました。併せて、相手の了解が
必要なため、返金されるかどうか難しいのですが、今
できることとして、代金を振り込んだ銀行と相手先の
銀行に情報提供し、組戻し手続きをするよう伝えまし
た。

　また、商品が届いても偽物の粗悪品だった、などの
相談も多く寄せられています。
≪インターネット通販を利用する時のチェックポイント≫
１．正確な運営情報（運営者氏名、住所、電話番号）が記
　載されているか。
　→連絡手段がＥメールしかない事業者は危険です！
２．正規販売店の販売価格よりも極端に値引きされて
　いないか！？
　→お買い得すぎる商品、本当に本物ですか…？
３．日本語の表現が不自然でないか！？
　→機械翻訳のような日本語が使われていませんか？
４．支払い方法が銀行振込のみ
　となっていないか（クレジット
　カードが利用できない！？）
　→銀行振込は、一旦振り込む
　とお金を取り戻すことは極め
　て困難です！！　　　　

消費生活センターから
☎823-3928問




