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南部地区消費者のつどい 

で警護器誤一課かな海陽町　　議緩饗饗霧聞蘭画画 　　　　　　　　　　　　　一‾1人受‡ 
あいにくの雨の中ではあったが、＼約200名の参 

加があり、調査研究発表、悪質商法防止啓発ソング、　　　薄霧醗溺聞醒闇闇 健康ダンス、展示・販売等で、実りある楽しい一　　　類縫‡i∈ 

口を過ごした∴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴∵一　∴∴∴∴　　　　：∴∴∴∴∴∴－ 

また、記念講演は、消費者庁参事官の日下部英　機　　饗、囲議題騒麗議題醗 

紀氏にご講演いただいた。内容は次のとおり。私　議纏騒醒頴灘／醸灘閻　認闇曝露閲読 

詩語消費者庁全面移転を全力で応援し認諾曝顕醒躍 　　　　∴∴÷：‾　　∴；∴．∵∴ 　　　　∴∴：∴一一∴∴∴．∴∴∴　∴∴ 

なお：i同決建都ま、＿31年後に検証・－見直しをするとの記 

懸濁一葉講砦諾聾語末誤認欝i薄霧謙語葦嘉襲 ∴三∴　　　　　　　　　∴∴∴「∴∴∴∵∴謹言∴∴∴ 

消費者庁参事官‾日下部英紀　＿るほか1、1消費者庁の働き方改革の拠点としての灘繭担っ 
ています。働き方改革については、座席を固定しないフリー 
アドレスの実施、辱「バーレス化の推進、電子／白板や立ち 

消費者庁ば消費者行政の司令塔としそ；他省庁への働；ii会議机を用いた多様を会議形態の導入をどを符っでいると 
きかけや、国会対応や法律等め策定・＿改正法とを行う企画i寧ろです詰 
立案∴各種事業の推進、消費者薫誠などの調＝梨i憂命勢体言≡∴孝三雄一1番の牽ロ．ジ曇ダトについて主なものをいくつか紹 
に関わる重大事案発生時の危機管理、相談情報を活用した十二日介しますとく－まず：薯筆者向け消費者教育の取組では、徳島 
注意喚起や法執行な掌の業務を経っています諒　　　　　i廉内金でめ嵩／接受当痘作成の教材を用いて消費者教育の授 

本年7月24日に徳黄県庁舎諦階轟鵡注葦消糞馨宿政　∴i薬を実施し藷の検証等を行います。－見守りネットワーク（消 
新未来創造オフイ二美は＼轄隼毎秒「iま‾iちii高専諒ぎ喜＼i／費著安釜確保地／域協議会）iの構築では、県内全ての高齢者 
創生本部決定」に基づき設置されたもの／です＿。i徳島県i利き∴　‾i琉見帝らi‾れる鉢軸を構築することを目標として取＼り組みま 
消費者行政部局のみならず県庁全体から様寧な協力を繚ら∴義一公益通報窓口等の整備にっいては、徳島県ではかなり 
れることや、県から先駆的な施策推進をi図るだめ磯：「嚢証iiii設置が進んできましたので、事業者の内部通報制度の整備 
フィールド」を提供する‾との提案があっ‾窄ことを蜜も踏まii綻進のほか、今後は他県への取組展蘭も行う予定です。‾調 

＿＿え、＿様々を検討がなされた結果∴「まちこひど・しぎと創生i∴i査ir‾研究分野の例として挙げますと、陸がい者やその家族 

本部決定」におして、　　　　　　　　　　　　　　　∴「筆に対しアンケ「ト及びヒテ）ング調査を実施し、陣がい 
⑬実証に基づいた政策の分析・研究機能をベースをした11着の消費者行動・消費者被害の実態調査等を行います。また、 
ー　消費者行政の発展・創造の拠点を置くこと　　　　　11回＼民生活センターのオフィスでは1、県内での相談員に対す 

‾②これまで行ってきた迅速な対応を要する業務、：討外調iii∴∵る研修、堪震発生時の転倒防止策についての商品テストを 

整プロセスが重要な業務（国会対応、危機管理：法執行、　行っているところです。 
司令塔機能、制度整備等）は東京で行う－こと＿i‾　　　　　消費者行政の発展のためにも、当オフィスの取組につい 

が示され、‾ォティスの開設に至りまじだ。一　　　　　　一で：今後と／も御支援・御協力をよろしくお願いいたします。蓑 
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7月3日（月）羽ノ浦公民館にお

いて会員33名の参加で、健康栄養

と健康体操の勉強会をしました。「いつまでも若々

しく健康でいるために」と題して、スポーツ栄養

アドバイザーの先生のお話を聞き、その後「365

歩のマーチ」の曲に合わせて椅子に座ってできる

簡単な健康体操を楽しみました。

また10月4日（水）には羽ノ浦公民館で、ちぎ

り絵講習

会を　しま

した。会員

30名が来

年の干支
である犬

のち　ぎり

絵に挑戦
しました。

両日とも、みんな和気あいあいで有意義な活動

になりました。　　　　　　　　（田井　和子）

平成29年6月20日美波町消費者

協会で森永乳業㈱神戸工場見学に

行きました。今迄は牛乳には栄養があるからと飲
んでいましたが、工場の説明を聞き、自分の知識

のなさに失望しました。

①○牛乳・乳製品をよく摂取する人ほどメタボの

割合が低い
○胸囲、肥満度、中性脂肪が低く善玉コレステ

ロールが高い

○体脂肪率が低い

②アイスクリームでは、うまく説明出来ませんが

うれしい事にアイスクリームには太りにくい？

その1に血糖値が上りにくい。その2に冷たい

効果（体の中から冷やされるので体温を元に戻

そうとしてエネルギーの消費が多くなり太りに

くい）と聞かされた。

女性にとってはうれしい情報なので乳製品を

多く取りたいと思います。　　（尾花　善子）

葦輩義
認

私達は10月13日に高齢者の振

込め詐欺防止キャンペーンを阿

波銀行前で行いました。高齢者がだまされないよ

うにとパンフレットを配りました。電話で、「ば

あちゃん助けて」と言われたら気が動転して、早

く送ってやらな困っているだろうと孫の声だった

かどうかもわからないまま振込んでしまうこと

になる。大

切なお金で

す。どうし

てよいか解

らない時は

上板町消費

生活相談窓

口に相談し

た方がよい
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役員会（キャンペーンについて）

と思います。困った時は一人で悩まずに、地方公

共団体が設置している身近な消費生活センターへ

相談しましょう。　　　　　　　（溝渕美代子）

10月11日、恒例の視察見学で

岡山のベティスミスジーンズ

ミュージアムと三井アウトレットパークへ行って

来ました。バス旅行で見学は勿論のこと車内での

おしゃべり、ショッピングにと楽しい有意義な
一日となりま

した。13日の

年金支給日に
は、ゆめタウ

ン内のATM

の前で県警の

方々と一緒に

「振り込め詐

欺にご用心」というパンフレットを配りました。

皆さん忙しい中にも足を止めて聞いて下さいまし

た。「私達も少しお役にだてたのかな」と気分を

良くして帰ってきました。毎日のように詐欺被害

が報じられています。私達も尚一層協力していき

たいと思います。　　　　　　（佐々木富士子）

4月28日に総会と、ヤクルト販

売の方による「ウン知育教室」の

講演会を行いました。6月28日には一日研修で倉

敷市の旭化成㈱を訪問し、倉敷美観地区を散策す

るなど親睦を深めました。10月6日には一部会員

で神山バスツアーを行い、町内に次々とオープン



している店

等を見学し
ました。地

産地消に取

り組む店も

あり、町内

外の方へ紹

介していき

たいと思い

ます。10月
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13日には振り込め詐欺防止キャンペーンをJAと

郵便局前で行い、ご近所の高齢者にも気を配って
いただけるように呼びかけました。（西崎久美子）

平成29年10月13日10時から鴨

島町パワーシティーマルナカに

＼ノ　於て、鴨島、川島、阿波市吉野消費者協会、警

察、行政の方々と「あなたは大丈夫！？」お金がら

みの詐欺被害に遭わないための「3ない行動」の
パンフレッ

ト、タオル、

ティ　ッシュ

を配布し啓

発をする。

中には要ら

ん…と言う

方もいたが

大半の方が

主∴ �　∴∴∴∴∴二二二二：∵一∴∴ 一一　強一一二一一），畿／甲声布の清一＼／／ �������∴ふ∴∴∴：∴： ∴∴一一一∴∴： ／／一一一 　∴∴i∴÷1書 ／鶏頭轢縛難渋藁顎－ ∴ 

∵ 謬 �一∴「 �� �l �「∴ ��� �ノ �∴二一 �∴∴ �∴： 一、さ 

∴　∴ �� � �� � �．∴∴　∴： ��∴＼∴ �� � 

心よく聞いて受け取ってくれた。或る老人が私に

寄って来て、「お陰でうちは金が無いけん心配な
いわ！！」と言われた後ろ姿が気にかかった。折角

貯めた虎の子、命と虎の子の再発行は致しません
ので呉々も御用心を！！　　　　　（松家　久美）

恒例の研修、親睦を兼ねた一日

旅行で、岡山県の洞窟、ベンガラ

染めなど　歴史のある物を見学出来て、有意義で

した。
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今年は、大阪方面の国華園など予定しています。

また、古い着物など活用して、バラのブローチ、

手掟などを作り、喜ばれています。

振込め詐欺など　後を絶たない事件が続いてい

ますが、消費生活センターが阿波市に出来たので、

身近なものとなり、これから、色々と活用させて
いただきたいと思います。　　　（福田毒美子）

私達は、会員59名のとても協力

的な団体です。主な年間行事とし

ては、年金支給日に銀行・農協・郵便局とそれぞ

れ分担して詐欺防止のため声かけをしています。

また、マイバッグ推進運

動としてアンケートも行い

ました。その結果、仕事を

持つ女性は多忙のせいか、
レジ袋を利用している人が

多いようです。その上、レ

ジ袋は、この地域で自家栽培の野菜、果物などを

知り合いにおすそ分けする際にとても重宝との声

もありました。

11月に、会員研修としてストールを藍梁で仕上

げる計画にしており、みんな楽しみにしています。

今後会員を一人でも増やすとともに、エコについ

てますます意識を高めていくことが私達の目標で

す。　　　　　　　　　　　　　（秋田　富子）

8月に明治食育セミナーによ

る骨組繋症の予防講座を受講

しました。カルシウムが不足すると血中濃度を維

持する為、副甲状腺ホ）レモンの働きで骨のカルシ

ウムを溶かすことが原因だそうです。牛乳とレモ

ン果汁、砂糖で簡単ドリンクを作り試飲しました。

10月には乳製品を使った調理実習をし、プロバイ

オティクスとしてのビフィズス菌が腸内環境を整

え、様々な機能を発揮している事を学びました。

高齢化社会を迎えた今、健康寿命を持続する為、
上手に食べて体を動かす事の重要性を再認識致し

ました。　　　　　　　　　　　（山城美三子）
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単’ �闇購闇髄鞘艶脚 

行政職員、警察署貝、協会員等総勢373名で、通行人や来客者に声をかけながら啓発グッズを配布した。
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協会名言 �∴均：∴ 

阿　南　市 �アピカ・キョーエイ羽ノ浦店 

徳　島　市 �徳島市役所・キョーエイタクト店 

小松島市 �JAあいさい広場 

鳴　門　市 �徳島銀行大麻支店・パワーシティマルナカ 

松　茂　町 �キョーエイ松茂店 

美　波　町 �道の駅日和佐 

上　板　町 �阿波銀行上板支店・上板郵便局 

石　井　町 �フジダラン石井店 

鴨　島　町 �マ）レナカi鴨島店・パワーシティ鴨島店 

海　陽　町 �12月実施 

藍　住　町 �ゆめタウン 

神　山　町 �JA広野支所・広野郵便局・神山町広野支所 

阿波市市場 �鴨島パワーシティ 

美　馬　市 �脇町郵便局・阿波銀行脇町支店・徳島銀行 脇町支店・美馬農協本所・美馬郵便局・農 
協美馬支所 
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、、＼＼場＼∴∴／／」所 

山　川　町 �マルナカ鴨島店・パワーシティ鴨島店 

川　島　町 �マルナが鴨島店・パワーシティ鴨島店 

つる　ぎ町 �阿波銀行貞光支店・貞光郵便局・一字郵便局 

阿波市土成 �マルナカ桐原店 

牟　岐　町 �ボルト牟岐店 

佐那河内村 �JA佐那河内支所・佐那河内郵便局 

阿波市吉野 �マ）レナカ鴨島店・パワーシティ鴨島店 

板　野　町 �阿波銀行板野支店・徳島銀行板野支店・板野郵便局 

三　好　市 �フレスポ阿波池田 

上　勝　町 �福原集荷所 

勝　浦　町 �JA産直よってネ市 

徳島広域 �徳島市役所 

那　賀　町 �阿波銀行鷲敷支店・徳島銀行鷲敷支店・鷲敷郵便局 

束みよし町 �阿波銀行加茂支店・徳島銀行三加茂支店 

消購大学校OB会 �キョーエイタクト店 

やま　も　も �フジグラン石井店 

＜ ㊥瀧燕駐韓艶焼麟糎補償願瀧屈の鞠輔弼

「自宅に『注文の健康食品を明日送るので、宅配業者に2万5千円を支払え』と電話があり、『注文していない』
と言うと、『もう発送したので止められない。受け取るように。』と言われた。」との相談がありました。

申込んだ覚えがなく、購入するつもりもなければ電話で受け取るように言われてもきっぱりと断りましょう。

それでも一方的に送り付けられた場合、代金を支払う義務はなく、受け取る必要もありません。事業者名、住所、

電話番号を控えた上で、受け取りを拒否し、トラブルを防ぐためにクーリング・オフを通知しましょう。

クーリング・オフの方法を詳しくお知りになりたい方は消費者情報センターにご相談ください。
（メールマガジン10月24日配信）

龍韓国醒龍醒　韓藤鵡籠躍纏麗躁灘讃藍藻轄醸諜醒醜　聞躍
担当理事　関　　和行

8月29日より毎週火曜日計5回、環境問題、民法、経済をはじめ消費生活関連の法律、また、今年度よ

り実践教育コースを、エシカル消費・食品表示コースに改め、開設しました。エシカル消費・食品表示コー

スの人気は高く、58名の申し込みがありました。9月26日の卒業式には、専門教育コース19名、エシカル

消費・食品表示コース56名が卒業されました。

今後、地域の指導者となられ、消費者トラブル防止、エシカル消費推進等にますますご活躍されることを
ご期待申し上げます。
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