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交流部長

田中

一夫

一泊交流研修を、７月３０日～３１日に実施いたしました。天候にも恵まれ２１名の参加をいただきました。
まずは、足寄動物化石博物館を見学。学芸員より「２５００万年前、
足寄は水深約１００ｍの海の底であり、原始的なクジラの仲間がたくさ
んいました」と説明がありました。
次にオケクラフトセンター
森林工芸館を見学。五十嵐館長
より「オケクラフトは置戸町で
作られる木工芸品の総称で、
エゾマツ、トドマツを使った器
や家具等、数多くの暮らしの
道具が手仕事
で作られてい
オケクラフトセンター
森林工芸館

宿泊先の「塩別つるつる温泉」
での宴会は、カラオケ、ビンゴ
ゲーム等で大いに盛り上がり、
親睦を深めました。

皆様のご協力ありがとうござい
ました。

る」と説明が
ありました。

足寄動物化石博物館

ナイスショット！

８月３０日（木）
、音更町然別リバーフロント PG 場に
て恒例のパークゴルフ大会を行い、
１４名の方に参加いた
だきました。朝から小雨が降っていましたが、９ホールを２回周り、皆さんのハッ
スルプレーで大いに楽しむことが出来ました。
プレー後は、フードスタジアム木野店に移動し懇親会。おいしく楽しいひとときでした。

＜PG 順位＞
（男子）①薩田 進 92 ②田中一夫 9８ ③熊倉敍之 98 ④豊島英俊 98
⑤中村五男 100
（女子）①高田栄子 98 ②菅野和子 104 ③古川房子 110 ④榎本美枝子 117⑤高橋洋子 120

フードスタジアム木野店にて懇親会

『平成 30 年度十勝農試公開デー』
視察報告 ★ 調査研究部
調査研究部部長 沼田 秀実

8 月 7 日（火）道総研十勝農業試験場（芽室町）にて
『平成 30 年度十勝農試公開デー』が行われ、部員
市販されている
甜菜チップス

5 名で視察・見学に行ってまいりました。
珍しい甜菜チップスやあんこ、長芋団子と採れたての
圃場見学バスツアー

ふかしジャガイモの試食では十勝の作物のおいしさを実
感しました。また、圃場を見学するバスツアーでは、職
員から作物の生育試験、土壌・肥料の試験、また他の試
験場で開発された品種の十勝での適応試験などをやって
いるとの説明をお聞きし、農業王国十勝を支える農業試
験場の役割を改めて再確認した視察となりました。

あんこの食べ比べ

石油製品価格調査結果報告（音更町内主要 9 店舗）
2018 年
9月

灯油 1ℓ
（7 店舗）

調査研究部調べ

ガソリン１ℓ
フル（5 店舗）

（税込み価格 単位：円）

LP ガス（6 店舗）

セルフ（3 店舗）

基本料金

5㎥

10 ㎥

最低価格

89.00

149.00

148.87

2106.00

6345.00

10423.33

最高価格

96.00

154.00

149.00

2106.00

6642.00

10831.00

今月平均

94.29

152.20

148.87

2106.00

6345.00

10423.33

―

―

―

2089.00

5894.00

9905.83

前月平均
前年度同月平均

―
74.15

―
132.20

―
128.90

『帯広市消費者講座』
参加報告 ★ 啓発部
9 月 14 日（金）、とかちプラザで帯広市消費者
講座が開催されました。今回のテーマは「野菜を
楽しみ、もっと健康に」
（講師：キューピー株式会
妻谷氏）。
折しも 10 月のくらしのサロンは

社

「野菜」をテーマとしており、講師を外部講師で
はなく、啓発部で対応することから、啓発部員４
名が参加しました。
会場は殆どが高齢者で女性の割合が圧倒的に高
く、身近なテーマとして関心の高さが窺えました。
講師をキューピーの社員が務めることからマヨネ
ーズ主体の話かと想定していましたが、野菜の役割、必要性、1 日 350ｇの食べ方や健康との関係など、
多様な面から野菜を取上げ、ビデオも交え具体的な説明がありました。
日頃から慣れ親しんでいる野菜ですが、改めて分かったことや初めて知ったことも多く、野菜を楽しみな
がら食べることが健康に繋がることを実感し、大変有意義なものとなりました。くらしのサロンのみならず
今後の参考にしたいと思います。（報告：豊島）

第 55 回北海道消費者大会中止！
同大会は、メインテーマとして「地域の再生と持続可能な社会を目指して」を掲げ、9 月 7 日に
名寄で開催される予定でした。今回は札幌以外では初の開催であり、地元一体となった盛り上が
りが伝えられていたところでしたが、6 日未明の胆振東部地震の影響により 6 日の午前中に中止
が決まりました。

節電への取組みを！！
6 日未明の胆振東部地震で、道内は大規模な停電という未曽有
の状況となり、大きな影響が出ました。その後停電は解消され
ましたが、電力需給逼迫状況を受け、北海道電力帯広支店電力
部（音更）から節電の協力について直接依頼がありました。
会員の皆様においても既に対応していることと思いますが、
「ご家庭における節電方法のご紹介」等を今一度確認の上、
引続き節電への取組みをお願いします。
調査研究部より
ご家庭の節電にワットモニター
やワットメーター付電源タップ
をご活用下さい。随時貸出中！
申込みは協会事務所まで

消費生活センターより
6 日未明の北海道胆振東部地震において、
被災されま
した皆様へ謹んでお見舞い申し上げます。
当センターは地震当日も開所いたしましたが、停電で
電気も点灯せず電話もつながらない状態でした。お陰様
で 7 日には復旧し、通常業務に戻りました。このよう
な大規模災害が発生すると、
「点検商法」
「便乗商法」な
ど、災害に関連した消費者トラブルが発生する傾向にあ
ります。国民生活センターからは「義援金詐欺」の事例
も報告されています（右図参照）
。
義援金は、確かな団体を通して
送るようにしてください。
「施設めぐり」参
加者がセンター見
学。その後ミニ講
座を受講しました

① 8 月 7 日（火）「町民施設めぐり」
（共栄コミセン）
参加 29 名
② 8 月 10 日（金）「なかよし会」
（雄飛が丘会館）

とっても元気な
地域サロン「な
かよし会」さん

参加 16 名

『消費生活センター・相談受付件数（９月 20 日現在）』

☺７月＊４５件

☺８月＊２１件

第 63 回

☺９月＊８件

くらしのサロン

アクティブシニアのための食育講座

～もっと知りたい！野菜の魅力～
日
場
講

時
所
師

30 年度累計＊１６９件

野菜の栄養や効能、表示につ
いて学びます。簡単で美味し
い食べ方もご紹介しま～す

平成３０年１０月２６日（金）午後１時 30 分～3 時
共栄コミセン２階研修室
申し込み不要・無料
消費者協会 啓発部員

交通事故防止街頭啓発（事務局）
日

時：9 月 21 日（金）午後 2 時～（雨天時は２５日に延期）

音更町消費者協会

旗波場所：音更町新通 7 丁目付近（国道２４１号線）
集合場所：新通会館駐車場

是非ご覧下さい

～会計よりお願い～３０年度会費未納の方は、お早目に納入してください

