201９年９月２７日発行 第 2３４号 音更町消費者協会（広報部）
音更町木野西通 17 丁目 1 番地 共栄コミセン 1 階 TEL・FAX 67-5541
令和元年度音更町消費者の集い

～新時代！学ぼう！かしこい消費で豊かな未来～
日時：令和元年 9 月 21 日（土）１０：００～１４：４５
場所：音更町共栄コミュニティセンター 大集会室＆ロビー
今回は新元号に改まったこともあり、「新時代！学ぼう！かしこい消費者で豊かな未来」をスローガンに
開催しました。開会セレモニーに先立って、10 時に各体験コーナー、パネル展示、物販コーナーを開始。
開場前から多くの方が来場し、参加していただきました。（２面に掲載）
来賓の小野町長、小泉道議会議員、榎本町議会副議

開会セレモニー

12：30～

長からご挨拶を頂きました。
小野町長

料理トークショー「星澤幸子のミルク＆クッキング」12：45～14：15

星澤ワールド全開で会場を笑いの渦に
包みこみ、試食タイムでは会場に笑顔と
「おいしい」との声が飛び交っていまし
た。

調理メニュー
①豆のドライカレー
②ブロッコリーのギリシャ風ソース
③じゃがいものオムレツ
④キャラメルミルク羹

閉会セレモニー

14：15～

試食調理係の皆さん。
300 食分の試食を作りました

（14：45 閉会）

小野町長、星澤先生にご協力を頂き、参加者全員で「おたす
けの法則」を唱和。さらに帯広警察署員や各協力者も加わり
「ワンツーマーチ♪」を合唱し、大いに盛り上がりました。
日向副実行委員長の閉会の言葉で盛会裏に終了しました。

セレモニー

事前準備にいつもより時間を要しましたが、準備委員の協力により、手作りの内容で楽しく学び、広く町民の消費者
意識を高め理解を図るという当初の目的に対し、一定の手応えがあったと思います。来場者数はのべ 230 名でし
た。また、今回は消費者被害防止ネットワークの 3 団体の方にも準備委員として加わって頂き、連携強化を図るこ
とができました。今後に繋げていきたいと思います。大変お疲れ様でした。
（豊島事務局長）

帯広警察署員による特殊詐欺出前講座

11：00～11：30

オープン直後に定員（50 名）に達する人気ぶりで、11 時から
の講座では特殊サギ・キーワード・ビンゴの形式で、ゲームを
楽しみながら詐欺の手口の説明に熱心に聴き入っていました。

アポ電対応電話機体験（ハラデンキ）

特殊詐欺被害防止啓発（帯広警察署）

電話を 2 台用意し、疑

実際の犯人の声

似体験方式で行いま

を流して啓発を

した。「これがあると

行いました。とて

安心」との声が聞かれ

も説得力があっ

ました。

たようです。
絵手紙体験

風呂敷活用体験

4 回（各 6 名 30 分）に分け予約

開始早々より、人だかりが出来、急

クイズ感覚で分かりや

段階で満員となりました。他のイ

遽机を増設。講師が 2 人だけで十

すかったせいか、多く

ベントの関係で参加にバラツキ

分な説明が行き届かない状況でし

の参加がありました。

がでましたが、短時間の出来栄え

たが、説明書を何度も増刷して対

ピタリ賞が 2 名おり、

とは思えない力作ぞろいでした。

応、関心の高さが窺えました。

「野菜計量名人」とし

野菜の計量

て認定証と野菜を授与
しました。

パネル展

テーマ「令和に学びたい７つのこと」

防災グッズ紹介
（音更町防災係）

消費生活に大きな影響を与えると思われる 7 つの項目を展示。北電コー

災害への関心は高く、熱心に

ナーでは映像や配電盤を展示し、北電社員により節電や電気の留意点に

質 問 をす る姿 が見 ら れま し

ついて説明が行われました。

た。簡易ベッドには実際に寝
心地を確かめ、納得している
姿が印象的でした。

第 65 回くらしのサロン（啓発部）
第 65 回くらしのサロン「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 パートⅡ～」
を 8 月 2 日㈮共栄コミセンにて開催しました。昨年 10 月の講座（パートⅠ）の好評第二弾です！一般の
方々含め 22 名の方が参加し、おとふけ野菜の栄養や美味しい食べ方について学びました。啓発部員手作
りの美味しい野菜料理に舌鼓を打ち、自慢レシピについて情報交換。美味しくてためになる 90 分でした。

蕪のオリーブ油焼、
茄子そうめん、丘わ
かめの酢の物等々、
8 品試食♪

令和元年度十勝農業試験場公開デー視察見学（調査研究部）
日 時：令和元年 8 月 8 日（木）9：30～11：30 曇り 気温 17 度
参加者：沼田部長・薩田理事・豊島事務局長
「見よう」
、「体験しよう」
、
「食べよう」をテーマに試食コーナーや豆種の手
触りを楽しむコーナーなど 13 のブースがあり、いろんな角度から農産物等
を取り上げ、恒例の圃場見学バスツアーはほぼ満員の盛況ぶりでした。一つ
の品種改良に平均 10 年掛かるとの説明など、農業王国十勝にいながら知ら
ないことが多く、関心を持ついい機会となりました。

第 56 回北海道消費者大会
北海道消費者大会は、昨年（第 55 回）名寄市での開催予定でしたが大会
前日に発生した胆振東部地震により開催中止となりました。
今回、2 年ぶりの大会が９月１２日（木）
、札幌市かでる２・７ホールで開
催され、当協会より 5 名が参加しました。
大会長畠山京子氏の挨拶で始まり来賓挨拶後、北海道社会貢献賞に 5 名の
方が表彰されました。その後、基調講演「畑ガイドと行く農場ピクニック
～今ここにある資源を商品に育てる～」と題し、講師㈱いただきますカン
パニー井田芙美子氏の講演がありました。午後からは、パネルディスカッ
ションとして 4 名のパネラーが登壇、
「SDGｓ～地域からの報告～」をテ
ーマに各パネラーから活動状況の発表がありました。その後質疑応答があ
り、有意義な討議で大変盛り上がりました。
北海道消費者協会長島副会長の大会宣言があり、閉会となりました。
（副会長 田中一夫）

パークゴルフ＆懇親会（交流部）
去る 9 月 10 日（火）然別パークゴル
フ場にて 13 名の参加があり、和気あい
あい会員同士の親睦を図る事ができま
した。その後、フードスタジアムに移動
し懇親会を開催しました。
（18 名参加）
皆様、ご協力ありがとうございました。
（交流部長 田中一夫）

井田芙美子氏

歌いましょう♪
（施設めぐり）

消費生活センターの
出前講座
オレだよ
オレ

正解は「○」！
（宝来清風会）

3 度目です☆
（富丘老人ク）

① 8 月 9 日（金）妙法寺婦人会（妙法寺講堂）

参加 28 名

② 8 月 21 日（水）町民施設めぐり（生涯学習センター） 参加 32 名
オレオレ詐欺寸劇
（妙法寺婦人会）

③ 9 月 10 日（火）宝来清風会（宝来福祉館）

参加 20 名

④ 9 月 24 日（火）富丘老人クラブ（富丘会館）

参加 13 名

☆ 消費生活センター・相談受付件数（９月２６日現在）☆

☺７月 ３３件

☺８月 ２１件

第 66 回くらしのサロン

☺９月 ３０件

令和元年度累計

１７３件

「私たちの暮らしにかかわる身近な法律」

日

時：１１月１２日（火）午後 1 時半～3 時

場

所：共栄コミセン大集会室

講

師：辻 和義氏
（音更町消費者協会副会長、弁護士）

＊詳細は事務局まで（☎６７－５５４１）

交通事故防止街頭啓発（事務局）
日

時：１０月１６日（水）午後 2 時～

旗波場所：音更町特産センター「道の駅」前（国道２４１号線）
＊参加していただける方は、事務所までご連絡下さい（☎６７－５５４１）

音更町石油製品価格調査（音更町内主要9店舗）
2019年

灯油１ℓ

9月

（７店舗）

調査研究部調べ

ガソリン１ℓ
フル（４店舗）

税込価格 単位：円

LPガス（６店舗）

セルフ（４店舗）

基本料金

５㎥

１０㎥

最低価格

87.00

132.00

131.80

2,106.00

6,210.00

10,184.00

最高価格

93.00

139.00

136.00

2,160.00

6,426.00

10,831.00

今月平均

91.14

136.00

133.40

2,115.00

6,314.00

10,381.33

―

―

2,106.00

6,345.00

前月平均
前年度同月平均

―

―
94.29

152.20

―
148.87

―
10,423.33

今年度も石油製品
価格調査を行いま
す。価格の動向に
注視し、節約に心
がけましょう

