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会長就任のご挨拶

会長 辻 和義

会員の皆様、大変お世話になっております。
令和４年度通常総会の終了をもって会長を務めさせていただくことになりまし
た。
さて、新型コロナウィルスの蔓延により、当会の運営も難しい状況となっており、
多くの事業が中止や延期となっております。
しかし、この状況による心理的不安に乗じた消費者被害も発生していることに加
え、本年４月からは、民法の成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げとなり、１８歳以上の
契約は未成年を理由に取り消せなくなることから、１８歳や１９歳の若年者を対象とした消費者被害が発
生することが危惧されます。
高齢者の消費者被害の防止に加え、若年者の消費者被害の防止にも注力することが必要となります。
消費者協会に求められる役割や使命は引き続き重いものと考えられます。
繰り返しお話ししていますが、新型コロナウィルスを正しくおそれ、今できる活動とできない活動を適切
に見極め、今できる活動を進めて行きたいと考えております。
そのため、会員増を図ることも重要ですが、今いる会員による連携を強め、より力強い活動にすることが
必要だと考えます。
つまり、各会員が独立して各自ができる活動を行うという意思を持ちつつ、会員同士のコミュニケーショ
ンをより深め、会員同士が協力して、連携を深めて、力強く消費者被害の防止に向けた活動を行いたいと考
えます。
引き続き皆様のご協力を賜りたく、よろしくお願いいたします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
5 月 18 日（水）、共栄コミセン大集会室にて令和 4 年度通常総会を行
いました。出席４０名、委任状２１名により、すべての議案が承認可決
されました。

新年度役員は次の通りです（任期 2 年）
役職

氏名

会長

辻 和義

（新）

加藤 治夫

（新）

副会長

氏名

田原 まゆみ

（新）

事務局長

田中 一夫

（新）

事務局次長

大渕 泰子

事務局次長(会計)

今野 裕子
中村 五男

（再）

薩田 進

（再）

監事

部長
交流部

副部長

高田 義光

（新）

高橋 洋子

（再）

平 和子

（再）

部長

沼田 秀実

（再）

（新）

副部長

小川 友子

（再）

（再）

部長

九本 孝子

（再）

山崎 幸子

（再）

花本 栄子

（再）

調査部

啓発部

副部長

このほか、会員の皆様
には幹事、部員として
ご協力いただきますよ
う、お願い致します。

総会終了後、昨年の活動を振り
返りました（大渕相談員作成）

～～～新役員のあいさつと各部事業予定～～～
副会長

加藤

副会長

治夫

「副会長に就任して」

田原

まゆみ

この度、副会長を仰せつかり、無事に通常総会を

此の度、令和 4 年度の総会に於いて、副会長の役

終えることが出来ました。正直なところ、いまだに

を仰せ付かる事となりました。元より浅学菲才では

戸惑っております。

ありますが、辻会長や役員、幹事、部員の皆様と共

ここ数年は、調査部員として、産地表示調査・燃

に、音更町消費者協会を発展充実させる事に少しば

料価格調査に携わって参りましたが、これからは消

かりは、寄与する事が出来ればと思って居ります。

費者協会全体の事業計画・活動方針を踏まえた役割

喫賢の課題としましては、高齢者の特殊詐欺に対す

が求められるのだと思います。他の役員の皆様と協

る注意喚起、民法の成年年齢の引き下げに依る悪質

力しながら、知恵を出し合い、少しでもお役に立て

商法への消費者教育を徹底したいと思って居りま

たらと思っております。

す。会員の皆様宜しくお願い致します。

事務局長

田中

どうぞ宜しくお願いいたします。

一夫

令和 4 年度通常総会において、事務局長に任命され
ました。現在、会員の減少、高齢化等課題が山積みして
おります。協会組織の在り方の検討及び「出前講座」の
積極的な PR を実施し、会員一丸となり、意欲的に新
しいアイデアを提案し、協力体制を推進していきたい
と思います。皆様方のご協力をいただき事業を進めて
いきたいと考えております。

交流部長

高田

義光

調査部長

沼田

秀実（再）

啓発部長

九本

孝子（再）

今年度交流部長になりましたが

引き続き部長を務めさせていた

この度再任いただき、啓発部長

初めての役員及び交流部ですから

だくことになりました。調査活動

を務めさせていただく運びとなり

特に交流部、会員のみなさまの協

の対象を選定しながら、賢い消費

ました。引き続き「くらしのサロ

力なしでは何もできません。今年

行動で安心安全で豊かな生活と、

ン」や「啓発グッズ」を通し、消費

度は室内飲食を伴う事業等の実施

よりよい環境につながるよう活動

者啓発活動を行っていきたいと考

を予定しておりますが、今後の新

を行ってまいります。ご協力よろ

えております。今年度も多くの皆

型コロナウイルスの感染拡大状況

しくお願いいたします。

様のご参加、ご協力をよろしくお

次第です。

【事業予定】

願いいたします。

【事業予定】

・町内主要店舗における灯油・ガソ

【事業予定】

・パークゴルフ大会 9 月上旬

リン・LP ガス価格調査（9 月～3 月）

・くらしのサロン２回（秋・冬）

・一泊交流研修

１０月中旬

・町内大手スーパーにおける

・啓発グッズの作成

・新年会

1 月～２月

・そば打ち体験講習

2月

野菜の原産地表示等調査
・視察見学

≪第一回役員会≫ 5 月 27 日（金）13：30 より共栄コミセン大集会室
にて今年度の事業計画等について協議しました。

・研修会参加・学習会開催

消費生活の窓
5 月は消費者月間☆コミセンロビーでパネル展を開催中です
5 月の消費者月間に合わせ、共栄コミセンロビーで消費生活関
連のパネル展を開催しています。今年の消費者月間のテーマは
「18 歳から大人に」。6 月以降も新たに作成したパネル類を
月替わりで展示する予定です。是非ご覧ください。

消費者月間街頭啓発は、帯広署の協力を受け
５月 30 日(月)に実施する予定です。

消費生活センターの

出前講座
【寸劇】契約の
成立はいつ？

① ４月 4 日(月) 万年高倉鎮錬老人クラブ

参加 33 名

② 4 月 19 日(火) 駒場老人クラブ万年青会

参加 9 名

③ 5 月 7 日(土) 中央福寿会

参加 8 名

中央福寿会（総合福祉センター）

高齢者大学院

高齢者大学
万年高倉鎮錬老人クラブ （観月苑）

駒場老人クラブ万年青会 （駒場老人憩の家）

☆ 消費生活センター・受付件数（５月２８日現在）☆

☺４月 １４件

☺５月 １７件

令和４年度累計 ３１件

あけびは今号で

号です

当協会の会報誌「あけび」は昭和 50
年代に産声を上げ、今号で 250 号とな
ります。あけびは北海道ではあまりな
じみがありませんが、山野に生え、茎は
つるになって、他の樹木などに絡みつ
いて生長するアケビ科の蔓性落葉低木
です。会員一人ひとりがツルのように
手を取り、協力し合い、消費者としての
知識を身につけ、愛される会報誌にな
ることを願って命名されたとのこと
です。
今後も末永く可愛
がってくださいね♪

音更町消費者被害防止ネットワーク幹事会開催
5 月 27 日（金）役員会終了後、共栄コミセン大集会室にお
いて同ネットワーク幹事会を開催しました。当協会からは三役
が出席。コロナ禍にあって、合同での活動が出来ない状況で、
昨年 7 月の幹事会以来の顔合わせとなりました。辻会長の挨
拶のあと、自己紹介や各団体の近況報告等をおこない、協議事
項について話し合いました。
「街頭キャンペーン」については秋口に規模を縮小して実施
する方向で、また「音更町消費者の集い」は次年度の協会 50
周年に合わせておこなうということで意見がまとまりました。
その後、還付金詐欺や劇場型詐
欺、詐欺サイト、若年者のゲーム
課金等について情報交換しました。
今後も各団体の守備範囲を生かし
た有益な情報共有をおこなってい
くことを確認し、終了しました。

事務局からお知らせ

第４５回十勝消費者大会（開催概要）
日
会

時
場

主
内

管
容

７月２９日（金）１０時開始 １２時３０分終了予定
中札内村文化創造センター ハーモニーホール
（中札内村東４条南６丁目１番地３ ☎０１５５－６７－２９２９）
中札内消費者協会
開会式
講演会（帯広畜産大学学長補佐 井上 昇 氏）
アトラクション（中札内村無形文化財 石見神楽保存会）
大会宣言
閉会
＊詳細が決まりましたら、改めてご案内します。

令和４年度消費生活リーダー養成講座（第５９期）の受講案内が来ています。
希望される方は事務所までご連絡下さい。

６７－５５４１

〈新入会員のご紹介〉
阿部 秀一 氏
背戸田 美和氏
横田 實 氏

令和４年度会費をお早めに
納入下さいますようお願いいたします

