幸呼ぶ祭、にぎやかに

消費生活情報

太鼓の音が鳴り響いた４日間

消費トラブルに巻き込まれた場合や過払い請求、債務整理の相談は早めに市消費生活センター☎604-3301へ！

点検商法に注意！

他県の業者が日中に高齢者宅を訪問し、無料点検を装って排
水管の高圧洗浄や排水設備工事などを契約させるという事例が、
６月から市内各所で発生しています。工事内容に少しでも疑問
があるときは、その場で契約せずに相談してください。

【問】・工事内容や指定下水道工事店について
市上下水道局給排水課☎623-1411
・契約やクーリングオフについて
市消費生活センター☎624-4111

事

説

２.

は不備がある場合は、特定商取引法の違反

③「工事をしないと下水があふれる」など

また、排水設備工事は市の指定下水道工

④排水設備と無関係の修繕（屋根や外壁な

となります。

事店でなければ行うことができません。無
資格の業者がこれらの工事をすることは、
市の下水道条例違反に当たります。

右のような場合は注意しましょう。

３.

対
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地図 消費者信用生活協同組合の場所

広

ど不確かな説明
不安をあおる
ど）も勧める

⑤契約を急がせる

⑥断っても帰らない、再訪問するなど強引

盛岡さんさ踊
りに参加した
選手たち
ⓒIWATE

BIGBULLS

うし の はまたく

牛之濵拓選手
ミッドフィルダー
背番号：６
鹿児島県出身

けんいち

谷村憲一選手
ミッドフィルダー
背番号：10
盛岡市出身

策

■業者から排水設備工事などの訪問勧誘が

■工事内容や代金に不明な点がある、工事

市民伝言板

店か②勧誘員や作業員の身分証明書

場で契約しない。

市民サークルの会員募集や催事情報など

水課まで連絡してください

売」の場合、法定書面の交付を受けた日を

先着順です。掲載方法など詳しくは、広

数の指定下水道工事店から見積もる

（無条件解約）の申し出ができます

■実際に排水設備工事を検討する際には複

が必要か判断できないなどの場合は、その
万が一、契約してしまっても、「訪問販

１日目として８日間はクーリング・オフ

はかりの検査

表 はかりの検査の日程
期日
場所
朝市生産者立売組合（神子田町）
９/20㈫
太田地区活動センター（中太田深持）
～本年度は南部ブロック
９/21㈬ つなぎ地区活動センター（繫字堂ケ沢）
乙部体育館（乙部６）
事業所や店舗などで取引や証明に使 ９/23㈮
中野地区活動センター（東安庭字小森）

うはかりは、２年に１回、定期検査を
受けることが義務付けられています。
本年度の対象は南部ブロック。検査の
日程は表のとおりです。手数料は、は
かりの種類によって250円～3100円
程度。家庭の体重計などは検査の対象
外ですが、希望者には無料で検査し
ます。詳しくは消費生活センター☎
604-3301へどうぞ。

９/26㈪ 大慈寺小学校（大慈寺町）

９/27㈫
９/28㈬
９/29㈭
９/30㈮

都南地区保健センター（津志田14）
本宮地区活動センター
（本宮四）
市中央卸売市場（羽場10）
市立武道館（住吉町）
簗川老人福祉センター（川目10）
10/３㈪
中野小学校（中野二）
10/４㈫ サンライフ盛岡（仙北二）
10/５㈬ 下橋中学校（馬場町）
※12時～13時を除く

を無料で掲載するコーナーです。掲載は
聴広報課へどうぞ。なお、場所などは掲
載時点での予定です。

●チャイルドラインいわて
講座受講者募集
公開講座「いじめ対策最前線～い
じめ問題で大人ができること～」日時
９月10日㈯14時～16時 場所 岩手大（上
田三）費用 無料 電話受け手養成講
座 日時 ９月25日～10月16日、
日曜、全４
回（16講座）、10時～16時15分 場所 市
総合福祉センター（若園町） 内容 子ど
もの気持ちを聴く心構えと技能を学ぶ
費用 学生5000円、
一般１万円 申し込み
養成講座は９月22日㈭まで豊島さん☎
090-9744-4104で受け付け
●岩手地域課題研究交流集会
日時 ９月11日㈰10時～15時半 場所 県
公会堂（内丸）内容 地域活動の実践
報告など 費用 500円※昼食代別途500
円 申し込み ９月５日㈪まで岩手地域総

時間
９時～10時
13時半～15時半
10時～12時
10時～12時
13時半～15時半

10時～15時※

10時～15時※
13時～15時
10時～15時※
10時～15時※
10時～12時
13時半～15時半
10時～15時※
10時～15時※

▼

を確

認。確認できない場合は市上下水道局給排

【日時】９月10日㈯10時～16時
【場所】消費者信用生活協同組合
（南大通一丁目８-７CFCビル２階）
【内容】借金や生活費用不足、貸付制度など日常生活
のお金の悩みを弁護士や専門の相談員が相談に応じま
す。無料。秘密は厳守します
【主催】同協同組合と市、県社会福祉協議会、市社
会福祉協議会、岩手弁護士会消費者問題対策委員会、
NPO法人いわて生活者サポートセンター
【申し込み】同協同組合☎653-0001で電話受け付け

ークがきっかけ

な勧誘

あった場合は①業者が市の指定下水道工事

くらしとお金の安心合同相談会

のり

グルージャの９・10月のホームゲーム
【会場】いわぎんスタジアム（永井８）
節
キックオフ
対戦相手
21 ９月11日㈰13時～ ＦＣ東京U-23
23 ９月25日㈰13時～ 藤枝ＭＹＦＣ
25 10月16日㈰13時～ ＳＣ相模原

第15節から３連勝、第20節では
土壇場で同点ゴールを決めるなど勢いに乗
るグルージャ盛岡。今季の試合も残り３分
の１となりました。ぜひ会場で応援しまし
ょう！

会場で選手に
声援
を送ろう！

②「汚れがひどい」「一部壊れている」な

務付けられている書面を交付しない、また

やす

岩手ビッグブルズのヘッドコーチに今季、上田康
徳さんが就任！ アシスタントコーチとして参加したアジア
U-18選手権で銀メダル獲得に貢献。若いながらも経験豊富
です。チーム一丸となりＢリーグ２部優勝、そしてBリーグ
１部昇格を目指します。2016-2017シーズンのホーム開幕
戦は９月24日㈯・25日㈰。県営体育館（青山二）で福島フ
ァイヤーボンズを迎えての一戦です。新戦力との融合でチー
ムとして強くなっていく姿に期待しましょう！

多くの試合に出られるように頑張
ります。攻撃が得意なので、得点
やアシストなどに絡めるようにプ
レーします。応援よろしくお願い
します！

す。事実と異なる説明をしたり、法律で義

グルージャ盛岡

アビスパ福岡から加入しました。
誰よりも走ってアグレッシブにプ
レーすることを心掛けています。
残りの試合も全力で戦いますの
で、熱い声援お願いします！

①「排水管の無料点検」などのセールスト

SPORTS
Information

応援しよう！

●「近くで工事をしています」と給排水設備業者が訪問。
敷地へ立ち入り作業したいと言うので承諾すると、「つ
まりがあるので、高圧洗浄しませんか？」と勧誘された。
以前から流れにくさを感じていたため依頼すると、終了
後に「この作業では根本的なつまりを解消できない。升
や排水管の交換が必要」と言われ、数十万円の工事を契
約してしまった。（70代 男性）

無料点検のほか、軽微な作業から排水設

備などの大がかりな工事へ誘導する手口で

み

岩手ビッグブルズ

盛岡の
ポーツ
プロス

●排水管清掃を行うという県外の業者が訪問。排水管点
検は無料と言うので応じると、「油汚れがひどい」「つ
まりかけている」などと不安になる言葉を並べられた。
高圧洗浄は１万円とのことで依頼すると、清掃が終わる
ころに業者から、「排水升の一部が壊れている。放置す
ると下水があふれて近隣住民に迷惑をかけることにな
る」と強引に工事を勧誘された。（70代 女性）

解

ゆ う え ん

岩手・盛岡を地元にするプロスポーツチーム、バスケットボールの岩手ビッグブルズとサッカーのグルージャ盛岡。両チームの活躍を随時紹介しています。
【問】スポーツ推進課☎603-8013

▼

例

MORIOKA

各団体が力強くも
華麗な舞を披露。
写真は市公式フェ
イスブックやツイ
ッターでも公開し
ています

１.

排水管の高圧洗浄や排水設備工事など

子どもたちも元気に
パレード。バチさば
きも決まってます

警報
トラブル !
発令中！

第39回盛岡さんさ踊り（同実行委員会主催）が８月１
日から４日まで開催されました。２日は開催が危ぶまれる
程の雨でしたが、パレード出発直前に止み、無事全日開催
となりました。４日間の来場者数は約126万2000人、参
加者は254団体で延べ約３万5000人。各団体の勇壮な太
鼓の音と優艶な笛の音色、華々しい踊りが観客を魅了しま
した。また「来て、観て、魅せられ、加わるさんさ」のキ
ャッチコピーのとおり、熱気に誘われ、最終集団の花車で
は飛び入り参加も多数。真夏の熱い４日間、参加者も観客
も盛岡さんさ踊りで楽しい思い出ができたでしょうか。

合研究所☎624-6715で受け付け
●いちょうの実朗読会
日時 ９月16日㈮13時半～15時 場所 西部公
民館（南青山町）内容 宮沢賢治作品など
の朗読 費用 無料 問 猿橋さん☎684-2019
●琴伝流大正琴
第18回岩手県大会
日時 ９月17日㈯12時～15時半 場所 県
民会館（内丸） 費用 無料 問 県指導者会
の佐々木さん☎687-3525
●多肉植物展示会
日時 ９月18日㈰10時～16時 場所 エス
ポワールいわて（中央通一） 内容 多肉
植物の展示や栽培指導、苗の即売など
費用 無料 問 ＮＰＯ法人日本多肉植物の
会北東北支部の赤石さん☎623-8850
●水色の会作品展示会
日時 ９月30日㈮～10月５日㈬、10時～
17時※５日は16時まで 場所 西部公民館
（南青山町） 内容 水彩画作品の展示
費用 無料 問 柿木さん☎637-5365
●東城百合子さん講演会
日時 10月１日㈯13時～15時半 場所 県
民会館（内丸） 内容 食生活の見直しに
ついての講演 費用 無料 問 自然に学ぶ会
岩手の藤沢さん☎662-2472
さるはし

ゆ

り

こ

●尺八講座
日時 10月５日～11月30日、水曜、全８
回、18時半～20時 場所 山王老人福祉
センター（山王町）費用 2000円（尺
八無料貸与）問 皆川さん☎623-4207
●心と体の健康ヨガサークル
会員募集
日時 主に毎週火曜、19時～20時15
分 場所 北厨川老人福祉センター（厨
川一） 費用 月2000円 問 桜庭さん☎
090-4882-2026
●木彫同好会会員募集
日時 ①毎月第２・４木曜②毎月第
１・３金曜、13時～15時 場所 中央
公民館（愛宕町） 費用 月1500円 問
柴田さん☎090-5843-3712
●ヨガサークル会員募集
日時 主に毎週木曜、13時半～14時45
分 場所 勤労福祉会館（紺屋町）費用 月
2500円 問 塚本さん☎646-6693
●硬式テニス「プレイヤーズ」
会員募集
日時 毎週金曜、13時～15時 場所 ふれ
あいランド岩手（三本柳８） 内容 講
師によるテニス指導 対象 50歳以上
費用 １回500円 問 遠藤さん☎050-

3389-1512
●男の料理教室同好会会員募集
日時 毎月第３土曜、９時半～12時 場所
上田公民館（上田四）費用 月1500円
問 佐々木さん☎090-5354-3578
●アコースティックギター教室
会員募集
日時 毎月第１・３土曜、13時半～15時
半 場所 乙部農業構造改善センター（乙
部 ６） 対象 初 心 者 定員 1 0 人 費用 月
2000円 問 鎌田さん☎663-2645
●イタリア語レッスン参加者募集
日時・対象 毎月第２・４日曜、①初
心者：13時～14時②初級：14時10
分～15時半③中級：15時40分～17
時 場所 アイーナ（盛岡駅西通一）
内容 ローマ出身講師によるレッスン
費用 ①1500円②③3000円※テキス
ト代実費 問 斎藤さん☎635-0083
●岩手猛虎会会員募集
内容 プロ野球シーズン中、月１～２
回、テレビ中継を見ながら阪神タイ
ガースを応援 場所 居ごこち家ボッチ
ャン（大通三） 対象 20歳以上 費用 年
会費2000円。応援会費１回3000円
問 山口さん☎090-2849-7475
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