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消費生活センターは、消費者契約のトラブルや借金などに関す
る相談を受け付けている市の機関です。早めの相談が良い解決を
もたらします。相談は無料。秘密は厳守します。気軽に利用して
ください。
【主な相談内容】
○借金に関する相談　○悪質商法などによる契約トラブル
○保険や金融、利殖商品などのトラブル
○インターネット取引や通信サービスなどのトラブル
○製品や食の安全に関する相談
【来所相談】市役所肴町分庁舎２階
【電話相談】もりおか広域消費者110番☎624-4111
【受付日時】月～金曜（祝日と年末年始を除く）、９時～16時
【対象】盛岡広域８市町に住んでいる人
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地図 消費生活センターと消費者信用生活協同組合の場所

お役に立ちます
消費生活センター

【日時】７月８日㈯・９月９日㈯・12月９日㈯・
            来年３月３日㈯、10時～16時
【場所】消費者信用生活協同組合
　　　　（南大通一、ＣＦＣビル２階）
【内容】借金や生活費不足、貸付制度など日常
生活のお金の悩みの相談について、弁護士や専
門の相談員が応じます。秘密は厳守します
【費用】無料　
【申し込み】同協同組合☎653-0001に電話予約
【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

家庭菜園の作物や自分で採ってきた山菜など、自家消費する食品
の放射性物質を測定しています。費用は無料です。申し込み方法な
ど詳しくは、消費生活センター放射性物質測定準備室☎603-8014
までお問い合わせください。
【受付日時】月～金曜（祝日と年末年始を除く）、９時～16時
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表 出前！消費者講座の内容
講座名 所要時間 講座の内容 主な対象

悪質商法に
負けないために 30～90分 悪質商法の事例をたっぷり紹介。

撃退法や対処法などを詳しく解説
一般

お金にきちんとした
子どもを育てるために 60分～

お金という「道具」をきちんと扱
える大人にするために、お金のし
つけの仕方を学びます

クーリングオフ講座 45～90分
消費者の味方、クーリングオフ。
契約トラブルなどの事例から安心
な取引のポイントを考えます

中学２年生
～シニア

よ～く考えよう！
お金の話 45～90分

お金の落とし穴など、子どものと
きから正しい金銭感覚を養うため
の講座

小学４年生
～新社会人

悪質商法に
負けないために 45～90分

スマートフォンのトラブルや、青
少年が陥りやすい悪質商法被害の
事例をたっぷり紹介。対処法など
を分かりやすくお話しします

中学２年生
～

新社会人

カード社会を
快適に暮らす！ 45～90分

クレジットカード申し込み体験に
トライ。利便性と落とし穴、電子
マネーの特性を学び、カード社会
を生き抜く力を養います

ネット社会を
快適に暮らす！ 45～90分

スマートフォンやインターネット
でのトラブル事例を紹介。保護者
や教職員などの研修にもどうぞ

ズバリ！私のどこが
いけなかったの？ 45～90分

若者が陥りやすい借金問題や、お
金との付き合い方などについてビ
デオ教材で学びます

みんなで
脳元気教室 70～90分

認知症を正しく理解して悪質商法
などの被害を予防しましょう。脳
が元気になる運動も紹介します

シニア
財布と体の健康教室 70～90分

健康食品をネタにした悪質商法の
手口から薬との付き合い方まで、
意外に知らないポイントをお知ら
せ。県薬剤師会と共催
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悪質商法の被害を防止するため、「出前！消費者講座」を表のと
おり随時開催しています。近年、悪質商法は巧妙化し増加していま
す。また、インターネットやスマートフォンなどの普及により、児
童生徒が被害に遭う事例も発生。悪質商法などに関する知識や対応
策をあらかじめ知っていれば、被害に遭わずに済む事例も多くあり
ます。
【費用】講師の派遣は無料※会場の使用料などは申込団体の負担
【申し込み】日時と場所、受講したい講座を決めて、消費生活セン
ター☎604-3301へ電話かファクス624-4123でお申し込みください

出前！消費者講座で
トラブル防止 餅まきで落成を

祝う住民ら

憩いの場として誰でも利用できるオープンスペースや、100
人収容可能なホールのほか、調理室や工芸室を備え、高齢者
にもやさしいエレベーターが設置されています

真新しいホールで開かれた祝賀会を
演奏で盛り上げた見前南中吹奏楽部

盛岡市見前南地区公民館（西見前13）が４月１日開館し、
記念式典と祝賀会が開かれました。式典に先立ち行われた
餅まきには、たくさんの地域住民や、隣接する児童センタ
ーを利用する子どもらが参加し、新たな交流拠点の誕生を
祝いました。

谷藤市長は「コミュニティーの活動や交流がより活発に
なることを期待する」とあいさつ。同館落成祝賀協賛会の
柿木和

か ず

夫
お

会長は「地域の力が、この公民館をシンボルとし
てさらに強く結集し、より大きくなってほしい」と地域の
つながりが深まることを願いました。

地域活動や交流盛んに
待望の見前南地区公民館完成

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！

始まりは「盛岡川まつり」
シリーズ「盛岡さんさ踊り・40年を振り返る」①　 　盛岡の夏といえば「盛岡さんさ踊り」。今年は開催40回目の記念の年を迎え

ます。そこで、本号から８月までの４回シリーズで盛岡さんさ踊りの歴史を振り
返ります。【問】観光交流課☎613-8391

さんさ公式マスコット
「さっこちゃん」

祭りへと発展していきます。
　そして昭和53年８月２日と３日の２
日間、市役所前から映画館通り交差点ま
での中央通りに会場を移して「第１回盛
岡夏まつり・さんさ踊り」が開催され
ました。参加者は約1500人、観客は約
15万人。その後、多くの関係者や地域
の人たちの尽力により、今や参加者約
３万５千人、観客126万人を誇る祭りへ
と成長していきました。

　昭和53年に始まった現在の盛岡さん
さ踊りには、前史といわれる期間があり
ます。それは「盛岡川まつり」と呼ば
れ、昭和46年から７回にわたって開催
されました。「水の都・盛岡市」に根差
すにふさわしい祭りを―と始まったこ
の祭りでは、北上川や中津川を主な会場
とし、美しさを競って作られた飾り舟に
よる水上カーニバルや花火の打ち上げな
どが行われました。
　始めは「見る」だけの祭りだった盛岡
川まつりですが、第４回からは「参加す
る」祭りへと方針転換。第７回ではさん
さ踊りを中心とした、誰でも参加できる

◀水上に飾り舟を浮か
べ、花火の打ち上げ

▲輪になって踊りを楽しむ市民

　  見守り つなぐ
民生委員・児童委員

■民生委員の歴史
　大正６年５月12日、岡山県で民生委員制度の原点
である「済

さ い

世
せ い

顧問制度」が定められたことに由来しま
す。国の社会保障制度が乏しかったため、制度の発足
当初は生活困窮者への援護が活動の中心でした。
■民生委員・児童委員とは・・・
　厚生労働大臣と盛岡市長が委嘱する特別職の地方公
務員です。子育てや介護などの相談を受けて、専門機
関を紹介したり、一人暮らしの高齢者宅を訪問したり
するなどの見守り活動を行っています。全国で約23
万人、盛岡市では591人が活動しています。
　守秘義務が課せられており、相談内
容の秘密は厳守します。活動に必要な
経費は支給されますが、それ以外は無
給のボランティアによる活動です。

ＶＯＬ.１
～100年間、このまちとともに～

　民生委員100周年
　　　のマーク

盛岡市民生児童委員連絡
協議会の米田ハツエ会長

【日時】５月23日㈫13時～15時半
【場所】市民文化ホール
　　　　（盛岡駅西通二）
【内容】全国民生委員児童委員連合会
の堀江正
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前会長が「民生委員活動
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』で」と題して講演
【定員】200人
【申し込み】５月１日㈪から、市民
生児童委員連絡協議会事務局☎651-
1000で先着順に電話受け付け。ファ
クス622-4999でも受け付けます

　民生委員制度創設100周年
                          記念講演会

　今年、民生委員制度は創設100年、また
児童委員制度も70年の大きな節目を迎え
ます。日ごろから地域住民の見守り役・相
談役として活動している民生委員で
すが、その役割を知られていない
部分も。本号からシリーズで、
その役割や活動内容などを紹
介します。【問】地域
福祉課☎626-7509


