うるま市と絆を再確認
友好都市提携５周年記念の舞

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☎624-4111（９時〜16時）へ！

□

解約や問い合わせの方法が複数ありますか？

解約するため事業者に電話をかけても、
常に通話中でつながらず、そのためメール
で連絡すると「電話でのみ解約を受け付け

６［広報もりおか 29.９.１］

ている」と対応してもらえないことも。また、
契約先が海外の事業者のため「意思疎通が
できない」というケースも報告されています。

返品と言えば思い浮かべる人も多い「クーリン
グ・オフ（無条件解約）」。しかしクーリング・
オフは、契約条件を冷静に理解できないまま契約
する可能性がある「訪問販売」や「電話勧誘販
売」などの場合に、一定期間内であれば無条件に
契約を解除できるという制度。インターネットサ

ら
【日時】９月９日㈯10時～16時
困った
よう
し
談
相
【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
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
合 と 市 、県 社 会
市役所
テレビ岩手
福 祉 協 議 会 、市
中の橋
社会福祉協議会、 盛岡城
プラザおでって
跡公園
盛岡バス
岩手弁護士会消
ななっく センター跡地
消費生活センター
費者問題対策委
（肴町分庁舎２階）
杜陵老人
員会、NPO法人
福祉センター
消費者信用
栃内病院
いわて生活者サ
生活協同組合
ポートセンター

告

求されるケースも。その場合、解約などに
ついての説明が広告上に無いことがほと
んどです。

イトやカタログなど、時間をかけて商品を検討し、
確認した上で契約できる通信販売では、クーリン
グ・オフ制度がないので注意が必要です。なお、
通信販売による契約で、返品の条件について広告
に表示・記載が無い場合、商品が届いてから８日
以内は、消費者が送料を負担すれば返品できます。

はかりの検査
～本年度は北部ブロック
事業所や店舗などで取引
や証明に使うはかりは、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。本年度の対象は北部
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。

表

はかりの検査の日程
期日
時間

９/20㈬

10時～12時

13時半～15時半
10時～11時半
９/21㈭
13時半～15時
10時～12時
９/22㈮
13時半～15時
９/25㈪ 10時～15時※
９/26㈫ 10時～15時※
10時～12時
９/27㈬
13時半～15時半
９/29㈮ 10時～15時※
10/２㈪ 10時～15時※
10/３㈫ 10時～15時※
10時～12時
10/４㈬
13時半～15時半
10時～12時
10/５㈭
13時半～15時半
※12時～13時を除く

場所
上米内地区振興センター
（上米内字中居）
市立図書館（高松一）
玉山地区公民館（日戸字鷹高）
薮川地区公民館（薮川字外山）
玉山総合事務所（渋民字泉田）
好摩地区公民館（好摩字野中）
みたけ地区活動センター（みたけ四）
青山地区活動センター（青山三）
緑が丘地区活動センター（黒石野二）
松園地区活動センター（西松園二）
市計量検査所（愛宕町）
桜城小学校（大通三）
城西中学校（城西町）
厨川老人福祉センター（前九年三）
中央公民館（愛宕町）
土淵地区活動センター（前潟四）
上田中学校（上田二）

お

こし

協力隊

コ

第１回

た

ん

ム

格安である初回価格のみを支払って解
約しようとすると「定期購入を条件に安
くしている」と初回分を高額な料金で請

友好都市提携５周年を記念した表敬訪問の様子。
比嘉愛未さん（中央）と島袋市長（右から４人目）

ふ

ラ

□ 定期購入期間でも解約や交換・返品ができますか？

くらしとお金の安心合同相談会

広

説明は注文画面と別のページに表示され
ていたり、小さい文字で書かれている場
合があります。

か

域

トラブルの多い事業者の広告は「お試
し価格○○円」という表示は強調されて
いますが、「定期購入が条件」といった

解約し
た
つなが いのに
らない
！

通信販売には
クーリング・オフ
がありません！

□ 定期購入が条件になっていませんか？

解約条
件なん
書い
て
て
な
かった
のに

インターネットをしているときに
興味のあるサプリメントの広告が表
示され、お試し価格が500円と格安
だったので申し込んだ。２回目は申
し込んでいなかったのに、再び同じ
商品が届いて通常価格を請求された
ため、購入先へ連絡したところ「今
回の契約は３回継続購入が条件とな
っている。解約は４回目以降分から
でないと応じられない」と解約を断
られた。このような条件であれば購
入をしていなかった。サイト内に定
期購入の記載は無かったはず。

商品購入時に注意すべきポイント

スマ
ホ
画
の表示 面では条件
が
付かな 小さくて気
かった
…

事例（30代男性の場合）

ひ

地

～１回限りのつもりで試した商品が、実は「定期購入」が条件だった！？

友好都市である沖縄県うるま市の島袋俊夫市長や同市出
身で友好大使の女優・比嘉愛未さん、琉球歌舞団「紅華風～
KAFU～」らが８月１日、来盛しました。谷藤市長は「中学
生の派遣や特産物の共同開発などの交流を積み重ね、深い
信頼関係が生まれた。今後とも、友好関係がさらに深まって
いくことを期待する」と歓迎。一行は、同日に行われた盛岡
さんさ踊りにも参加。花車に乗った比嘉さんは、沿道の歓声
に笑顔で応え、時折、エイサーの太鼓の音に合わせ楽しそう
に踊っていました。盛岡を舞台にした連続ドラマをきっかけ
に比嘉さんがつないだ絆。これからも交流は続いていきます。

もり探
盛岡をディープに探る

都市部に住んでいた人が地方に移住し、そ
の地の魅力を発信しながら地域の活性化や定
住・定着する人の増加に向けて取り組む地域
おこし協力隊制度。本号から市の地域おこし
協力隊員が、自身の活動状況や地域で発見し
た盛岡の魅力などについて語ります。
【問】企画調整課☎626-7534

見守り つなぐ

民生委員・児童委員
～100年間、このまちとともに～
ＶＯＬ.５
民生委員・児童委員の活動は幅広く、子ど
もへの声掛けから高齢者の見守りまで。今回
は、地域の人たちと協力して行っている居場
所づくりや交流について紹介します。
【問】地域福祉課☎626-7509

広

が まな み

う

こんにちは。５月１日付けで地域おこし
協力隊に着任した石井結莉です！ 生まれ
は盛岡で、進学・就職で東京へ出ました
が、Uターンで戻ってきました。根っから
の植物・お花好きで、園芸系の大学を卒業
後はフラワーデザイナーや植物販売店の店
員として働いていました。すごく充実して
いましたが「もっと自然が身近にある所で
暮らしたい」と思っていたところにタイミ
ングよく同隊員の募集を見つけました。
市の地域おこし協力隊の活動テーマは３
つあり、私のテーマは「盛岡市の魅力を県
外へ発信する」こと。盛岡は街なかにいて
も自然を楽しめるところが魅力の一つだと
思うので、今は川や山などの自然関係のイ
ベント参加や各分野で活躍している人との
交流を中心に、自分の知見を広めつつ人と
のつながりづくりをしています。８月に参
加した川での危険や自然環境を学ぶイベン
トでは、中津川の水質が良いことを知り、
ゆ

り

◎津志田地区「たろっこサロン」
「たろっこ館」の愛称で親しまれている
津志田老人福祉センター（津志田西二）で
年８回行われている「たろっこサロン」。
地域に住む70歳以上で配偶者のいない人
が集まります。７月は七夕飾り作りや歌を
楽しむ会を開催。中には「１年前から飾り
作りを練習していたのよ」とサロンを心待
ちにしている参加者も。保健推進員や同館
の職員らと一緒に、地域の皆さんがいつま
でも生き生きと暮
らせることを目指
し、心地よい交流
の場づくりを進め
ています。

力強く舞う
紅華風の皆さん

通信販売トラブル

しま ぶく とし お

なかなか減らない通販トラブル。市の消費生
活センターにも相談電話が多く寄せられていま
す。トラブルに巻き込まれたら、一人で悩まず
に、同センターへご相談ください。

花車から手を振る
比嘉愛未さん

盛岡の魅力をまた一つ発見。また、盛岡さ
んさ踊りのパレードで踊るのは人生初でし
たが、踊る側からしか見られない景色が広
がっていて、会場に集まった全ての人が一
体となり、みんなそれぞれの思いを持って
楽しんでいるのを感じることができまし
た。うまく言葉にできませんが、鳥肌もの
です！ ぜひ全国の人に知ってもらいたい
です。
盛岡にはまだまだ魅力があるので、１年
目でしっかり吸収して、どんどん発信して
いきます！

中津川での水生生物調
査（右）と盛岡さんさ
踊りに参加する様子

◎城南地区「世代間交流」
山王児童センター（山王町）では年２
回、世代間交流が行われています。７月に
は、城南小に通う小学生と地域の人たち
が、輪投げや小学生が手作りしたけん玉な
ど昔ながらの遊びを一緒に楽しみ、年齢の
垣根を越えて和やかに交流。その他、小学
生が歌や劇を披露するなど毎回趣向を凝ら
して盛り上がります。高齢化や地域のつな
がりの希薄化が進む中、世代を超えた交流
の輪を広げていく
ことは、地域にと
ってとても意義の
ある取り組みとな
っています。

告
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