情報インデックス
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！

ない…

中！

相談が減ら

相談が急増

行政機関を装うはがきに注意！

架空請求メールに慌てないで！
事例「有料動画サイトの未納料金」

「総合消費料金に関する訴訟最終通知書」と記載されたはがき
が届いたという相談が昨年12月から全国で相次いでいます。行
政機関を装い、「購入した代金が未納であるため、訴訟を起こ
す」「財産を差し押さえる」など法律用語を使い、不安をあおっ
ています。

携帯電話にメールやショートメッセージで「有料動画サイト
へ登録（閲覧）履歴があり、未納料金が発生しています。本日
中に連絡がない場合は法的手続きに移行します」という内容が
大手企業名で送信されてきます。

対処法

情報サイトの登録履歴があり未
納料金が発生しています。本日
ご連絡なき場合、法的手続きに
移行します。〇〇〇相談窓口
http://xxx.xxx～

はがきに記載されている連絡先へ電話をかけさせ、住所や氏
名、連絡先などの個人情報を聞き出し「代金が未納で企業から訴
えられています。示談金として10万円をコンビニで支払ってく
ださい」とうその説明をしてくる手口です。連絡せず、はがきは
処分しましょう。
行政機関などから届いた書類などが本物か分からない場合は、
消費生活センターへご相談ください。親族や知人、警察に相談す
るのも方法の１つです。

実際に送られてきたはがき

域
地

ん

ム

た

もり探
盛岡をディープに探る

第７回

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
について語る本コラム。今回は「盛岡の
魅力発見」担当の佐々木寛子隊員です。
【問】企画調整課☎626-7534
ひろ こ

広

●夜間納付相談
市県民 税と固定資 産 税、軽自動車
税、国民健康保険税の納付と、相談の
受け付けを行います。
【日時・場所】３月
６日㈫・８日㈭、17時半～20時は納税
課（市役所別館２階）と健康保険課（同
１階）。毎週木曜、17時15分～19時は
玉山総合事務所税務住民課（渋民字泉
田）
【問】納税課☎613-8462

●リハビリ無料相談会
【日時】３月８日㈭10時～12時【場所】
市立身体障害者福祉センター（若園町）
【申し込み】同センター☎625-1151で
電話受け付け

大手企業を語りメールを送りつけ、慌てて電話をかけてきた
人を巧妙に誘導し、住所や氏名を聞き出し金銭を払わせようと
する手口です。最近ではコンビニなどでプリペイドカードを購
入させ、カードに記載されている番号を伝えさせようとするや
り口も増えています。電話せずに無視をしても何も起こりませ
ん。不安な人は消費生活センターへご相談ください。
プリペイドカードは、その番号を知っ
ていれば、誰でもカードに入っている
金額が引き落とせます。
番号は絶対に教えないよう
にしましょう

【日時・場所】３月14日㈬、10時～11
時半は市立地域福祉センター（手代森
14）、13時半～15時は市立身体障害者
福祉センター（若園町）
【問】地域福祉
センター☎696-5640

●空き家・不動産無料相談会
【日時】３月14日㈬10 時～15時【場
所】全日本 不 動産 協 会 県 本 部（ 八 幡
町）
【内容】空き家の処分・不動産全般
に関する相談【申し込み】同県本部☎
625-5900で電話受け付け

●成年後見相談
【日時】３月14日㈬・28日㈬、13時半～
16時【場所】成年後見センターもりおか
（菜園一）
【費用】無料【申し込み】同
センター☎626-6112で電話受け付け

☆もりおかＰＲ大作戦！

ラ

お

協力隊
こし
コ

告
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こんにちは。協力隊の佐々木です。最近
のＰＲ活動を２つ報告します！
１つ目は、市成人のつどいでのプロモー
ション企画。現在ＳＮＳは若者や旅行者な
どの情報収集の必須アイテムとなっていま
すが、盛岡の人たちによるＳＮＳ上での情
報発信は少ないのが現状です。そこで、首
都圏にいる若者たちも帰省し集うこの機会
に、盛岡の情報をもっと発信してもらえる
きっかけにしようと、フォトスポットやグ
ッズ（右の写真参照）を作成。この取り組
みは、全国紙の新聞にも取り上げられたん
ですよ！
２つ目は、１月に東京で開かれた「岩

談

●補聴器無料相談会

対処法

こんなはがき
が届いたので
すが…

確認しますので住所、
氏名、電話番号を教え
てください！

電話したら駄目！

登録した覚えは
ないけど…

事例「総合消費料金に関する訴訟最終通知書」

相

手わかすフェス」内のイ
ベントにゲストとして参
加し、自分のUターン体
験を話してきたこと。このイベント
は、首都圏に住む岩手にゆかりのある
人などが集まって、東京から岩手を沸
かそうと開催されたものです。東京より
お金をかけずに充実した生活できること
など、実際に盛岡で暮らして良かったこ
とを参加者に伝えられました！ 県外
のこのようなイベントに参加して盛岡を
ＰＲする機会が増えてきているので、これ
からも盛岡で生活する良さを伝え、全国に
ＰＲしていきたいと思っています！

催

し

●ビハインド・ザ・ガーデンⅡ
【日時】３月10日㈯まで、９時～21時
※３月４日㈰は17時、10日は15時まで
【場所】中央公民館（愛宕町）
【内容】
市民企画による、県出身・在住の現代
美術作家の作品展【費用】無料【問】同
館☎654-5366【広報ＩＤ】1021931

●先人記念館へ行こう
先人記念館（本宮字蛇屋敷）で次の
イベントを開催します。いずれも入館料
が必要。当日会場へどうぞ。
【問】同館
☎659-3338
■盛岡の商家とひな人形
広

【日時】４月15日㈰まで、９時～17時
【内容】市内の商家から寄贈されたひ
な人形や商家にまつわる資料などを展
示【広報ＩＤ】1022026
■春の訪れコンサート
【日時】３月16日㈮13時 半～15時 半
【出演】岩手大ギターアンサンブル・マ
ンドリンクラブ【広報ＩＤ】1022080

●企画展「文人たちから見た啄木」
【日時】６月11日㈪まで、９時～18時【場
所】盛岡てがみ館（中ノ橋通一）
【内容】
啄木と文人たちとの交流の様子などを
紹介【費用】入館料が必要【問】同館☎
604-3302【広報ＩＤ】1022027▶ギャ
ラリートーク【日時】３月23日㈮・５月26
日㈯、14時～15時。当日、会場へどうぞ

●ちゅらしま大沖縄展
沖縄の特産品販売やうるま市との友
好都市５周年記念パネル展、民謡ライ
ブなどを開催します。
【日時】３月１日㈭
～７日㈬、10時～19時※７日は17時まで
【場所・問】カワトク（菜園一）☎6511111【広報ＩＤ】1022042

●都南図書館へ行こう
都南図書館（永井24）で次のイベント
を開催します。費用は無料。当日、会場
へどうぞ。
【問】同図書館☎637-3636
【広報ＩＤ】1000831
■３．11東日本大震災資料展
【日時】3月3日㈯～11日㈰、
９時～18時
※土・日曜は17時まで【内容】震災に関連
した図書や被災・復興状況の写真を展示
■防災を考える本棚と小・中学生の防
火ポスター展
【日時】３月14日㈬～20日㈫、９時～
18時※土・日曜は17時まで

●Ｕ・Ｉターンフェア in 秋葉原
【日時】３月４日㈰11時～16時【場所】
秋葉原ＵＤＸ GALLRY（東京都千代
田区）
【内容】岩手県内に就職場所が
ある企業との面談や就職相談など【対
象】岩手へＵ・Ｉターン就職を希望する
社会人や就職活動中の学生など【問】
ふるさといわて定住財団☎653-8976
【広報ＩＤ】1016422
ギ

ャ

ラ
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●原敬記念館新収蔵資料展
【日時】３月10日㈯～５月６日㈰、９時
～17時【場所】原敬記念館（本宮四）
【内容】29年度の新収蔵資料の展示と
30年度企画展のプレ展示【費用】入館
料が必要【問】同館☎636-1192【広報
ＩＤ】1022079▶ギャラリートーク【日
時】４月15日㈰・５月６日㈰、13時半～

14時15分【費用】入館料が必要【定員】
先着各20人程度

●もりおか歴史文化館へ行こう
もりおか歴史文化館（内丸）で表１
のとおりイベントを開催します。定員が
あるイベントは先着順に受け付けます。
【問】同館☎681-2100
■歴文館サポーターズ募集説明会
【日時】３月14日㈬・16日㈮・18日㈰、
14時～15時【内容】７月から活動する同
館サポーターズ「ふたば」の会員募集に
ついて説明。詳しくは、同館ホームページ
をご覧ください【対象】16歳～81歳未満

●子ども科学館で遊ぼう
子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で表
２のとおりイベントを開催します。
【問】
同館☎634-1171

●月釜茶会
【日時】３月11日㈰９時半～15時【場
表１

おもて せ ん

所】中央公民館（愛宕町）
【内容】表千
家同門会と江戸千家不白会による茶会
【費用】900円【問】同館☎654-5366
け どうもんかい

え

ど せん け

●パイプオルガンミニコンサート
【日時】３月11日㈰14時40分～15時半
【場所】マリオス４階アトリウム（盛岡
駅西通二）
【内容】オルガン演奏講座受
講生らによる小型のパイプオルガン２台
を使った演奏会【費用】無料【問】市民
文化ホール☎621-5100

●もりおか就職ガイダンス
約100社の企業と盛岡広域市町が就
職希望者向けに情報の提供を行います。
【日時】３月15日㈭13時～16時【場所】
ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイン
グ（盛岡駅前北通）
【対象】31年３月卒
業予定の学生と３年以内
の既卒者【問】経済企画
課☎613-8298【広報Ｉ
Ｄ】1021573

もりおか歴史文化館の各種イベント
イベント名
日時など
季節展「鉈屋町からおひ ３/19㈪まで
な様がやってきた！」
９時～18時
３/１㈭～31㈯
特別展「盛岡さんさ踊り
９時～18時
～40年をふりかえる～」
※入場は17時半まで
ギャラリートーク

盛岡弁で語る昔話
テーマ展「桃と菖蒲」
ギャラリートーク

表２

内容（費用）
鉈屋町の愛らしく華やかな吊る
しびなを展示（無料）
盛岡さんさ踊り40年をポスタ
ーや写真で振り返る
（無料）
①盛岡さんさ踊り清流の古川昭
①３/11㈰
夫さんと畑中美耶子館長②初代
11時～12時
ミスさんさ踊りの佐々木秀子さ
②３/18㈰
んとミスさんさ・太鼓連の皆さ
13時半～14時半
ん、館長が展示解説（無料）
ナレーターの小野寺瑞穂さんが
３/17㈯
盛岡弁で昔話を語る
14時～14時半
（展示室入場料が必要）
５/19㈪まで
上巳の節供や端午の節句につい
９時～18時※展示室 ての資料を展示
入場は17時半まで
（展示室入場料が必要）
３/３㈯
学芸員が展示解説
13時半～14時
（展示室入場料が必要）

子ども科学館の各種イベント
イベント名など

ふ はくかい

日時

内容（費用）

定員
なし
なし

各
20人

50人
なし
20人

定員
※対象

キッチンにある物での科学手
３月の日曜・祝日
品（無料。展示室入場料が必
なし
13時～13時20分
要）
３月の日曜・祝日 結晶ができる様子の観察と松
各回
結晶さくら
10時半～12時と ぼっくりに結晶をつけた桜の
30人
14時～15時半 木の工作（各回200円）
３/17㈯
アロマを使ったせっけんを作 24人※高
アロマソープ作り※
14時～15時
る（1200円）
校生以上
星音
「愛をテーマにした歌」を聞
３/21㈬・24㈯・
～愛の歌リクエスト特集～
きながら、星空とメッセージ
各回
25㈰
★当日９時から受け付けでチ
をお届け（各回４歳～中学生 160人
16時半～17時
ケットを販売
200円、高校生以上500円）
４/１㈰
空気を押し出して飛ばすロケ
各回
エアーロケット
10時半～12時と ットを作り、空気の力を知る
30人
14時～15時半 （各回100円）
シャボン玉を使ったサイエン
４/１㈰
シャボン玉であそびまショー
スショー（無料。展示室入場
なし
13時～13時15分
料が必要）
※は３/７㈬～17㈯に電話または直接申し込みが必要

科学でキッチンマジック！

告
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