
平成30年5月10日　臨時号

  　帯広消費者協会機関紙「おびひろ消協だより」

5,815.00 4,798.33 7,179.94 9,471.00 7,780.74前　月 1,711.87 2,891.00 2,281.72 4,360.33

5,815.00 4,796.17 7,162.66 9,471.00 7,776.42今　月 1,710.14 2,891.00 2,281.29 4,351.69

プロパンガス（メーター買い）５店

１㎥当たり ５㎥当たり １０㎥当たり

最低 最高 平均 最低 最高 平均 最低 最高 平均

今　月 87.00 95.00 89.85 今　月

前　月 87.00 95.00 89.85 前　月

おびひろ消協だより「ささやき」

灯油（１㍑当たり）９店 ガソリン(１㍑当たり)９店

最低 最高 平均 最低 最高

5 月 は 消 費

143.56

者 月 間

平均

141.44139.00 147.00

141.00 147.00

臨時号

平成30年5月10日発行

一般社団法人帯広消費者協会
とかちプラザ１F（西4南13）

TEL ２２－７１６１（直通）

TEL ２２－８３９３（相談）

Fax ６６－５９６５

E-mail osk-1@atlas.plala.or.jp

URL http://obihiro-sk.main.jp/

購入日

平成30年4月中旬～

5月2日まで

【街頭啓発】

帯広市内3か所にて街頭啓発を行います。

日時：５月30日（水）12:00～13:00

場所：藤丸デパート前広場

とかちプラザ周辺交差点2か所

【移動パネル展示】

最近の消費者トラブルに関する啓発パ

ネルの展示を行います。

日程：5月15日（火）～ 18日（金）

場所：帯広市役所１階 市民ホール

平成30年度定時総会のご案内

平成30年度の定時総会を開催致します。詳細につきましては、同封の総会案内をご覧下さい。

● 日時：平成30年5月25日（金）13：30～ ※演奏会は13:20より開催します。

● 場所：とかちプラザ2階 視聴覚室

平成30年度 消費者月間統一テーマ

「 ともに築こう 豊かな消費社会 ～誰一人取り残さない～ 」

現在の「消費者基本法」の前身の｢消費者保護基本法」が施行されたのが昭和43年

5月30日で、これを記念して施行20周年にあたる昭和63年から、5月30日を｢消費

者の日」、5月を消費者月間と定めています。
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平成30年5月10日　臨時号

○　動く講座 視察先 ①　男山酒造り資料館（旭川市永山2条7丁目1）

②　旭川デザインセンター（旭川市永山2条10丁目1-35）

③　川村カ子トアイヌ記念館（旭川市北門町11丁目）

○　第55回北海道消費者大会　名寄市民文化センター（名寄市西13条南4丁目）

集合（市役所or帯広百年記念館：調整中）

昼食（バイキング ファイブスター旭川店）

男山酒造り資料館

旭川デザインセンター

川村カ子トアイヌ記念館

終了

ホテルメイツ旭川到着

＊チェックイン後は、自由行動です。

ホテル出発

大会会場到着（名寄市民文化センター）

開会式

基調講演

休憩（昼食：弁当）

パネルディスカッション

大会宣言・閉会式

閉会

会場出発

（旭川市）

帯広到着（市役所or帯広百年記念館：調整中）

  ◆　申込方法・期限　　TEL又はFAXで、6月20日（水）までにお申し込み下さい。

※ キャンセルの受付は、7月31日（火）までとなります。

8月1日以降の場合は、キャンセル料が発生します。ご了承下さい。

20:30

場　所　・　内　容　

  ◆　募集人数　20名

12:00

13:00

14:45

15:00

15:10

月日 時間

8:15

9:45

10:30

※動く講座

※北海道
消費者大会

  ◆　その他不明な点は、事務局までお問合せ下さい。（℡ 0155-22-7161・fax 0155-66-5965）

8:50

13:10

14:30

15:40

16:20

17:00

17:30

9月7日

（金曜日）

9月6日

（木曜日）

11:00

17:00

おびひろ消協だより「ささやき」

  ◆　実施期間　　平成30年9月6日（木）～7日（金）

  ◆　参加費　　1人　10,000円【2昼食代、宿泊費（1泊朝食付）】

  ◆　講座等日程（予定）

平成30年度の動く講座は、名寄市開催の北海道消費者大会の参加と合わせて実施します。

講座では、旭川方面へ赴き、地産地消や環境などについて知識を深めます。

お誘い合わせの上、是非ご参加下さい。

～ 動く講座兼北海道消費者大会参加のお誘い ～
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平成30年5月10日　臨時号 おびひろ消協だより「ささやき」

・　商品テスト依頼品 ：　ほうれん草

・　商品テスト依頼先 ：　北海道立消費生活センター　

・　依頼対象品 ：　ほうれん草４点

　（ 十勝産　2点　・　※ 群馬産　2点 ）

・　商品テスト依頼日 ：　平成３０年２月１日

※　商品テストは、十勝産と本州産で比較しており、市場に出回っていた群馬産で実施して

　います。

　硝酸イオンは、十勝産５０２ｍｇ/１００g 、群馬産２４７mg/１００gで参考値より高い値

であった。十勝産が群馬産よりも約２倍高かった。

　ミネラルでは、十勝産がカリウムとマグネシウムが参考値よりも高く、ナトリウムと鉄

が低い値であった。カルシウム、亜鉛、銅は参考値に近い値であった。

群馬産は、カリウムとマグネシウムが参考値よりも高く、カルシウムが低い値であった。

　ナトリウム、鉄、亜鉛、銅は参考値と近い値であった。

　十勝産のほうれん草が高い数値の結果となりましたが、異常値ではないようです。

日本国内では、ほうれん草の硝酸イオンの基準値はありません。

ほうれん草の硝酸イオンの値には個体のバラツキもあるようです。

ほうれん草の商品テストは平成24年より継続して実施しています。

今後も引き続き、商品テストを実施し、数値を注視していきたいと考えています。

硝酸イオンについては、「ゆでる」ことや「漬ける」ことで、野菜に含まれる硝酸イオンを

減らすことができます。

　 【 テストの依頼 】

 【 テストの結果 】

 【 テストの結果を受けて 】

　【 家庭でできる硝酸イオンの減らし方 】

北海道立消費生活センターの商品テスト室に、ほうれん草の硝酸イオンとミ

ネラルについての商品テストを依頼しました。

この商品テストは毎年、調査部が実施しているものです。

結果は、以下のとおりです。
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平成30年5月10日　臨時号 おびひろ消協だより「ささやき」

　協賛団体のご紹介（平成30年4月現在）

Ｑ

Ａ

平成30年3月 相談件数

帯広市消費生活アドバイスセンター

（0155）22-8393室

衣替えをしたので、冬物衣類のクリーニングをお願いしようと思います。

何か注意点はありますか？

クリーニングをしても新品にならないということをまず認識しておきましょう。

① 受付時にクリーニングに出す衣類の状態をチェック。

シミや破損などの状態や付属品（ベルト・ブローチ等）、ポケットの中に何か入ってい

ないかも確認し、デリケートな素材の場合はよくクリーニング店と相談しましょう。

② クリーニングから戻ってきたら、衣類に傷や変色などの異常がないかチェック。

付属品はそろっているか、シミ抜きなど頼んだことができているかも確認しましょう。

もし異常が見つかった場合は、すぐに申出をすることが大切です。

③ 保管する時には、ビニールカバーは外し、不織布や和紙など通気性のよいカバーに取

り換えるようにし、防虫剤や除湿剤などを適切に利用するようにしましょう。

談相

衣替えの季節。クリーニングの注意点

平成29年度 累計件数

１，６４６ 件

クリーニングは生活に密着したサービスである一方、

トラブルも多く発生します。消費者はクリーニングへの

期待も大きい為、解決に時間がかかってしまうケースも

あります。

当協会の目的と活動にご協賛いただいている協賛団体の
方々です。

● 来海有起税理士事務所

● 帯広地方卸売市場株式会社

● 株式会社ズコーシャ

● ALSOK北海道株式会社 帯広支社

● 株式会社帯広ジャパン

● 宮坂建設工業株式会社

● 東洋印刷株式会社

3月

194 件

● クリーニング事故賠償基準（自主基準）では、

消費者が仕上がり品を引き取った日から6か月を

過ぎると賠償はしてもらえません。

もしトラブルにあってしまったら、居住地の

消費者窓口にご相談ください。
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