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「動く講座」に参加して
会員 武嶋 敬子

7月7日は暑くもなく、バス車窓より色づく小麦の穂、白い馬鈴薯の花などを眺

めながら、最初の目的地鹿追町環境保全センターバイオガスプラント到着。

職員さんの説明後、施設見学です。家畜のふん尿・臭い対策事業として始まったと

のこと。関連施設のマンゴーのハウス栽培、チョウザメ飼育、消化液の有効活用の

液肥、そして水素ファームには東京オリンピックで活躍、走行した車がありました。

バイオガスプラントが多岐にわたり使用されている先進的な取り組みを知りました。

昼食後、とかち鹿追ジオパークビジターセンターへ。

地球の太古からの歴史、プロジェクションマッピングの映像や山から川、水流に

よって下流に平地ができる様子を模型で実験できました。

次いで千畳崩れ（然別風穴地帯）にバス移動しましたが、あいにくの霧で見るこ

とはできませんでした。

最後は道の駅おとふけ・なつぞらのふる里です。地元産野菜を買い、代金を自動

支払機操作し、無事支払い完了で買い物できました。

今回の訪問先３ヵ所は初めてのところです。盛り沢山の充実した内容でした。説

明いただいた施設の方々、計画・企画に関わった多くの方々にとても感謝しており

ます。

7月7日(木)、16名が参加して「動く講座」を実施しました。

「環境保全」「地産地消」をテーマに、①鹿追町環境保全センターバイオガスプラント、②瓜幕

バイオガスプラント、③とかち鹿追ジオパーク・ビジターセンター、④千畳崩れ（然別風穴地

帯）、⑤道の駅おとふけなつぞらのふる里を巡りました。

道の駅おとふけ

なつぞら

チョウザメ
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株式会社まるよし 

まるよし安心保険 

帯広市東 12条南 4丁目 1番地 62 
電話 0155-67-7744 
FAX 0155-67-7784 
E-mail info@maruyoshi-h.com 
https://maruyoshi-h.com 

損害保険・生命保険 代理店 

お客様の幸せを 

全力サポート致します！ 

● 当協会に登録頂いている「協賛団体」をご紹介しております。

令和4年度の「くらしのセミナー」は、スマホ決済の利用に向け、初心者向けのスマ

ホ教室を開催します。

第1回目では、今さら聞けないスマホ操作等、基礎を学習します。第2回目では、実

際にスマホを操作して決済が出来るよう学習します。「そろそろスマホ決済デビューし

たい！」と考えている方は、ぜひこの機会にご参加下さい。

令和4年度 「くらしのセミナー」のご案内

場 所 ： とかちプラザ3階 会議室304（帯広市西4南13）

講 師 ： ドコモショップ帯広競馬場通店

定 員 ： 各20名（スマホ持参） ※ 定員になり次第締切

参加費 ： 無料（どちらか一日のみの参加も受付できます）

持ち物 ： スマートフォン

申込先 ： 帯広消費者協会 TEL 22-7161

令和4年

10月28日（金） 14:00～15:30 ① 「スマホに慣れよう！」

11月18日（金） 14:00～15:30 ② 「スマホ決済やってみよう！」
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：　令和4年8月中旬～9月2日まで

：　円(小数点以下銭）

2,292.09 5,050.38

5,610.00

5,610.00

5,311.56 8,420.94

新聞紙エコバッグ・ネコキャップ作成コーナー

展示、その他のコーナー

前　月 1,873.14 2,559.00 2,291.38 5,009.68 9,405.00 8,861.98

5,315.13 8,502.34 9,405.00 8,869.11

前　月 113.00 123.20

今　月 1,881.28 2,553.00

プロパンガス（メーター買い）３店

１㎥当たり ５㎥当たり １０㎥当たり

最低 最高 平均 最低 最高 最高 平均

119.40 前　月

最低 最高 平均

154.00 168.00 158.67

155.00 172.00 160.50

平均 最低

今　月 113.00 123.20 119.40 今　月

最低 最高 平均

講
演
会

令和4年9月　価格の動向
購 入 日

単 位

灯油（１㍑当たり）５店 ガソリン(１㍑当たり)12店

第
51

回

テーマ 「こうしたい暮らし・未来を考える」

＊ 消費生活に関する耳より情報を楽しみながら知ることができる催しです。

日時 令和4年10月1日（土） 10:00～16:00

会場 とかちプラザ 1階 アトリウム、ギャラリー、視聴覚室

主催 第51回みんなの消費生活展実行委員会 （帯広市・一般社団法人帯広消費者協会）

地場産野菜、手

作りみそ、ネコ

キャップの販売

も行います。

地場産野菜がもらえる

スタンプラリー開催！

・ 塩分摂取を減らす料理の工夫

・ 洗濯表示について

・ 介護保険コーナー

・ 成年後見コーナー

・ 帯広消費者協会部活動の紹介

・ 消費者トラブル予防の啓発

・ 脳トレクイズコーナー

・ 古布回収

・ サークル活動の紹介

・ 他

「家族みんなで考える我が家の防災」
講師 Remieux Life 代表 徳本 里栄 氏

※ 事前申し込みが必要です。

申込先：帯広市商業労働課 65-4132

※ 詳細は同封のチラシを

ご覧ください。

開始時間 1回目 10:30～

2回目 13:00～

3回目 14:30～

材料費 新聞紙エコバッグ 100円

ネコキャップ 200円

新聞紙のエコバッグは野菜の保存にとっても便利！

ネコキャップは手縫いで簡単に作ることが出来、料理講習

会でも好評です。
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令和４年度 相談件数 　協賛団体のご紹介（令和4年8月現在）

老人ホームなどの入居権を譲ってと言う電話は詐欺です。

Ａ

Ｑ

帯広市消費生活アドバイスセンター

室談相 (0155)22-8393

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

● 株式会社帯広ジャパン

● 宮坂建設工業株式会社

● 東洋株式会社

● 株式会社オカモトホールディングス

● 株式会社まるよし

令和4年度 累計件数

(4月～8月)

479件

8月

101件

「あなたに、新しくできる高齢者施設の

入所権利が当選しました。」という電話が

あった。「将来はわからないが今は必要な

い」と断ると「一人暮らしで困っている女

性がいる。その人に権利を譲ってくれない

か」と言われたので承諾した。後日、弁護

士を名乗る人から電話があり、「あなたは

入居するつもりがないのに申し込んだ。名

義貸しは犯罪だ」と言われた。「そんなは

ずはない。権利を譲っただけだ」と言った

が「このままだと罪に問われるが、とり合

えず300万円払ってくれれば何とかする。

お金は後で返金される」と言われた。

お金を用意したが、騙されているのではないか。

実在する企業名や、役所の者だと名乗り、「高齢者施設の入居権を譲ってあげてほ

しい」などと持ち掛ける不審な電話がかかってきたと言う相談が寄せられています。

実際にお金を払ってしまったと言う事例も、全道各地で報告されています。

話を聞いてしまうと、さまざまな口実で、複数の人物から金銭を要求されます。

一度払ってしまうと取り戻すことは困難です。話をうのみにせず、絶対にお金を払わ

ないでください。

疑問や不安を感じたときは、帯広市消費生活アドバイスセンターに

ご相談ください。
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