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るには〜高齢者の交通安全・

分の命と自分たちの地域を守

きつばた﹂で︑出前講座﹁自

いる認知症カフェ﹁カフェか

毎月第２・４㈭に開催して

防犯講座﹂
を開催！

前講座﹁高齢者の交通安全・

◇
﹁カフェ かきつばた﹂で出

☎０４７５
︵７２︶
９８０６

□
申・ ︵社福︶翡翠会法人事
務局︵平日 時〜 時︶

ドリンク １００円

デザート ２００円

定食メニュー ５００円

▼料金＝日替わりランチほか

▼ 参加費＝無料︵事前申込制︶

関する合同研究を︑かずさＤ

当団体は︑ハマボウフウに

ウフウで検索してください︒

すく掲載していますので︑ぜ

ージで︑活動内容をわかりや

います︒特産品化のホームペ

化プロジェクトの活動をして

を目指すハマボウフウ特産品

栽培して大網白里市の特産品

海浜植物のハマボウフウを

緒に作ってみませんか︒

い︒
新たな特産品を私たちと一

のある方は︑
ぜひご連絡くださ

加工品開発に関してもご興味

力いただける方を募集中です︒

ある方︑
栽培畑での作業にご協

のハマボウフウ栽培に関心が

☎０４７５
︵７２︶
８２７８

務局︵まちサポ︶

10
17

「息子さんの収入は関係ない。来年ま

一定の要件を満たせばクーリング・

者から電話があり、訪問を了承した。

認しましょう。

でに結婚できるようにする」と説明さ

オフや中途解約が出来る場合があり

万円を支払った。しかし、何度催促して

の自治体の消費生活センター等にご

れ、業者が提供する親の会の入会金５
も相手を紹介してもらえない。説明と
違うので解約したい。
（70歳代女性）
◇ひとこと助言

親に対して電話や家庭への訪問を

行い、親心に付け込んで契約をさせる
結婚相手紹介サービス業者とトラブル
になるケースがあります。中には「子の
未婚は親の責任」と不安をあおり、契
約を迫るケースもみられます。

子どもを心配する親心に付け込み、

「絶対結婚できる」などと断言するよう
な業者には十分注意しましょう。

結婚について子どもと十分に話し合

検 索

その上で、複数の業 者を比較 検 討

し、サービスの内容等を契約書等で確

うことが大切です。

ます。疑問や不安を感じたら、お住まい

相談ください（消費者ホットライン１８
８）。

〈参 考〉国民生活センター見守り新鮮
情報第２９５号

※クーリング・オフについては10月号

の「こちら消費生活センターです！」
をご覧ください。

◇市消費生活センター

▶相談日時＝祝日を除く㈪・㈫・㈬・㈮
10時〜12時、13時〜16時

▶会場＝中央公民館１階相談室

▶相談電話＝０４７５
（７０）
０３４４
地域づくり課市民協働推進班

☎０４７５
（７０）
０３４２

物ハマボウフウの保護・再

※３日・23日は、大網白里市図書室のみ開室しています

自宅に「結婚適齢期のお子さんはい

ませんか」と結婚相手紹介サービス業

います︒

街資源再興プロジェクト事

生活動も行っています︒

３日
（土・文化の日）
・５日㈪・12日㈪・19日㈪・
23日
（金・勤労感謝の日）
・26日㈪・30日
（金・室内整理日）

焦る
「親心」に付け込む結婚相手
紹介サービス業者に注意

◇街資源再興プロジェクト会

市内在住の方で食材として

当
※団体は白里海岸での環境

の整備と︑自生する海浜植

▲特産品化
ホームページ

No.66

員急募！

ひご覧ください︒大網ハマボ

ふるさと美術展に出品しませんか

◇メールマガジン﹁大網白里

12

防犯編〜﹂を開催します︒安

14

ＮＡ研究所と行っています︒

11

ニコニコ通信﹂
を始めました

▼申込方法＝生涯学習課で配

24 31

全対策課職員が︑最近の犯罪

平成 年３月に市美術会主

また︑県内の大学︑県外の大

付する応募書類に記入の上︑

市のいろいろな情報を毎月

１日と 日に配信しています︒ 学との情報交換も盛んに行っ

催の
﹁第 回ふるさと美術展﹂

や交通事故の発生状況の情報︑

﹁振り込め詐欺﹂などの犯罪

ています︒今後の展開にもご

☎０４７５
︵７０︶
０３８０

◎ミニ講座「フレーベルの星をつくりま
せんか」
「フレーベルの星」は、ドイツではお馴
染 みの星 飾りです 。
クリスマスツリーに
飾ったり、机の上に置
いても素敵ですよ。
▶日時＝11月23日（金・祝）10時30分〜
11時30分
▶会場＝大網白里市図書室会議室
▶募集人数＝先着15人（当日受付）
▶対象＝小学校５年生以上
▶参加費＝無料
◎今月の展示棚（11〜12月）
『いわさきちひろ 生誕１００年』
幼い子どもの絵が印象的な画家いわ
さきちひろ。絵本作家としても多くの作
品を生み出しました。生誕１００年を記
念し、いわさきちひろの作品や関連資料
を展示します。どうぞご覧ください。

大網白里市図書室

15

こちらは消費生活センターです！

だより

申・ 大網白里市図書室 ☎０４７５（７２）８３８３
□

19

ぜひご登録ください︒また︑

25

被害や交通事故に遭わないた

12

申し込み

11

が開催されます︒ぜひ作品を

の動画をＹｏｕＴｕｂｅにア

特に︑夫・パートナーから

ップしていますので︑ご覧く

暴力は︑性別や加害者︑被

の暴力︑性犯罪︑ストーカー

月 日㈪〜 日㈰は﹁女性に
対する暴力をなくす運動﹂期間

だける協力店を募集していま

害者の間柄を問わず︑決して

を食材として取り扱っていた

す︒ご協力いただけるお店の

クシャル・ハラスメントなど︑

女性に対する暴力は︑女性の

図書室休室日

人権を著しく侵害するものです︒

◎図書室の開室
秋の読書週間にちなみ、大網白里市
図書室のみ、祝日の開室を行います。
▶開室日時＝11月３日（土・祝）、23日（金・祝）
９時〜17時
※中部分室・白里分室は休室。
◎おはなし会
▶日時＝毎週㈯14時30分〜
▶会場＝大網白里市図書室会議室
◎中部分室おはなし会
▶日時＝毎週㈬15時30分〜
◎白里分室おはなし会
▶日時＝毎週㈭15時30分〜
◎歴史講座（第３回）
皆さんの参加をお待ちしています（電
話申込可）
。
▶日時＝11月25日㈰14時〜
▶会場＝保健文化センター３階ホール
▶演題（講師）＝「大網元斎藤四郎右衛
門について」
（八角俊氏）

この運動期間をきっかけに︑

図書室

女性に対する暴力について考

え︑暴力のない社会をつくっ

ていきましょう︒

暴力︵ＤＶ︶に悩んでいる

方の電話相談を受け付けてい

ます︒

▼県女性サポートセンター電

話相談︵毎日 時間受付︶

☎０４３
︵２０６︶
８００２

詳細は問い合わせください︒

地域づくり課市民協働推進班

☎０４７５
︵７０︶
０３４２

24

許されるものではありません︒ 行為︑売買春︑人身取引︑セ

ジェットスキー（水上バイク）で技術を競う世界大会
「FREERIDE MOTO SURF 99」
が白里海岸で開催さ
れます。
アメリカ、
フランスなど海外から選手が参加し、
技術を
競い合います。
普段あまり見ることのできない迫力あるジェットス
キーを間近で見る絶好の機会です。
ぜひ、
お越しください。
7時30分〜、
▶日時＝11月２日㈮10時〜、
３日
（土・祝）
４日㈰8時30分〜
▶会場＝白里海岸
（旧四天木海水浴場）
▶主催＝ＮＣ電源開発株式会社
※お車でお越しの方は、
白里海岸駐車場をご利用ください。
商工観光課振興班 ☎０４７５
（７０）
０３５６

ＰＲ動画を︑無料で作成して

ジェットスキー世界大会を
白里海岸で開催！

期待ください︒

地域づくり課市民協働推進班 ☎０４７５
（７０）
０３４２

情報の掲載を希望する方はま

大網白里ひまわりねっと事務局 ☎０４７５
（７２）
８２７８

めのコツをお話します︒

▼対象＝市民または市にゆか

☎０４７５
︵３４︶
９３５５

してみましょう。

▼申込期間＝ 月 日㈬〜

りのある方

生涯学習課生涯学習班

とができます。
「これはパワハラかな」
と思ったら検索し、
周りの人に相談

品は開催期間中︑展示されます︒ 月 日㈬

料理︵天ぷら︑自家製ゆず味

▼部門＝絵画︑彫刻︑工芸︑

には、
厚生労働省の「明るい職場応援団」
というサイトでチェックするこ

出品してみませんか︒ 入選作

噌和え︑パスタ︑生春巻き︑

書道

自分が受けているのが指導なのかパワハラなのか判断がつかない時

現在︑市内の飲食店４店舗

ン・まちサポ

アヒージョなど︶の提供にご

職場環境を悪化させる行為』
となっています。

□
申・ 市美術会／小黒

☎０４７５
︵７２︶
８２７８

協力いただいています︒お店

背景とし業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は

にて︑ハマボウフウを使った

職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を

ＮＰＯ法人市民ステーショ

11

ちサポまでご連絡ください︒

10

講座終了後︑希望する方に

ます︒地域の皆さんで楽しい

れません。
パワハラの定義は厚生労働省で明確に決められており、
『同じ

22

は美味しいランチをご用意し

ひとときを過ごしませんか︒

必要な指導」
なのか
「パワハラ」
なのか判断できず、
悩むことになるかもし

11

ご来店︑お待ちしています︒

すが、
どこまでがパワハラに当たるのか、
その定義を知らないと
「業務上

▼日時＝ 月 日㈭ 時〜 時

最近ニュースで取り上げられているパワハラ（パワーハラスメント）で

▼場所＝小規模多機能型居宅

ださい︒また︑ハマボウフウ

男女共同参画だより ⑩

介護事業所かきつばた︵南横

▲メールマガジン
登録用QR

川１７２６ ６︶

〜ともに輝く社会を目指して〜

協働 のまちづくり通信

2018.11.1

