
（敬称略）

◇和歌山県 消費生活センター紀南支所

相談員 黒田 尚男 様をお迎えして

愛須 勝章、後藤 信博、橋本 隆、平野 好史

本田 耕二、片井 貢、木村 壽一、小山 實

畔田 実、前田 吉彦、丸山 博之、森本 修至

大久保 勝也、佐田 一三、坂本 正人、武田 静也

竹村 英一、谷中 順次郎、玉置 和男、上原 俊宏

早稲田 清司、山本 亘、安井 忠雄、吉田 和枝

吉本 正美

◇10月4日弁慶祭り、みんなで盛り上げましょう

泉 房次朗

◇本人誕生日 畑地 誠

◇結婚記念日

◇いつも、愛を注いでくれてありがとう 渡口 眞二

◇お花頂きます 岩崎 泰人

■本日のお客様は和歌山県消費生活センター紀南支所

相談員 黒田 尚男(くろだ たかお)様をお迎え

しています。後ほど宜しくお願い致します。

■持ち回り理事会のご報告を致します。

◎9月6日(土)熊野本宮大社において、瑞鳳殿の再建

と御社殿修復工事の完了に伴い竣功式が行われま

す。

谷中会長の出席と御祝い持参について…承認。

■例会日時変更

◎那智勝浦ＲＣ

9月11日(木)→ 9月 8日(月)18：00～

場所：ホテルなぎさや

＜家族親睦バーベキュー例会＞

◎有田ＲＣ

9月11日(木)→ 9月11日(木)

場所：東燃ゼネラル石油(株)和歌山工場

＜工場見学＞

9月18日(木)→ 9月18日(木)18：30～

場所：ロイヤルパインズホテル

＜夜間例会＞

9月25日(木)→ 休会

■メークアップ

◎8月20日(水)第3回定例理事会

木村君、泉君、森本君、小山君、坂本君、岡本君

武田君、竹村君、谷中君、吉田君、吉本君

■回覧

◎カルチャー of キッズより「企画開催のご案内」

『ぬけさく芸』、『いずみこんこん』、

『北島尚志 講演会「今こそ遊びの力を信じて」』、

『いっしょに忍者』、『みんなで忍者』

◎「英語版ロータリアン9月号」

◎比国育英会バギオ基金より「バギオだより44号」

◎「ＲＯＴＡＲＹ世界と日本」「ＲＯＴＡＲＹあな

たも新しい風に」広報誌注文書

◎「ＲＩ日本事務局財団室NEWS 9月号」

◎「ガバナー月信9月号」

◎「『ロータリーの友』地区だより9月号」

”君が代、東ロータリー讃歌 ”

山本 亘 君
和歌山県 消費生活センター紀南支所

相談員 黒田 尚男 様
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45名 2名 6名 86.05％

8月20日修正出席率 97.73％

司会者

唱 歌

谷中 順次郎 会長 出席報告

田辺東ロータリークラブ週報
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◎ガバナー事務所より

「広島豪雨災害義援について」「『ロータリーの友』

2014年12月号の家族月間の特集について」

◎地区大会事務所より

「国際ロータリー第2640地区 地区大会」

「地区大会記念チャリティーゴルフ大会開催」のご案

内を頂きました。今年は10月25日(土)・26日(日)に

本会議、10月20日(月)に記念ゴルフ大会です。参加

申込表を回覧いたします。宜しくお願いいたします。

◎「日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会 第3回大洗大

会のご案内」

■連絡

◎ロータリーの友9月号が届いています。各自トレーに

入れています。

◎地区大会事務所より「国際ロータリー第2640地区 地

区大会のご案内」のポスターとリーフレット、「地区

大会記念チャリティーゴルフ大会」のチラシが届いて

います。各自トレーに入れています。よろしくお願い

致します。

親睦委員会

山本 亘 君

本日、「丸山 博之君の表彰を祝う会」

を開催します。丸山さん宛てのお祝

いメッセージをお願いします。

和歌山県 消費者生活センター紀南支所

相談員

黒田 尚男 様

悪質商法への対策!!

◎悪質商法とは…みなさんの 財布のひもを緩め、みな

さんの財産を狙う商法です！！

◎特殊詐欺（オレオレ・還付金）被害額…約487億円

(2013年:警視庁)

全国の相談額（すべてが被害や悪質では無い)…約6兆

円 (2013年:消費者庁)

(1)自助……未然防止

①誰でも引っ掛かる可能性がある まさかが起こり

えます

②財布の紐を〆る 金銭管理の重要性

③悪質商法の手口を知り対処法を知る（電話・玄関・

送付物への対応重要）

電話勧誘・訪問販売は認められていますが、断る

事は自由です 必要なければ玄関先で帰って頂く、

電話口できっぱり断る

④クーリングオフ制度（契約書面を受取り後、基本

8日間以内に特定記録で通知）

無条件で解約出来ますが、すべての取引が対象で

はありません 店舗契約や通信販売(返品特約有り)

にクーリングオフ制度はありません

クーリングオフ期間経過後も解約や取消しが出来る

場合もあります 『これってどうよ？ようわからん？』

と思ったら先ずは誰かに相談してください!!

※未然防止の限界 独居高齢者の全国データ (2013年:

厚労省)

2週間以上誰とも会話なし…男性約16％ 女性約4％

合計約20％ 5人に1人

※65歳以上人口割合25％ 4人に1人（2013年:総務省）

(2)共助・公助…早期発見（行政機関等の利用）

早期発見が解決への近道 周りの人の気付きが重要

見守り体制 世間話 クーリングオフ制度への誘導

（期間経過後も解約取消しが出来る場合もあります）

消費生活センター・地元役場・弁護士会・法テラス・

警察等ヘご相談ください

福祉関係者、民生委員、自治会役員班長、地域の皆様

方へのお願い!!

悪質事案が増えています 住み良い街づくりの為に

ご協力お願い致します!!

※センターですべてを解決することは出来ませんが、

ご相談をお待ちしております

和歌山県消費生活センター紀南支所…☎0739-24-0999
（平日9-17時）

和歌山県消費生活センター土日相談…☎073-433-1551
（土日10-16時）

事業主のみなさまヘ!!

◎事業主さまからの相談事例

①リース契約（職場訪販や電話アポ取り、長期契約多

い、中途解約)

契約商品…電話機、ファクシミリ、コピー機、自販

機など

②点検商法（職場訪販、本社と工場が別、虚偽）

契約商品…節電機、消火器、火災報知機など

③電力問題（職場訪販や電話アポ取り、売電と支払い

の関係、断定的な表現）

契約商品…太陽光発電システム

http://tanabe-east-rc.com/
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④インターネット通信関連（職場訪販やアポ取り、電

話勧誘、説明とアフターフォロー）

契約商品…ＨＰ作成管理代行、検索エンジン、電話、

ネットプロバイダなど

⑤送り付け（頼んでいない商品が届く、電話で断った

のに届く、電話で暖昧な返事）

届く商品…皇室関係の書籍や写真、同和問題書籍、

経済紙など

※基本、事業者間契約にはクーリングオフがありませ

ん センター介入が難しいです

◎事業主さまの相談窓口

①和歌山弁護士会…法的相談 要予約

☎073-422-4580 (平日10-12 13-16)

②ひまわりほっとダイヤル…日本弁護士連合会 経営

上の法的相談 要予約

☎0570-001-240 (平日10-12 13-16)

③リース事業協会…小口リース契約などの相談

☎03-3595-2801 (平日10-12 13-16)

④消費者庁表示対策課 指導係…広告表示や景品提供

企画などの相談

☎03-3507-8800(代表)(平日9-17)

⑤消費者庁 便乗値上げ情報相談窓口…消費税upに伴

う価格相談

☎03-3507-9196(平日9-17)

※平成26年9月1日現在の情報になります

各相談窓口の利用については、事前に相談窓口へ

お問い合わせください

堀会員よりお花を頂いております

カンナ、檜扇、高砂百合

9月3日にホテル ハナヨ様にて丸山 博之君の国土交通

大臣表彰 祝賀会が盛大に行われました。

会員の皆様また、出席して頂いた会員の奥様、ありが

とうございました。

挨拶する 丸山 博之 君

お祝いの言葉を述べる 谷中 会長

乾杯の挨拶

畑地 会員

花束 、記念品の贈呈

歌う丸山会員の奥様と後ろで踊る変なおじさん達

一緒に踊る奥様方

閉会の挨拶

岩崎 会員

http://tanabe-east-rc.com/


