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●ご来館の際は公共交通機関をご利用ください。
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ハートフルスクエアーＧへの入館は
１階入口をご利用下さい。
※アスティ岐阜は工事のため通り抜けできません。

専用

ハッ
ピーデー

0歳からの親子イベント
～家族っていいなぁ～

ママが息子の
ために作った
お弁当です。

ハロウィンの
お弁当です。

子どもの
リクエストに応えて
つくりました。　

岐阜市消費生活センター

　高齢者は「お金」「健康」「孤独」の3つ
の大きな不安を持っているといわれてい
ます。悪質業者は不安をあおり、親切に
して信用させ、年金・貯蓄など大切な財
産を狙います。自宅にいることが多い高
齢者は、訪問販売や電話勧誘販売による
被害にあいやすいです。

ご注意ください！

70歳以上の方の商品・役務件数
順位
１
２
３
４
５

項　目
健康食品
預貯金・証券等
相談その他
放送・コンテンツ等
インターネット通信サービス

60
57
44
27
24

平成24年度
（件）

高齢者を狙った健康食品の送り付け商
法が急増しています。健康食品の相談
は、全体の商品・役務別相談件数でも5
位になっておりますが、70歳以上の方
の相談では、第1位となっております。

岐阜市消費生活センターへの相談

●相談日時 
　月・土曜日　午前９時～午後５時
　火～金曜日　午前９時～午後７時
　※毎月最終火曜日は電話相談のみ
　　（火曜日が祝日の場合は翌日）

●休日　日曜日・祝日・年末年始

●相談担当者　消費生活相談員

●岐阜市在住、在勤の方が対象となります。
　相談は全て無料で秘密厳守です。

消費生活相談のご案内

電話勧誘
販売

訪問販売

利殖商法

当選商法

インターネット
関係

要請していないにもかかわらず、業者が電話により
消費者を勧誘する。強引な勧誘や、虚偽説明、説明
不足。
要請してないのに業者が家庭を訪問し、消費者を勧
誘する。強引な勧誘や長時間に及ぶ勧誘など。点検
商法もある。

「当選した」「景品が当たった」などと強調。商品や
サービスを販売する商法。海外宝くじのダイレクト
メールなど。
無料だと思いアダルト情報サイトなどに登録したと
ころ料金を請求される。利用した覚えのないサイト
利用料を請求される。

「値上がり確実」などと強調し、投資や出資を勧誘す
る商法。怪しい投資で、詐欺まがいのものもある。

お金
健康

孤独

心配なこと、困ったことがあるときは、早めにご相談ください。

岐阜市消費生活センター
０５８－２６８－１６１６（相談専用）

       ◇悪質商法被害防止の出前講座
　悪質商法の対処方法などを、楽しく学べる出前講座を実
施しています。寸劇、腹話術、落語と消費生活相談員の講
話から選べます（各々約20～ 30分）。

       ◇消費生活関連のDVD、本の貸出
　消費者教育や悪質商法についてのDVD、本の貸出を行っ
ています。研修などでご活用ください。

高齢者の消費者被害を防ぎましょう

無料無料

無料無料

こんなトラブルが発生

息子に作った
キャラ弁です。

岐阜女子大生による
「親子で学ぶ
食育と手遊び」

わが家のお弁当自慢
優秀作品発表
心温まるたくさんのご応募
ありがとうございました。

中部学院大生による
「大道芸ショー」

岐阜高専ロボット研究会
「ロボットと一緒に
なわとびをしよう！」

保育園のお弁当の
日に作りました。潮
干狩りで採った貝
を使っています。

頑固者お父ちゃんが
いつも頑張って働く
妻へ贈るお弁当です。



メイン
テーマ

パパママ育児
健康相談

　　講師：ミラクルマジック 代表・整理収納アドバイザー1級
　　　　　　　　　　　　　　　香田 佳江 氏
　　定員：30名（男女問わず）
　　締切：2月8日（土）必着
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たくさんのご参加ありがとうございました。家族みんなの笑顔があふれ大盛況でした。

「どんな自分でいたいのか」を見つめ直し、自分らしいワークライフをデザインする…

ワーク・ライフ・バランス講演会 ワーク・ライフ・バランス講座（全２回）

　実際に手がけた多くの建築事例を通して、生活環境を整えるこ
との大切さや快適な住空間についてお話しいただきます。
日時：1月24日（金） 13：30～15：00
講師：一級建築士・セラピスト 多田 祐子 氏
定員：70名　（男女問わず）
締切：1月15日（水）必着

建築家からみた快適『住空間』 物の整理は心の整理～自分らしい生き方を考える～
①整理整頓、魔法の法則

日時：2月26日(水)13：30～15：00
②片づけるといい物、ベスト１０

知ろう語ろう介護問題
～女性が変わる、男性も変わる、共生社会をめざして～ 女性のためのリーダー養成講座（全２回）

①論理的って実はとっても簡単
　　　　　　　　　　～話し方のパターンを知る～
　日時：2月22日（土）13：30～15：00
②楽しく話しすばやく問題解決
　　　　　　　　　　～話しあいの方法を知る～
　　　　     日時：３月8日（土） 13：30～15：00　
　　　　     講師：アット・ワンス（株）代表取締役  杉本 美晴 氏
　　　　     定員：60名（女性対象）
　　　　     締切：２月12日（水）必着　　

おしゃべりサロン～ぎふの輝き人～
シンガポール！刺激的な異文化との出会いと共存

11月23日（土）

パパママのための子育て支援講演会　

「息子3人、局アナパパの子育て奮闘体験記」
講師：アナウンサー　　　　　　　　　
　「女性の社会進出だけが進んでいる。男性が家庭の中で
自立しないと男女共同参画は進まない。子どもは2人で育て
るもの、若いうちに夫を家事に巻き込むことが大事、そし
て家族はありがたい、子育ては人生が豊かになる。」など数
多くの体験談を交え、語られました。

幼児のパパママ必見！どう教える 生きる力
講師：ぎふＣＡＰ ＣＡＰスペシャリスト   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松尾 千景 氏

命の誕生～わたしはどこからきたの～
講師：助産師・思春期保健相談士 
　　　　　　　　　　　 前田 キヤ子 氏

・小さいうちから性教育は必要だと感じまし
た。（40代女性）

・あなたメッセージではなく、私メッセージで、
三つの権利『自由、自信、安心』について家で
も話題にしたいと思いました。（30代女性）

命の誕生～わたしはどこからきたの～
講師：助産師・思春期保健相談士 
　　　　　　　　　　　 前田 キヤ子 氏

話しあいの進め方～コツをつかんでスムーズに！～　他人事ではない問題…、あなたはどう考えますか？認知症医療
の現状や心の持ち方などについてお話を伺い、その後語り合います。
日時：1月26日（日） 13：30～15：45
定員：先着80名
主催：ハートフルネットぎふ
基調講演
演題：認知症からみえてくる介護
講師：日本認知症学会専門医・おくむらクリニック院長  奥村 歩 氏
※好評につき受付は終了しました。

ぎふ発信「しゃべり場２０１４」10回記念

岐阜市女性センター　
〒500-8521　岐阜市橋本町1-10-23　
Eﾒｰﾙ　josei-c@ccn.aitai.ne.jp　TEL　058-268-1052　　

受講者の声

・夫に協力してもらうためには受け身だけでなく自分から
働きかけていくことが大切だと思いました。（30代女性）

ぎふし男女共同参画こらぼ講座
開講希望者説明会

　女性が社会的に力をつける講座、ジェンダーの視点を取り入れ
た講座など、男女共同参画社会の実現を目指した内容で、女性
センターと一緒に開講しませんか？開講希望者説明会を開催しま
す。希望者は1月31日(金)までにお申し込みください。
説明会：2月4日（火）13：30～（1時間程度）

平成26年度

今後の主催講座のご案内

託児あり

託児あり

託児あり

託児あり

ワーク・ライフ・バランス講座
性はグラデーション
～わたしたちのせい（性・生）を考える～

講師：‘‘人間と性’’教育文化センター理事長 浅野 香子 氏
受講者の声
　・自分自身の性を生きられることは幸せなのだと思い、子ども達にも“みんな
　 　違ってみんないい”ということを伝えていきたい。（４０代女性）

9月21日（土）・
10月19日（土）

大垣女子短大生による
人気キャラクターショー

手作り楽器で遊ぼ
うー

わいわいコンサー
ト

わくわくお絵かき・
ぬりえコーナー

手作り玩具で遊ぼう 親子で遊びま専科

わくわく親子たい
そう

岐阜県立岐阜工業高等学校
ミニＳＬに乗ろう！！

移動児童館「カ
ロムで遊ぼう」

こんな講座も開催しました

問い合せ・
申込み先　・人間の生き方の根底にあるものをシンガポールから学ばせてもらい

　　ました。（70代女性）

往復はがき、Eメール（１通につき１講座）に①講座名②〒・住所
③氏名④年齢⑤性別⑥電話番号（⑦託児希望の方は、お子様の氏名・
生年月日・性別）を明記の上、申込みください。直接申込みの場合は、
返信用はがきをご持参ください。
※託児：満１歳～未就学児対象
※申込み多数の場合（託児希望者多数の場合も）は抽選となります。

申
込
み
方
法

・睡眠と脳の関係、改めて知りました。色々な薬があって、大変な時に
は頼れると分かり安心しました。お酒を寝入りに飲むといいと思って
いました。止めます！（50代女性）

ココロを軽くする♪相談セミナー
眠れない～快適睡眠のススメ～
講師：藤田保健衛生大学医学部  精神科　准教授　北島 剛司 氏
受講者の声
 

12月8日（日)

女性の生き方にかかわる身近な問題について
幅広く相談にのります。匿名で相談できます。専門相談 (面接 )

法律相談 家計相談 健康相談心の相談

木の実のメモスタンド

すべて無料

日時：2月19日(水)13：30～15：00

講
座
報
告

ゲスト：愛知教育大学・大学院　教授 高橋 美由紀 氏
参加者の声

ファミリーフォトを作ろ
う

11月２日（土）

　岐阜市女性センターは、岐阜市における男女共同参画社会の実現を推進する拠点施設です。
　当センターでは、男女の人権尊重、自立意識の醸成を育むことはもとより、現在、「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」
や「チャレンジ支援」に関する事業に力を注いでいます。また「相談事業」もこれまでの実績をもとに、さらにステップアップしていきた
いと思います。今後も皆様方が仕事に喜びを、人生に楽しみを持てるような講座や講演会を企画していきます。

受講者の声

受講者の声


