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こんなことにならないよう、日常的に非常食を
備蓄する方法が、ローリングストック法です。
缶詰、瓶詰、レトルト、インスタントラーメン、
乾物、お米やお菓子、ジュース類など、ふだん家
庭で備蓄している食材を、日常的にローリング
（回しながら）ストック（備蓄）します。防災を
日常的に意識することにもなりますし、食品
ロスの防止にもつながります。
乾パンやアルファ米などの防災食だけでなく、
今日からローリングストックを意識してみま
しょう。

商品テスト指導員発 みな得！情報ローリングストックで 非常食を日常に
防災を考えるのは9月だけですか？
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食べる

蓄える

買い足す

ローリングストックで災害時の食事を計画的に！

消費者だより消費者だよりミナト

明治29年完成の旧館は国の重要文
化財で、丸い柱や屋根のドームが美
しく、廊下には歴代の総裁の絵がか
けられていたよ。地下の金庫の扉の
厚さは90センチもあるんだって。

貨幣博物館では、お金の歴史の展示が
面白かった。江戸時代のお金や、明治
時代のお札を見た後は、お金の偽造防
止技術を体験して、1日でお金のことを
たくさん学んだよ。

TEL 03（3456）4159（代）港区立消費者センター

乾パン、アルファ米などの防災食

ローリングストック

傷みやすい食品

一億円の重さを体験したよ。金融機関
同士のお金や国債のやり取りは「日銀
ネット」というシステム上で行われて
いて、一日に135兆円も、決済されて
いるんだって。バナナを何本買える
かな？

7月12日（水）に移動消費者教室を開催しました。今回は日本橋にある「日本銀行
本店」を訪問し、「政府の銀行」「銀行の銀行」としての仕事についてレクチャーを
受けました。質疑応答の時間には「仮想通貨」に関する質問も出て、参加者の皆
様の関心の高さが伝わってきました。暑い中での消費者教室でしたが、「物価の
安定」と「金融システムの安定」という日本銀行の目的をしっかりと理解するこ
とができました。
参加者の皆さま、ありがとうございました。

夏休み子ども消費者教室
を開催しました。「添加物と微生物の実験教室」

カセットコンロ、ラップ、
割箸、消毒用ハンドジェ
ルやウェットティッシュ
など

1日目 2日目 3日目以降

防災を日常的に
意識する
防災を日常的に
意識する

非常食あるある
押入れに入れてたのに忘れてた！
気づいたら期限がとっくに過ぎていた！
期限前に大量に食べて、もう飽きちゃった！

水（大人 1日3ℓ）、野菜ジュースなど

缶詰、レトルト、インスタントラーメン、乾物、缶詰、
瓶詰、加工食品、菓子類

パン、冷蔵庫の生鮮食品・魚介類、冷凍食品など

一緒に準備して
おきたいもの

微生物の観察 お菓子から合成着色料を抽出 班長の説明を熱心に聞く
みなとキッズたち

添加物を使って人工イクラ作り 大切な手洗い実習 みなと保健所古関隊長から隊員証授与

象の歯磨き粉

みなと保険
所

検査係の全
面

協力のもと
、

ハイレベル
な
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参考：国民生活センター「くらしの豆知識」

8月9日～30日
明治学院大学の学生がインターンシップで
消費者センターの職場体験をしました。

　今回港区立消費者センターのインターンシップに参加し、現代
社会における消費者センターが担う業務の重要性を理解すること
ができました。消費者行政は消費者の身近なところで相談に対応
したり、情報を提供、消費者啓発の為の教室の機会を設けるなどま
さに「現場」の消費者問題に対応しているなと感じました。電話
相談の多様性、高齢者の方のトラブルをはじめとする消費者関連
の被害の実態を理解することができました。
　普段はできない貴重な業務をたくさん体験しましたが、その中
でも特に印象に残っているのは夏休み子ども消費者教室で行われ
た「添加物と微生物の実験教室」の運営の補助です。実験や講師の
方のお話は私自身知らなかったことや驚嘆するような内容ばかり
で小学生を対象に行われていますが、私のような年代でも十分楽
しめ、学習できるような内容だと感じました。実験中の参加者の
きらきらした笑顔がとても印象的で、参加者のほとんどが「次回
もまた参加したい」とおっしゃっていただけるなど業務のやりが
いや魅力を肌で感じることができました。
　普段学校の講義で学んでいる法律や政策がどのように「現場」
で実施されているのか理解することができ、知識を深めることに
も繋がりました。私自身
大学卒業後、行政という
立場で公共のために働き
たいと志しているので今
回のインターンシップの
貴重な経験を糧に努力し
ていきたいと思います。

①10 月 26 日（木）
②10 月 27 日（金）　消費者力検定試験対策講座
③11 月　2 日（木）

④11 月 24 日（金）　あなたの周りの消費者問題とトラブル回避術

⑤12 月　1 日（金）　安全安心楽しい旅行

⑥12 月 15 日（金）　消費者契約のキホンのキ
　（「テレフォン人生相談」でおなじみの大迫惠美子弁護士が講師です。）

⑦　1 月 12 日（金）　これだけは知っておきたいクリーニングトラブル

⑧　1 月 19 日（金）　健康食品のウソホント

⑨　1 月 26 日（金）　通信機器・通信サービスの契約トラブルと
　　　　　　　　　　情報モラル、ネット通販、支払い方法の色々

消費生活相談専用電話

相談時間：月～土　9：30～16：00（日・祝日除く）

港区立消費者センター

０３（３４５６）６８２７
ホーム

＞暮らし・
手続き

＞消費生
活

港区公式
ホームペ

ージ
しょうひせいかつそうだんせんようでんわ

※土曜日は電話相談のみ

「SNSに情報を載せるだけで、誰もが簡単に稼ぐことができる」という
情報商材を購入したが、言われたことと違って、全くもうからない。
すぐに元が取れると思い、クレジットカードで決済したが、支払いだけ
が残ってしまった。どうすればいいの？

インターネットやSNSでは、「○○円儲かる方法」「簡単に儲ける方法」など
の「一般にはあまり知られていない情報」や「自分の経験談に基づく情報」な
どが、販売されていて、「情報商材」と呼ばれています。短時間で簡単に、大
金が稼げるようなうまい話はありません。「必ずもうかる」という言葉をう
のみにして、安易に契約すると儲かるどころか、借金が残ってしまう事にも
なりかねません。

11 月 1日（水）
　13：30～15：30
消費者センター　講習室

受付開始
10/2（月）
9：00～（先着順）

講師：公益財団法人日本適合性認定協会
　　　  広報マネージャー　江川泰氏

第1回
一日消費者教室

SNSの広告でアフェリエイトの情報商材に興味を持ち、事業者と連絡を
取った。購入した資料の通りに仕事をすると大金が稼げるといわれた。
もうからなかった場合は返金保証があると説明され、勧められるままに、
一番高いコースで契約した。利益が出ないのでクレジットカードの一括
払いからリボ払いに変更し、請求がずっと続いている。どうしよう。

アフェリエイトとはネットを利用した広告の一種で、自分のウェブサイト上に
提携業者の商品広告を掲載し、サイト閲覧者がその広告を見て、商品を購入
すると報酬が得られる仕組みです。「もうからないときは、返金保証」という
記載があっても、もうかる保証も、返金される保証もありません。
「インターネット上で簡単に申し込みができるから」と言って、安易に申し
込むのは危険です。
また、リボ払いは毎月定額の返済で、支払いがしやすいように感じますが、
手数料や利息も高いので、実際の支払額は最初の金額よりかなり高額になって
しまいます。無計画に利用せずに、慎重に判断しましょう。

「150万円稼げるはずだったのに…。」
SNSを利用した副業トラブルにご注意！

×

各回13時30分～15時30分開催日時・テーマ

だれもが、“消費者
”

あなたの『消費者力
』は大丈夫？

受講料は無料です。
申込みは、各回前日
までに、港区立消費者
センターへお電話で。
保育を希望する方は、
各講座2週間前までに
お申し込みください。
（先着順）

感想感想

「持続可能性」に配慮して行われる東京2020オリ
ンピック・パラリンピックの、選手村の食材調達、
都市鉱山製メダルなどの事例を通して、これから
ますます身近になる国際規格、認証・認定の仕組み
とその必要性について学んでみませんか。

「オリンピック前に知っておきたい
　　　　　    国際規格とそのしくみ」

Q

Q

A

A

　「説明通りにやっても、全くもうからない。」「情報商材を購入した後で、夢をかなえるためには
高額のセミナーや有料サポートを受ける必要がある。」などの相談が寄せられています。
　「簡単にお金を稼げる」「数分の作業で高額収入」などはあり得ません！甘い言葉にはご用心を。
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パン、冷蔵庫の生鮮食品・魚介類、冷凍食品など

一緒に準備して
おきたいもの

微生物の観察 お菓子から合成着色料を抽出 班長の説明を熱心に聞く
みなとキッズたち

添加物を使って人工イクラ作り 大切な手洗い実習 みなと保健所古関隊長から隊員証授与

象の歯磨き粉

みなと保険
所

検査係の全
面

協力のもと
、

ハイレベル
な


