
おもちゃ病院

新しいお墓のかたち ～桜葬～

おおいた市民活動ネットワーク会議 誰でも簡単!  指編みマフラー教室

府内五番街カレー博



ライフパルからのお知らせ

イフパル通信
市民活動・消費生活に関する情報をお届けします。

ライフパル行事予定

NPO等を対象とした講座等の年間計画（大分県・大分市）のお知らせ

■開館時間　平日 9：00～21：00　 土日祝 9：00～17：00
■休館日　　月曜日（ただし、月曜日が祝日の場合は翌日）
■相談業務　●NPO法人等の市民活動に関する相談
　　　　　　　平日 9：00～21：00　 土日祝 9：00～17：00
　　　　　　●消費生活に関する相談
　　　　　　　毎週火～金曜日 9：00～18：00（受付）　土曜日 9：00～16：00（受付）
　　　　　　　※日曜日、祝日は行っておりません。

　　　　　　　消費生活相談専用電話 097-534-6145

発行元・
お問い合せ

大分市市民部市民協働推進課市民活動・消費生活センター（ライフパル）
Tel.097-573-3770　Fax.097-537-7271　 http://www.support-oita.jp　 E-Mail  info@support-oita.jp

〒870-0021 大分市府内町3丁目7番39号

トキハ

市役所至 別府 至 高城

府内五番街

大分城址公園

県庁

大分駅

ライフパル

アクセス
Map

　大分県及び大分市では、現在NPO法人、市民活動団体、ボランティア団体として活躍されている皆様を対象として様々な講座
や交流会等を実施しています。今回は、平成29年度の年間計画をお知らせします。皆様の積極的なご参加をお待ちしております。
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市民活動コーナー 消費生活コーナー

特定非営利活動法人【緑の大地の会】　 団体からの情報

目的
　この法人は、自然や植物を愛する
人、森林や環境に関心のある人たち
を対象とし、日本国内の森林保全や
農山村社会の維持発展と熱帯雨林の
保護や再生などに関する事業を行い、
地球環境の保全に寄与することを目
的とする。

　ライフパルでは、暮らしに必要な基礎
知識や最新の情報をテーマとした「消費
生活セミナー」・「消費生活プチセミナー」
を次の日程で開催します。

※旬な話題をテーマにするため、内容、
開催月を変更する場合もあります。
詳しくは、市報やライフパルホーム
ページに掲載します。
皆様のご参加をお待ちしております。



メッセージ
　私たちの活動を理解して支援してくださる
方、また会員(年会費3,000円)になってくだ
さる方を募集しています。ぜひともご協力くだ
さい。ボルネオ植林など年間活動報告書をライ
フパルに置いていますので、ご覧ください。

 法人連絡先
理事長　寺尾 英夫（大分大学名誉教授・医学博士）
●電話　090-8918-1161（千鳥事務局長）
●FAX  097-545-1042
●Mail　teraohdr@gmail.com
　　　　又は ceb000424929＠uma.bbiq.jp



活動内容
熱帯雨林再生「ボルネオに大分の森をつくろう」
　いま地球上で熱帯雨林がどんどん減少しています。このことにより地球温暖化
が進んでいると言われ、私たちはその防止対策として熱帯雨林再生を目指し、平
成19年よりボルネオ島での植林「大分県民の森」づくりを重点的に行っています。
　同時に、若い世代と共に参加することにより植林体験を通じて、環境保全の大
切さや、国際協力・ボランティア活動の意義など、グローバルな人材育成・教育
にも力を注いでいます。



今後の活動紹介
今年で10周年。10回目の植林! 過去9回 8歳～85歳までの人が参加

平成29年度ボルネオ植林〔マレーシア・サワラク州クチン市〕
学生はホームステイ2泊3日　スケジュールは同じ

●旅　程／8月17日（木）大分駅発 6：00
～ 福岡空港 ～ シンガポール乗継 ～ クチン市到着

18日（金）サワラク州内各地視察（伝統文化、博物館、森林局研修など）
19日（土）植林活動、オランウータンの棲む本物の熱帯雨林見学など
20日（日）シンガポールへ移動、市内観光
21日（月）深夜便で福岡空港へ ～ 11：30大分駅バス駐車場帰着

●費　用／約19万程度　※学生は半額程度補助あり
●申込先／NPO法人 緑の大地の会

担当：千鳥安雄事務局長  （電話）090-8918-1161



消費生活センターって、どんなところ？

Q 消費生活センターって、どんなことをしている
ところですか？

A 消費者からの消費生活に関する苦情や相談を受け付けて
助言やあっせんを行ったり、消費者被害の未然防止のた
めに啓発活動などを行っています。

Q どんな相談ができますか？
A 商品やサービスの契約・解約などに関する相談を受け付

けています。
たとえば・・・

Q 相談受付方法は？
A 電話もしくは来所による相談を受け付けています。
　 ※相談については無料、秘密厳守で応じていますので、

お気軽にご利用ください。

Q 相談前に準備しておいた方がよいものはありま
すか？

A 契約書やパンフレットなどの書面、パソコンやスマホを
利用した場合、ホームページの広告やメールの内容など。

Q 相談できない内容もあるのですか？
A 事業に関する相談、個人間のトラブル、労働問題、相隣

関係、相続や家族関係のトラブルなど。

Q 啓発活動ってどんなことをしていますか？
A 各地域の公民館や集会所などで開催される消費生活に関

する学習会で、悪質商法の相談事例を紹介したり、トラ
ブルにあったときの対処方法についてお話をしていま
す。無料で利用できます。積極的な活用をお待ちしてお
ります。

悪質商法、契約トラブルなどで困った時は、

なお、全国共通の３ケタの電話番号（消費者ホットライン「188」［いやや］）に電話して
郵便番号を入力するなど行えばお住まいの地域の消費生活相談窓口をご案内します。

☎097-534-6145消費生活相談専用電話ライフパル通信市民活動増刊号をお届けしましたが、いかがだったでしょうか。ご意見ご感想をお寄せいただけるとうれしいです。
また次号への参考にさせていただきます。5月、6月は市民活動団体の総会シーズンだと思います。NPO法人は、昨年の法改正へ
の対応（公告の定款変更）をお願いします。

ライフパル研修講座について
　本年度も法人・団体の運営に役立つ講座の開催を予定しています。
　その都度ご案内をお送りします。また、ライフパルホームページでもご
確認ください。
　なお、今年度から会計など基本的な講座を大分県のボランティア・NPO
センターと共同で開催することも計画しております。県と市の「29年度講
座等の年間計画」を最終ページに掲載しておりますのでご覧ください。

講座参加者には写真のグッズを用意しています。
ライフパルを多くの人に知ってもらえたらうれしいな。

参加者
募集中!

消費生活セミナー・消費生活プチセミナー

http://www.support-oita.jp
ライフパルホームページ

ライフパルの
マスコットキャラクター

パルくん

訪問販売で買った浄水器を
クーリング・オフしたい

身に覚えのない
請求メールが届いた

無料と思って
アクセスしたら
料金を請求された

最終
通告

登録完
了

40万円
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月 テーマ 内　容

11 現代人とお葬式 現代のお葬式事情やトラブルになりやすい点などを
わかりやすく解説

2 （現在計画中）　　 消費や金融をテーマとした著名人によるセミナー

月 テーマ 内　容
6 はじめての確定拠出年金 制度が変わったiDecoの利点と活用方法を紹介
7 お薬との上手な付き合い方 薬の飲み方や健康に配慮した食事（薬膳）など

9 買う前に! シニアスマート
フォン体験講座

スマホの使用方法や注意点を、実物を触りながら、
学ぼう!

12 親子で学ぼう! おこづかい
のこと

おこづかいの上手な使い方や金銭管理について
親子で楽しく学ぼう!

●消費生活セミナー

●消費生活プチセミナー
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ラ切り絵教室 ５月20日（土）・７月15日（土） 13時～ 15時

裂き織り教室 ５月26日（金）・６月９日（金）・６月23日（金）・７月14日（金）・７月28日（金）
10時～ 12時、13時～ 15時

手編みリフォーム教室 ５月27日（土）・６月24日（土）・７月29日（土）・８月26日（土） 13時～ 15時
笑顔広がる折り紙教室 ５月31日（水）・８月30日（水） 10時～ 12時
親子LED教室 ７月23日（日） 10時～ 12時、13時30分～ 15時30分
おもちゃ病院 ６月４日（日）・７月２日（日）・８月６日（日） 10時～ 15時
大分刑務所・大分保護観察所矯正展 ７月７日（金）・８日（土） ９時～ 17時、　７月９日（日） ９時～ 12時
ギター演奏会（ロス・マルテス） ７月30日（日） 14時～ 14時40分
大分七夕まつり納涼茶会 ８月５日（土） 15時～ 19時

野菜等朝市
久住野菜市／毎週水曜日・土曜日の９時頃～午前中
吉野野菜市／毎週金曜日の９時半頃～午前中
ゆうゆう朝市／木曜日の９時半頃～午前中（月３回）

月 大分県

6

◎チャレンジセミナー　第1回　６月8日（木）
　NPOのためのブランディング講座（仮） 
　●場所／大分銀行宗麟館5階大会議室　●時間／13：00 ～ 16：30
　※テキスト代500円が必要

◎NPO基礎講座 協働編　６月29日（木）
　①NPO法改正について　②協働について
　●場所／大分県総合社会福祉会館3階研修室　●時間／13：00 ～ 16：30

7

◎NPO基礎講座　会計編　　　　
　第1回　初級 （簿記の基本）　7月14日（金）
　●場所／大分市ライフパル　●時間／18：00~20：30
　第2回　実践（活動計算書の作成、税務関係の基礎）　7月27日（木）
　●場所／大分県総合社会福祉会館3階研修室　●時間／13：00 ～ 16：30

8
◎NPO基礎講座 会計編　8月10日（木）
　第3回 資金調達 （NPOに関わる“お金”について）
　●場所／大分県総合社会福祉会館3階研修室　●時間／13：00 ～ 16：30

12 ◎チャレンジセミナー　第2回
　テーマ、会場等は現在調整中、12月上旬開催予定
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◎NPO基礎講座　広報編　1月中旬頃 ～ 2月上旬頃
　第1回　プレゼンテーションでの「伝えるコツ」
　第2回　効果的なチラシ作成
　第3回　Webを使った広報
　●場所／大分県総合社会福祉会館3階研修室　●時間／13：00 ～ 16：30

【お問合せ先】
おおいたボランティア・NPOセンター
大分市大津町2丁目１-41（社会福祉会館内）　TEL.097-555-9770

月 大分市
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◎運営基盤強化講座　第1回　6月22日（木）
　団体運営の事務あれこれを学んで活かそう!
　●場所／ライフパル1階フリースペース
　●時間／18：00 ～ 20：00
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◎おおいた市民活動ネットワーク会議
　第1回　7月20日（木）
　大学生との意見交換会
　●場所／ライフパル１階フリースペース
　●時間／18：00 ～ 20：30
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◎運営基盤強化講座　第２回　8月下旬
　ＮＰＯの運営のコツを学ぶ15の力
　●場所／ライフパル１階フリースペース
　●時間／18：00 ～ 20：30
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◎運営基盤強化講座　第3回　10月中旬
　ファシリテーションについて
　●場所／ライフパル１階フリースペース
　●時間／18：00 ～ 20：30
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◎運営基盤強化講座　第4回　11月上旬
　ボランティアコーディネート
◎おおいた市民活動ネットワーク会議
　第2回　11月30日（木）　寄付月間に向けて
　●場所／ライフパル１階フリースペース
　●時間／18：00 ～ 20：30

【お問合せ先】
大分市市民活動・消費生活センター（ライフパル）
大分市府内町3丁目７-39　TEL.097-573-3770

参加してね！


