
イベントのお知らせ

おおいた市民活動ネットワーク会議

消費生活プチセミナー「くすりと健康食品の飲み合わせ」

ライフパルのプランターで
育てた野菜の収穫

中学生のための消費生活教育講座

親子LED工作教室

消費生活プチセミナー「はじめての確定拠出年金」

市民活動・NPO運営基盤強化講座「団体運営の事務あれこれを学んで活かそう」



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

■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
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Map

Contents
市民活動コーナー
消費生活コーナー
ライフパルからのお知らせ

LIFE PAL

66Vol.

2017.8

ラ

おおいたNPO博

カラーコピー機を
設置しました

ライフパル
Topics

　６月にこれまでのモノクロコピー機に替
えて、新たにカラー印刷できるコピー機を
設置しました。

白黒はB5～A3どれでも1枚10円です。
カラーはB5～A3どれでも1枚60円です。
ご利用をお待ちしています。

　NPO法人、市民活動団体の活動を広く市民に周知するイベント。
ステージ発表や各ブースにおいて、様々な活動発表やワークショップ、
地域特産物等の販売を行います！
　NPO法人や市民活動団体の皆さま方をはじめ多くの市民の方に、
ご来場いただきたいと思います。
　また、当日会場整理などボランティアでお手伝いいただける方がい
ましたら、下記連絡先までお申し出ください。お手伝いいただける場
合、準備の都合上、9月10日（日）頃までに連絡いただければ幸いです。

※領収書の発行はできません

■活動日程　平成29年9月30日（土） 午前11時～午後5時
■場所　　　JRおおいたシティ　大分駅前広場
■内容　　　会場案内、会場整理、ステージ誘導・進行、
　　　　　　パンフ等の配布、参加者見守り、ゆるキャラに入る等
■駐車場　　各自で確保をお願いします。（自己負担）
■特記事項　昼食は各自でお願いします。

【申 込 先】大分市市民活動・消費生活センター（ライフパル）
【申込方法】電話・FAX・ライフパル窓口へ
　　　　　  Tel.097-573-3770　 Fax.097-537-7271

当日は僕も行くよ！



市民活動コーナー 消費生活コーナー

SDGs（エスディージーズ：Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは

要注意！
改正個人情報
保護法

　世界の貧困削減や保健衛生、教育普及、気候変動への対処
など地球規模の課題に対応するため、2015年９月に国連に
おいて採択された、2030年までの国際社会全体の開発目標
です。
　「誰一人取り残さない」を理念とし、17分野にわたる多彩
な目標と169のターゲットで構成されており、日本にも相
応の役割が求められています。
　今後、経済、社会、環境をめぐる広範な課題に世界各国の

市民、企業、行政が協働して取り組むための重要なキーワー
ドになっています。
　市民活動団体やNPO法人の皆さまには、自分たちの活動
とどう繋げていけるのかなど、まだまだ不確定な要素が多い
と思いますが、まずはSDGsを知ることから始め、その後、
事業や組織で活かしていくことが望ましいと思います。
　今後、ライフパルにおいても勉強会の企画が出来ればと考
えています。

　本年5月30日に改正個人情報保護法が全面施行されました。これまでは１法人で5000件
を超える個人情報を扱う場合に個人情報保護法の対象となっていましたが、今回の改正で、市
民活動団体やNPO法人を含め個人情報を取り扱うすべての事業者に個人情報保護法が適用さ
れます。違反した個人・事業者には罰則が課されることになります。
　詳しくは総務省等関係機関のホームページなどでご確認ください。

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

団体情報ファイルを作成中です
　本年6月にNPO法人や市民活動団体の皆さま方に
活動実態調査の回答を依頼し、提供いただいた資料を
もとに現在、団体情報ファイルを作成中です。
　情報充実のため、回答をいただいていない団体・法
人の方につきましては、随時、回答を受け付けており
ますので回答・資料の返送をよろしくお願いします。

●提出していただきたいもの
①記入が終わった「活動実態調査票」
　※掲載を希望しない場合も、
　　すべて記入をお願いします。
②記入が終わった「掲載希望調査票」
③団体の活動が見える資料（例）活動写真、会報、チラシなど
　※NPO法人は、このほかに　
　　（ア）定款、（イ）事業報告書（最も新しい年度）

　近年急速に普及しているスマートフォンの、基本操作からアプリ・
インターネット利用の応用操作、選び方のポイントまで、実際に手に
取って、体験してみませんか。
※当日はAndroid（アンドロイド）OSのスマートフォンを
　１人１台貸出します。

消費生活プチセミナー 受講料無料 イベント情報

ライフパルの
マスコットキャラクター

パルくん
今回は、市民活動に関連する２つの話題を紹介します

（12）生産・消費

ロゴ：国連広報センター作成

（11）都市（10）不平等（8）成長・雇用（7）エネルギー （9）イノベーション

（17）実施手段（16）平和（14）海洋資源（13）気候変動 （15）陸上資源

（6）水・衛生（5）ジェンダー（4）教育（2）飢餓（1）貧困 （3）保健

■日　　時／平成29年９月21日（木）13：30～ 15：30
■場　　所／ライフパルミーティングコーナー
■講　　師／KDDI株式会社　認定講師（１名）
■定　　員／20名（50～70歳未満・先着順）
■お申込み／９月１日（金）から、電話（097-573-3770）で
　　　　　　お申込みください。
■受付時間／火～金曜日　 9：00 ～ 21：00
　　　　　　土・日・祝日　9：00 ～ 17：00

■開催日時／平成29年
　　　　　　10月13日（金）10：00～16：00
　　　　　　10月14日（土）10：00～15：00
■開催場所／ガレリア竹町ドーム広場
■概　　要／消費生活に関する啓発の場として、
　　　　　　展示コーナーを開設します。

　申し込んだ覚えはないのに、数億円当選したとのメールがス
マートフォンに何回も届くので、本当に当選したかもしれない
と思い返信した。当選金を受け取るには登録料１万円がかかる
と言われ、指示されるままにプリペイド型電子マネーのギフト
券をコンビニで購入して、番号を写真に撮って送信した。
　その後も手数料等の名目で請求があり、合計で5万円ほど支
払ってしまった。返金して欲しい。

「数億円当選した」はずが5万円の支払いに！
迷惑メールは無視しましょう。

気をつけよう！ くらしの 注意情報

事例

パルくん
からの
アドバイス!

●「有料サイトの料金が未納」「当選したのでお金がもらえる」
などの心当たりのないメールやSMS（ショートメッセージ
サービス）が届いても、絶対に開かず、すぐに削除してくだ
さい。

● 安易に連絡をしてしまうと、金銭を要求されたり、個人情報
を聞き出されたりする危険があります。メールの内容には反
応しないようにしましょう。

買う前に! シニア向けスマートフォン体験講座 第40回 みんなの消費生活展
未来へ伝えよう安全・安心なくらし
～学び・考え・行動しよう～

当選
しました!
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手編みリフォーム教室 ８月26日（土）・９月30日（土）・10月28日（土）・11月25日（土）13時～ 15時

笑顔広がる折り紙教室 ８月30日（水）・11月29日（水）10時～ 12時

裂き織り教室 ９月８日（金）・９月22日（金）・11月10日（金）・11月24日（金）
10時～ 12時、13時～ 15時

切り絵教室 11月18日（土）13時～ 15時

消費生活プチセミナー
「買う前に!
シニア向けスマートフォン体験講座」

９月21日（木）13時30分～ 15時30分

おもちゃ病院 ９月３日（日）・10月１日（日）・11月５日（日） 10時～ 15時

リコーダーアンサンブル演奏会 ９月14日（木）17時～ 17時40分

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）

参加してね！


