
★  詐欺にあわないために ～今できること～

★  一緒にスポーツ “ ボッチャ”
★  公民館お掃除隊！ ～公民館美化活動と家庭でのお仕事体験～

★  利用者懇談会、公民館からのお知らせ

木漏れ日の紫陽花 

防災井戸 

上野寛永寺から来た灯篭（ 茅ヶ崎市指定重要文化財） 菜園 

…小和田公民館の敷地には

第９０号

２０２０年６月３０日発行

茅ヶ崎市立小和田公民館

〒253-0023 
茅ヶ崎市美住町６番２０号

(TEL 0467-85-8755) 
(FAX 0467-85-8788) 
mail:kou_kowada@city. 
chigasaki.kanagawa.jp 

目 次



2 

身近にあるこんなトラブル！ あれやこ

れやの手口であなたの財産が狙われていま

す。息子？ 孫？ からの電話。大変！ 何

…とかしてあげたい、私だけが頼りだって

でもちょっと待って。その人は本当に息

子？ 孫？ キチンと確かめましょう。そ

れから対処しても決して遅くありません。

 これは「 振り込め詐欺」と呼ばれる犯罪で

す。

「 オレオレ詐欺」

「 還付金詐欺」

などありますが、

一人で悩まず

家族や周囲の人に

相談しましょう。

その他にもこんなトラブルが増えています。

・ 利殖商法・・・ 事業への出資や投資で必

ず儲かる。

・ 点検商法・ ・ ・ 無料で点検、あら、親切

な人、と思っていたら、いろいろ

な所を見て回り不安をあおり、

高額な工事を勧める。

・ 通信販売・・・ 割安になるので１回限り

で買ったつもりが、実は定期購

入だった。返品出来ない。

送り付け商法、訪問購入、架空・不当請求、

等 数々えれば多くのことがありますが、こ

れらの中で詐欺のものと、そうでないもの

があります。

 例えば「 必ず儲かる」なんて話は嘘です。

還付金も ATM で自分で操作して戻るなん
てことはありません。点検商法も同じです。

うまい話には裏がある！ と思いましょう。

架空・ 不当請求もパソコンに送られてきた

り、ハガキが届いたりしますが、身に覚えが

なければ詐欺だと疑いましょう。

一方、詐欺にあたらないトラブルは、通信販

売、広告のどこかに条件が書かれています。

契約書等は必ず読みましょう。

 ちょっと待って！

詐欺だと ⁉わかってもそのまま泣き寝入り

いえいえ、「 クーリング・ オフ」 という制

度があります。これは無条件で契約を解除

できるものです。ただし、すべてが対象にな

るわけではありません。通信販売や自分の

意志で購入したものは対象外です。

ではどうすればよいでしょうか。

日頃から周囲の人たちと情報を共有した

り、相談できるようにしておきましょう。

 茅ヶ崎市役所内の消費生活センターでは、

相談を受け付けて、解決するためのアドバ

イスをしています。

茅ヶ崎警察署の生活安全課では、詐欺被

害の訴えを受理し、事件として親身な調査

をしてくれます。また、どちらでも詐欺にあ

わないためにテキストやビデオなどを使っ

て分かりやすい講習会も行っています。

 実際に、私たちの松浪地区でも、いろいろ

なトラブルに巻き込まれたり、詐欺にあわ

れた方もいます。

どのようなトラブルや詐欺被害が多いの

か、茅ヶ崎警察署の生活安全課に聞いてみ

ました。

詐欺にあわないために

～今できること～
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（ 川田 昌子）

実例を話してく ださいました。

☆ デパートをかたる詐欺
・ ○ ○ ○ ○「 デパートの です。本日、あな

たのカードで高額な買い物をされています」

「 エッ！」「 覚えがないようでしたらカード

が偽装されている可能性があります。カー

ドの交換が必要なので、今現在近く にデパ

ートの職員がいますので、カードを受け取

りに伺います。見えないように封筒に入れ

て封をして下さい。」カードを受け取りなが

ら、「 銀行の暗証番号が必要なので教えて下

さい」「 印鑑も必要です」 と言われ、取りに

部屋に行ったそのすきに封筒ごと取り換え

てしまう。

☆ 還付金詐欺
・「 保険の還付金があります。今日まで

に手続きしないと受け取れなく なってしま

う。すぐに銀行のＡＴＭに行ってください。

方法は電話でお伝えします」と言われ、電話

の指示通り行ってしまった。詐欺グループ

の口座に振り込みをしてしまう。

☆ オレオレ詐欺
・ 息子からの電話だと信じて疑わない。

電話で言われたように銀行に行って「 リフ

○ ○ォーム代なので 円、降ろします。」行員

に促されても警察官が説得しても聞き入れな

い。 

 これはすべて詐欺です。お金が戻ってく

ることはありません！ と思ってください。

 まずは

詐欺の手口を知る。自分も騙されるかもし

れない。折り返しの電話をして本人と連絡

を取る。相談する。

 以上を普段から心掛けておきましょう。

その他に

松浪地区で令和元年におきた主な犯罪 

…・ 自転車泥 ４０件

…・ オートバイ泥 ３件

…・ 器物破損 ５件

…・ 特殊詐欺 １件

 （ カードを渡してしまった）

 その日、またはその前後で振り込み詐欺

などが多発した場合は、防災無線に情報提

供をして注意喚起をしています。

《  茅ヶ崎市消費生活センターから 》

 当センターでは、事業者と消費者との契約のトラブルについての相談を受け付けています。

平日の午前9時30分から午後4時までに来所または電話で消費生活相談員が相談に応じます。
 また、「 市内どこでも出張講座」 として、知っていれば気を付けたのに、引っかからなかった

のにということがないように、悪質な訪問販売や通信販売、巧妙な詐欺の手口等の紹介をして

います。申し込みは、平日（ 原則） 10名以上の方が集まりましたら、１ゕ月以上前に消費生活

センターにご相談をお願いします。機会がありましたら是非ご利用ください。  

茅ヶ崎市市民安全部市民相談課消費生活センター 市役所本庁舎２階

電話： ０４６７－８２－１１１１  FAX： ０４６７－８５－０１５１

～ こんなことにも注意！ ～

 最近、自転車が盗まれる事例が多発しています。庭でも

駐輪場でも必ず鍵をかけましょう。また、自転車での事故

も増えています。高額な賠償金が請求されることも。

 令和元年10月1日より、
「 自転車損害責任保険」への加入が義務付けられました。

＊お忙しい中、取材に応じて頂きました。

 茅ケ崎警察署・ 生活安全課

 茅ヶ崎市役所・ 消費生活センター

ありがとうございました。
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小和田公民館主催事業 

“ ”一緒にスポーツ ボッチャ

 定刻前の会場には、小学生からシニアまでの多

年齢層の人々 が友達とふざけあったり、談笑した

りと、明るい雰囲気に満ちあふれ、「 早く ボッチ

ャを体験したいよ」 といった空気が伝わってきま

した。鈴木館長の「 東京パラリンピック２０２０

の正式種目・ ボッチャを学びながら大いに楽しみ

ましょう」 との開催挨拶後、あらかじめ決められ

た６人編成のＡ～Ｅチーム毎に分かれて、自己紹

介を兼ねた挨拶言葉を交わすと、即席チーム愛の

ような気持ちが生まれるのがスポーツの魅力な

のでしょう。指導協力のあいおいニッセイ同和損

害保険株式会社湘南支店平塚支社の方からボッ

チャのルール説明があり、「 言葉の説明では理解

しづらいと思いますが、実際にプレーすることで、

すぐに解るので、実戦形式で行いましょう」 との

言葉に、気持ちが軽くなりました。

〈 実戦形式のボッチャ体験〉

・ボッチャは、イタリア語でボールを意味します。

・ ボッチャは、要は目標球・ 的（ まと） 当てゲー

⇒ムです。 赤と青に分かれて的に近いほうが勝

ちということです。

・ 目標球・ 的に相当するのが白いボール（ ジャッ

クボールと言う） です。

・ ボールは白（ ジャックボール） １個、赤６個、

青６個です。

・ ジャックボール（ 白） を目標（ 的） にして、赤

と青が投げ（ または転がし） 合い、全球投げ終

わって、ジャックボールに近いほうが勝ちです。

・ 最初にジャックボールを投げるのは、ジャンケ

ンで勝った赤いボールのチームで、ジャックボ

ールを投げた人が続けて赤いボールを投げます。

・ 次に相手チームが青いボールを投げます。

・ 次にボールを投げるのは、ジャックボールから

遠い人が投げます。例えば青のほうが遠い場合、

相手チームの赤いボールよりもジャックボール

に近づくまで、ジャックボールに遠い青いチー

ムが青いボールを投げ続けます。

日時 令和２年２月１日（土）１０時～１２時

場所 小和田公民館講義室

指導・協力 あいおいニッセイ同和損害保険

株式会社湘南支店平塚支社

参加人数 ２８名
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・ 相手チームの赤いボールよりも、青いボールが

ジャックボールに近づいたら、投げる順番が青

から赤へ入れ替わります。

・ 赤のほうがジャックボールに近づけることがで

きなかったら、続けて赤が投げます。

・ この状況を続け、お互いの赤と青が６球すべて

投げ終えるまでを、「 １エンド」 といいます。

 ★ 公式戦では、チーム戦は６エンド行って１試
合、個人戦・ ペア戦では４エンド行います。

・ ジャックボールに近いほうが勝ちで、相手チー

ムボールのジャックボールに一番近いボールよ

り何個近づけられたか、その個数が得点になり

ます。

 試合形式で試技を行い、白熱戦が繰り広げられ

ました。競技用コートの大きさは６ｍ×１２ .５ｍ

ですが、試技を行ったコートの大きさは約１／３

で、後半行ったトーナメント方式の試合形式では、

約２／３程度の大きさで、競技用にかなり近いも

ので、臨場感も増しました。そして、「 可能な限

り試合形式の試技体験をしよう」 との配慮から、

４エンドまたは３エンドで試合を終える方式で

行われました。この試合形式では、試技者・ 応援

の保護者共に歓喜の声や大きな拍手、ため息など、

声色を聞けば試技の内容が手に取るようにわか

り、大いに盛り上がり、あっという間の２時間で

した。この体験を通して、ボッチャの面白さや奥

深さの一端に触れることができました。

 ジャックボールの位置が毎回変わり、また途中

で素晴らしい投球により、ジャックボールをはじ

いたりして動かすことができます。このように素

晴らしい一投で一発逆転もあり、目が離せなくな

ります。そして戦略性も高く 、次の攻め手を考え

ながら投げる（ または転がす） 場所を決めます。

しかし戦略性を高めて一発逆転を達成するため

には、正確な投球が求められます。これは場数（ ば

かず） を踏んで精度を高めることが大切だと感じ

ました。さらに魅力的なことは、老若男女・ 障害

のある人（ ボッチャは比較的重い障害のある人の

ために考案されたパラリンピック特有の競技） が、

比較的体への負担も少なく 、基本的なルールも解

りやすく 、初心者でも取り組むのに手頃で、楽し

い球技と感じました。

 事業終了後の参加者の満足度は高く 、「 意外に

頭を使ったが楽しかった」「 チームプレーができ

た」「 友達ができた」 などの感想があり、またや

って欲しい、との声も多数ありました。

 いつの日か「 ボッチャが身近な球技として、小

和田公民館の名物事業の一つに定着すれば素晴

らしい」 との思いを強く して、会場を後にしまし

た。

〈 参考情報〉

イタリア語でボールを意味するボッチャは、６

世紀のイタリアで原形が考案され、１９８８年の

ソウルパラリンピックで正式競技となりました。

・ 以前はヨーロッパ諸国が強かったが、近年はア

ジア勢が力をつけています。現在の最強国はタ

イで、韓国・ 香港も強いそうです。

・ 日本は２００８年北京オリンピック大会で初出

場し、三度目となる２０１６年リオデジャネイロ

オリンピック大会で初めて、団体ＢＣ１／ＢＣ２

（ 混合） で銀メダルを獲得しました。

「 みんなでパラリンピックの『 ボッチャ』

を応援して大いに盛り上げましょう」

（ 菊﨑彰朗）  
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令和元年７月１３日（ 土） を第１回目として、

令和２年１月１８日（ 土） まで全９回の長期にわ

たる事業となりました。この事業は、小学生ボラ

ンティアが公民館の美化活動を通じて、家庭での

様々 なお仕事を経験するもので、普段はあまりや

ったことのない作業や活動を体験していきます。

申し込んでくれた小学生は低学年１０人、高学

年７人の計１７人です。

７月１３日（ 土） 第１回

なぜお掃除をするのでしょう

本日の参加は１１名で３班に分かれます。最初

にお掃除隊の任務について担当者が説明した後

に、各班ごとに話し合って活動のためのルールづ

く りをしました。多くの意見が出た中から次の５

つのルールを決めました。

① ② ③助け合う。 楽しくやる。 見えない所もきれ

④ ⑤いにする。 物を大切にする。 ふざけない。

 ルール決めの後、整理収納アドバイザーの講師

から隊員たちに、「 なぜお掃除をするのか？」 の

問いかけをしました。隊員たちの意識の高さが伺

える回答が多くありましたが、

★ “ ”快適－ 気持ちよく過ごすため

★ “ ”長持ち－ 物を長く使うため

★ “ ”健康－ 元気に過ごすため

に掃除をします。

そして、片付けの手順を学んだ後にいよいよ実

“ ”践に移ります。公民館職員の机の 汚い引き出し

を使って整理をしていきます。

「 きたな～い」「 こんなの仕事に使わないよね」

「 なんでこんなに同じものがいく つもあるの？」

などと、隊員たちの歯に衣着せぬ厳しいお言葉を

たく さんいただきながら、作業は進みます。筆者

の机もその攻撃？ をいっぱいいただきながら、

使用頻度を考慮したり同じものをまとめたりし

て、スッキリとした引き出しになりました。

        指導・ 協力： 佐藤夢美さん

《 職員Ｔの引き出し》  

雑然�

すっきり�

小和田公民館主催事業

公民館お掃除隊！ 

～公民館美化活動と家庭でのお仕事体験～ 

BEFORE 

AFTER 
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夏休み最後の活動となる今回は、８名の隊員が

参加してく れました。美住町自治会の防災会の

方々 が、定期的に美化活動を行ってくれています

が、今回はお掃除隊隊員も参加させていただきま

した。午前中は大雨でしたが、活動開始前の１５

時頃には雨も上がり、３グループに分かれてごみ

拾いを行います。出発前に防災会の方より、道に

広がって歩かないこと、燃やせるごみは赤文字の

ビニール袋、燃やせないごみは青文字のビニール

袋に入れること、などの説明をいただきました。

公民館・ 防災会で用意した軍手とトングを持っ

て出発です。拾ったごみがどのごみの分類なのか、

わからなければ大人の方に聞いて覚えていきま

す。最初は大人のようにはいかず、なかなかごみ

を集めることができなかった隊員たちでしたが、

徐々に要領を覚えてごみの多い場所がわかって

く ると、ゲーム感覚でごみ拾いを楽しんでいまし

た。隊員たちは、特に駐車場や飲食店の近くには、

タバコや菓子袋が多く あることも気づきました。

３０分ほどで公民館に戻ってきましたが、見回

りの状況報告と、ごみを減らすためにどうしたら

いいか、をグループごとに話し合って発表します。

防災会の方たちも一緒に参加して、隊員たちの発

“表を聞いてくださり、 みんなの捨てないという

”気持ち が大切、との意見には大きな拍手が沸き

ました。参加した隊員たちは、より一層美化に対

する意識が高まり、日頃の防災会の活動に感謝の

気持ちを伝えて、この日は終わりました。

指導・ 協力： 美住町自治会（ 防災会）

この日は、毎年恒例で行っている美化ポスター

作りを行いました。参加者は隊員１２名、保護者

１名に加え、隊員の妹さんも準隊員として参加し

てくれました（ 可愛らしく一生懸命お兄さん、お

姉さんのまねをしていました）。

参加した隊員たちは、公民館だけでなく 、町じ

ゅうきれいになって欲しいとの思いを込めて、絵

を描き、文字を入れて、夢中で作成します。さす

が、と思ったのは、ただ描くだけではなく 、どう

見せれば効果的に伝わるのか、を考えながら作成

しているところです。７月に始まった長丁場の活

動を８回もこなしてきた隊員たちは、実際自分た

ちの行ってきた外の清掃や見回りなどを振り返

りながら、具体的なフレーズを入れるなどして、

見せ方に工夫をしていました。

公民館の敷地内外では、残念ながらいまだに

ごみの投げ捨てや犬の糞尿をそのままにしてい

く人が見受けられます。隊員が作成したポスター

を見て、マナーが向上することを願っています。

公民館階段踊り場に飾ってあるポスターや活動報告 

８月３０日（ 金） 第４回

美住町自治会（ 防災会）の見回りに参加

１月１８日（ 土） 第９回

美化ポスター作り
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全１０回の活動予定のところ、新型コロナウイルス対策のため、１０回目は中止となってし

まいましたが、今後も小和田公民館お掃除隊は、毎年募集を行い活動を続けていきます。  

令和元年度、指導・ 協力いただいた多くの皆さま方、ありがとうございました。 

本年度（ 令和元年度） に実施したその他のお掃除隊活動

第２回目 ７月３０日(火)～８月２日(金) 

８月２７日(火)～３０日(金)朝活 

第３回目 ８月８ 日(木） Ｍｙ 雑巾づく り 

 講師・ 協力： 布あそびサークル 

第５回目 ９月２９日(日)障子貼り 

講師・ 協力： 障子を貼ろう会 

湘南マジシャンズクラブ 

第６回目１０月１６日(水)お年寄りと触れ合おう 

講師・協力：松浪地区社会福祉協議会 

第７回目１１月１７日(日)お米の研ぎ方とエコ掃除 

講師・協力：中丸真一さん 

第８回目１２月２１日(土)公民館大掃除 

講師・ 協力： 佐藤夢美さん 

（ 多川秀規）  



９  

利用者懇談会コーナー

公民館からのお知らせ

小和田公民館敷地内禁煙のお知らせ

「 健康増進法の一部を改正する法律」 が、令和２（ ２０２０） 年４月１日に全面施行され、望

まない受動喫煙への取り組みが一層必要となります。  

このことを踏まえ、小和田公民館では、令和２（ ２０２０） 年４月１日に、建物内禁煙から敷

地内禁煙に変更し、建物北側の喫煙場所も撤去いたしましたので、ご理解、ご協力をお願いいた

します。 

また、法の趣旨をご理解いただき、周辺道路や北側広場（ 公園） 等の禁煙にもご協力をお願い

いたします。

岡本職員よりひと言 

皆さん、こんにちは！ この４月に小和田

公民館に着任しました岡本隆司と申します。

皆様とともに力を合わせて、小和田公民館

を盛り上げてまいりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。  

中村代表からのひとこと 

令和２年４月１日付で、職員が新倉から岡本に代わりました。

他のスタッフは変更ありませんので、引き続きよろしくお願いいたします。

利用者懇談会世話人会の代表を務めさせていただいております、中村一恵です。 

昨年度、世話人会では、６月の草取りと、１２月の大掃除を行いました。どちらも大勢の方

のご参加、ご協力をいただき、無事に終えることができました。小和田公民館がいかに皆さん

に愛され、親しまれているかを、実感することができました。ありがとうございました。  

世話人は、各ブロック、サークルの輪番制で、選出されることになっております。 

… …昨今、各サークルの高齢化が進み、「 世話人など、とても 」 と、尻込みされる方もいら

っしゃるかもしれませんが、難しい事は何もありません。年に数回、無理のない程度で顔を合

わせ、意見交換等をしていただける場となればよいかと思っております。  

順番の近いサークルの方は、世話人選出をお考えいただき、ぜひ、参加していただきたく 、

よろしく お願いいたします。



１０ 

編 集 後 記

● いつまでも安心で楽しく暮らしていきたい、人とのふれあいも大切にしていきたいと
思っています。（ Ｋａ ）  

● 東京オリンピック・ パラリンピック２０２０は、約１年の開催延期となり、ボッチャ
体験の記憶をしっかり持続出来るかな？ ともあれ、第９０号が発行の運びとなり、

安堵しています。（ Ｋｉ ）  

● コロナ騒動により、発行が３か月遅れとなってしまいました。収束するまでは気を抜
く ことなくやって行きたいですが、利用者のいない公民館は寂しすぎます。（ Ｔ ）  

新型コロナウィルス感染防止対策について

新型コロナウィルス感染症拡大防止のためやむを得ないとはいえ、約４か月間も公民館利用を

休止することとなってしまいました。  

利用者の皆様も不安の中、不自由極まりない日々 を過ごされたこととお察しいたしますが、よ

うやく ７月から公民館はじめ、市の公共施設も段階的に開館していきます。  

ただ、ここで気を抜いて再び感染拡大の事態を招かないよう、利用にあたって様々 な制約を設

けさせていただく こととなり、皆様にもご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い

いたします。

小和田公民館は令和２年５月に 

開館４０周年を迎えました 


