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●那須塩原委員会 ●活動場所：那須塩原市内 

●定例会：《場所》稲村公民館など 

     《日時》平日 9：00～11：00（月 1回程度） 

●食を中心に料理教室、みそ作りなどを企画しています。 

★お子様連れOK！一緒に活動しませんか？ 

●宇都宮南委員会 ●活動場所：宇都宮市内 

●定例会：《場所》市内地区市民センター 

     《日時》月 1回 10：：00～12：00 

●産地見学やイベント企画など楽しく活動してみませんか？ 

●宇都宮北委員会 ●活動場所：宇都宮北部から高根沢近辺 

●定例会：《場所》市内地区市民センター 

     《日時》月 1回 10：00～12：00 

●イベントを企画したり、産地見学も計画中です！お子さま連れ

OK!一緒に活動してみませんか？ 

●足利委員会 ●活動場所：足利市内、近郊 

●定例会：《場所》あしかがフラワーパークプラザ（足利市民プラ

ザ）、市民活動センターなど 

     《日時》平日 10：00～12：00（月 1回） 

●季節に応じてのイベント（主に料理教室）を企画しています。

募集は足利、佐野市内の組合員の方。年齢不問。お子様連れ OK。

無理のない範囲で一緒に活動していきましょう♪ 

●真岡委員会 ●活動場所：上三川町、真岡市、近郊 

●定例会：《場所》主に上三川町の公民館 

     《日時》平日 10：00～12：00（月 1回程度） 

●みんなで楽しくやりましょう。ためになる情報がたくさん。 

 小さいお子さんがいても大丈夫です！ 

●栃木委員会 ●活動場所：栃木市 

●定例会：《場所》とちぎ花センター他、栃木市内またはオンライン 

     《日時》月１回程度 10：00～12：00 

        （メンバーの都合を考慮します） 

●初めての方大歓迎です。みんなで楽しく活動しましょう！ 

●小山委員会 ●活動場所：小山市内など 

●定例会：《場所》よつ葉生協本部 会議室他（小山市） 

     《日時》月 1回（メンバーの都合を考慮します） 

●一緒に楽しく活動しましょう！ 

●前橋・高崎委員会 ●活動場所：前橋市内及び高崎市内 

●定例会：《場所》公民館など 

     《日時》平日 月 1回（メンバーの都合を考慮します） 

●現在少人数で活動しています。お子さん連れ OK！楽しく気軽

に参加してみませんか 

●伊勢崎委員会 ●活動場所：伊勢崎市内、近郊 

●定例会：《場所》よつ葉生協伊勢崎事務所 

     《日時》月に 1回程度（第二木曜日予定） 

●いのちと健康な暮らしを守るため、みんなで知恵を出し合って

楽しく、ためになる活動を行っていきましょう。 

●鹿沼委員会 ●活動場所：鹿沼市内 

●定例会：《場所》かぬま市民活動広場ふらっと他 

     《日時》月 1回（メンバーの都合を考慮します） 

●みんなで楽しく活動しましょう！お子様連れでも大丈夫です。 

●つくば委員会 ●活動場所： つくば市、下妻市近郊 

 ●定例会：《場所》つくば市、下妻市近郊 

     《日時》月 1回程度 

●お子様連れで活動しています。一緒に楽しく活動しましょう！ 

 

◎地区委員会 

●環境委員会 
●定例会：《場所》よつ葉生協本部、公民館他（小山市内） 

     《日時》月 1回程度 10：00～ 

        （メンバーの都合を考慮します） 

●気軽に参加しませんか？環境について知りたいことや、やりた

いことを一緒に活動しましょう！  

●文化委員会 
●定例会：《場所》よつ葉生協本部 会議室他（小山市内） 

     《日時》月 1回程度 10：00～12：00 

（メンバーの都合を考慮します） 

●心の豊かさを求め、月 1回程度のミーティングをしています。

上映会、街歩きなど楽しい企画を一緒にしましょう。 

●まんまの会 
●定例会：《場所》小山市の公民館 

     《日時》月 1回程度 10：00～12：00 

          （メンバーの都合を考慮します） 

●食べることの大切さを一緒に考えてみませんか？ 

●オンライン委員会 

●定例会：＜場所＞ オンライン会議ツール zoom 

＜日時＞ 月1回 2時間程度 日程はメンバーの予

定を考慮します。 

オンラインの月 1回の定例会、およびオンラインならではの遠方

の生産者さんや業者さん達との交流会や学習会、オンライン料理

教室などを企画します。外出しにくい方もぜひ、この機会にご自

宅で委員会活動を始めてみませんか? 初めての方も大歓迎で

す。楽しく活動しましょう! 

 

よつ葉の委員会活動は、組合員が地域や興味のあるテーマご

とに集まって主体的に活動しています。「いのちと健康・暮らし

を守る」「地産・地消 有機農業の推進」のよつ葉生協の理念を

心に留めつつ、楽しみながら自分たちのやりたいこと、知りた

いことを仲間と一緒に実現してみませんか？ お子さん連れの

参加も大歓迎です！ 

 

「地区委員会」…お住まいに近い地域で活動してくれる方 

「専門委員会」…興味のある分野で活動してくれる方 

 

応募条件：よつ葉生協の組合員で、継続的に商品を購入してい

る方 

締め切り日：3月 17日（金） 

お問い合わせ：よつ葉生協 本部 三輪、堀  

        TEL 0120－07－1613 

 

◎専門委員会 

●P４の申込書に、参加したい委員会名、組合員番号、 

氏名、住所、電話番号を記入してください。 

 

楽しい！ 友達出来る!  学びがたくさん！ よつ葉のこと話せる!  

役に立つ!  よつ葉をもっと良くできる！ 
 

2023 年度「地区委員会」「専門委員会」の委員を募集します！ 
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とちぎ消費者ネットワークよりお知らせ 

 

３月１６日（木）「消費者問題学習会」 

インターネット通販トラブルの現状と問題点～トラブルを避けるための注意ポイント～ 

消費生活相談の中で圧倒的に相談件数の多い、通信販売のトラブルの現状と問題点についての学習会をオンラインにて開催

致します。お申込方法は、ZOOM での事前の登録方式となります。 

 

講 師：一般社団法人 EC ネットワーク 理事 原田 由里 氏 

参 加 料：無料 

日 程：２０２３年３月１６日（木）１３時３０分～１５時３０分  

開 催 形 式：オンライン（Zoom ウェビナー）開催 オンラインによる視聴参加 

●お申込み方法 

栃木県生協連合会の HP から 

http://tochigikenren-coop.com/ 

＊申込み締め切り日 ３月１２日（日） 

※いただいた個人情報は学習会のみに使用します 

主催 とちぎ消費者ネットワーク （事務局：栃木県生活協同組合連合会） 

〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉 2 丁目 7-19-204 号 TEL：028-680-5592  FAX：028-680-5593 

 

☆後を絶たない詐欺被害。少しでもおかしいなと思ったら相談窓口へ。 

「未然防止」や「拡大防止」「救済」につながります。 

 

消費者ホットラインは、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として

消費者庁が開設しているもので、188 に掛けると、その時間に受け付

けている最寄りの消費生活センターの消費生活相談窓口を案内して

繋いでくれます。 

消費者ネットワーク 被害情報 下野新聞記事(2022/11/25∼12/27)より 

被害 被害者 内容 

還付金詐欺 

199 万円被害 

無職男性 66 歳 

宇都宮市 

市役所職員を名乗る男から保険の還付の電話。スーパーの ATM で、携帯電話で指示を受けな

がら指定の口座に現金 199 万円を振り込んだ。 

特殊詐欺 

1730 万円被害 

無職女性 66 歳 

足利市 

携帯電話に電話料金に関するショートメールが届いた。連絡先に電話すると、「電話がハッキン

グされ、保険に入れば返済できる。」などと言われた。金融機関から 24 回にわたり、指定の口

座に現金 1730 万円を振り込んだ。 

カード詐欺 

12 万 5 千円被害 

無職女性 77 歳 

佐野市 

複数回、警察官などを名乗る仲間が、「口座が悪用されており、キャッシュカードを回収に 

行く。」とうその電話。銀行協会職員を装った容疑者が、女性宅でキャッシュカード 5 枚をだま

し取った。口座から現金１２万５千円が引き出された。 

架空請求詐欺 

50 万円被害 

会社員男性 62 歳 

宇都宮市 

携帯電話にメールが届き、記載された電話番号に連絡すると、電話会社を名乗る男から、 

「閲覧サイトの未払いがある。支払わないと刑事訴訟を起こされる。」などと言われた。コンビ

ニの ATM で指定の口座に現金 50 万円を振り込んだ。 

特殊詐欺 

200 万円被害 

アルバイト女性 75 歳 

宇都宮市 

同居する娘の夫を名乗る男から、「大切な書類を無くした。会社でいくらか必要。代わりの人を

行かせるからお金を渡して。」などと電話が複数回あった。女性は自宅近くの路上で、娘の夫の

代理を装った男に現金 200 万円を手渡した。 

カード詐欺 

40 万円被害 

無職女性 77 歳 

足利市 

市役所職員や金融機関職員を名乗る男から、「医療費の戻りがある。近くに職員が行っているの

でキャッシュカードを渡して。」とうその電話。自宅を訪れた金融機関職員を名乗る男にキャッ

シュカード 2 枚が入った封筒を手渡した。口座から現金計 40 万円が引き出された。 

 
（表作成 理事 山本） 




