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蒜ご；豊麗鐘溝出蹴議思議側翻
・神奈川県では、消費生活に関する様々 な機事緩や、消費望者被害it::進わないポイ
ントなどをお話する紛鯨を無料.＂＇（！添遺していますり

．ご希望の場所~＜：：~撃的i;lj1t前向きますu 平成26 年度は約6,.000 入の方に受講
しでいただきました。ど、近所、お友達などグループの活動や、学校の授業、
社内研修などニーズに合わせてお話しますのでご利用ください。

民生委員
児童皇宮委員
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続宮市派返事ご希望4防｜弘申込書！＇±＇短金鐙手'L'~ii2肉強間郵送を榊巡似•"leさげ

神奈Jll県県民局くらし県民総消費生活様行〔送付扶不要］

｜ファクシミリ：045一宮12-sso6 1 

神奈川県消費生活出前講座講師派遣申込書

平成年月日

神奈川県県民局くらし県民都消費生活課長殿

（申込者｝

団体等の名称

代表者職・名

担当著書名

住所｛所在地〉 T 

連絡先電話番号

連絡先ファクシミリ番号

ポールアドレスザ

次のとおり、消費生活出納講座を申し込みます。

講座テーマ

Z苦慮・会緩め名称

5定 B語 自 E寺
平成 年 月 日〔

時， 分から E寺 分まで

笑 総 湯 所 ！ 線 駅より

I所在地
・・・・・・.ーー・・ー・ー・・・ー.........，・・・・・ー・・，......

〈側4車場所在ご用意〈ど古川｝ ）パえ・徒歩 分

参加対象者・λ数
人

， ー、 （国＇（と該~I＇？る場会はず－:o ・：；；ク1！： しでI:.ださい）
記餓例。近所の子育て仲間

／地織の高齢者等
ロ民斗妥民・児主主苓白 1，・、Jcノノ〈、． ロウアマネジーγー

（対象者l；：より、講座肉室主，
｜よ｜社会悩祉協議会 己保健締 I I社会制fill・

ιii変わる場合があります） 口その他資総：お~ (: 

ロ』ザ滋・ノ！？仇・ ’Vこt I I救lli~：~l こi扶草邑苛 ロ従業員 ・ .f.t.•主主

その他特icE事項



神奈川県では、 訪問販売等による不当な取引行為を行う事業者の情報を幅広く

収集するため、ホームページ上に 「悪質商法目安箱」を開設しています。

事業者からの勧誘等で、少しでも不審に思ったり、おかしいと感じた場合は、

是非、以下のページから遥議してください。

お寄せいだだいた情報は、 法令に基づく事業者指導の実筋lこ役立てさせて

いだだきます。

．ホーゐパージ

h立Q；ど／www.oref.kar官 i?:awa.jp}cnνf532147/

※検索サイトで 「神奈川県悪質商法目安箱」 でも倹索できますa

・通報いK!~く肉著書
事業者名、 勧請を受けた湯所・ 手段、

具体的な内容（悪質だと感じた勧誘方法等〉、

通報者氏名、 連絡先 など

・不当毛主取引行為V)例
食住宅の患料点俊のはずだった白lζ、

点倹の後に「k-.1,漆叢~J革撞孟盟主§JSQ玄ュー
豆.s;,五二E蓑否＿＇［る！必要があるん」 と強~ IIこ
契約を勧められた。

合大学の友人から 「この鍵痩食品を買って、

人に紹介すれば、マージンが入る．鐙翠ι
爵控室L 必要なお金は消費者金融で借りられるし、

立三gg旦濃禁盃ιJとしつこく勧誘された。

※頃遡忠弘斗容ぷtこ3聖護L目盤歪盤~りム原案豆旦皇位区議ti.か担呈豆ι
..i.rn遅ロ豆誌は..~.－－噛盆E盤立iもよ及ζ主宣旦蚤程~.I護法全車車l三空白主立~.... 

・注意事項
契約の解約や返金等、契約トラブルの解決についてのご抱践は、従来どおり、

消費生活相談窓口でお受けしますので、お近くの穏談窓口にご連絡ください。

〈悪質商法目安箱では、いただいた情報に対する白苔はいたしまぜんので、

ご了京ください。〉

・消費者ホットライン 1 88 （身近な相識窓口につながります。〉

悪質商法目安箱に関する問い合わu先

持奈川県県民局〈五ろし県民都消費生活諜指導ゲ／（.－τ
電話 045-312-J121向舘2630～Zゐ33

（土日・祝日・年来年絡め閉庁白老院く）


