
１ 街頭キャンペーン

市町・センター名 日 時 場 所 連絡先

賀茂広域
消費生活
センター

下田市
南伊豆町

12月 26 日（月）
10 時～11 時

マックスバリュ下賀茂店
（賀茂郡南伊豆町下賀茂字日詰 257-１）

0558-24-2206
(賀茂広域

消費生活ｾﾝﾀｰ)

東伊豆町
河津町

12月 14 日（水）
11 時～12 時

マックスバリュ稲取店
（賀茂郡東伊豆町稲取 1699-11）

松崎町
西伊豆町

12月 13 日（火）
15 時～16 時

マックスバリュ松崎店
（賀茂郡松崎町江奈 303-１）

東部県民生活
センター 12月２日（金）

13時30分～14時30分
ららぽーと沼津

（沼津市東稚路字東荒301-３）

055-951-8207
(東部県民
生活ｾﾝﾀｰ)沼津市

熱海市
12月５日（月）
15 時～16 時

マックスバリュ熱海店
（熱海市中央町 19-39）

0557-86-6191

伊東市
12月11日（日）
14 時～15 時

伊東ショッピングプラザデュオ
（伊東市玖須美元和田 720-143）

0557-52-3002

三島市
12月９日（金）
15 時～15 時 30 分

イトーヨーカドー三島店
（三島市中田町９-30）

055-983-2621

御殿場市
12月６日（火）
16 時～17 時

(1)カインズ御殿場店
(御殿場市茱萸沢 30-１)

(2)マックスバリュ御殿場便船塚店
（御殿場市東田中 1015-１）

0550-82-8400

裾野市
12月７日（水）
11 時～12 時

(1)マックスバリュベルシティ裾野店
（裾野市佐野 1039）

(2)マックスバリュ裾野店
（裾野市佐野 1513-１）

(3)マックスバリュ裾野茶畑店
（裾野市茶畑２-１）

055-995-1854

伊豆市
12月15日（木）

10 時 30 分～11 時 30 分
マックスバリュ修善寺店
（伊豆市修善寺 66）

0558-72-9858

函南町
12月12日（月）
10 時～11 時

エブリイビックデー函南店
（田方郡函南町間宮 511-１）

055-979-8114

長泉町
12月23日（金）
16 時～17 時

マックスバリュ竹原店
（駿東郡長泉町竹原 383-９）

055-989-5514

小山町
12月 15 日（木）
９時～10 時

ＪＡふじ伊豆 小山支店
（駿東郡小山町藤曲 56-３）

0550-76-6130

富士市
12月６日（火）
11 時～12 時

(1)西友富士青島店
(富士市青島町 218)

(2)マックスバリュ富士八幡町店
（富士市八幡町６-３）

0545-55-2750

富士宮市
12月14日（水）

10 時 10 分～11 時 30 分
（チラシ配布終了時）

(1) 富士宮市役所庁舎前
（富士宮市弓沢町 150）

(2)エブリィビックデー富士宮店
（富士宮市富士見ヶ丘 304-１）

(3)パワースーパーピアゴ
（富士宮市東阿幸地 541）

0544-22-1132

中部県民生活
センター 12月13日（火）

９時 30 分～９時 50 分
ＪＲ静岡駅コンコース
（静岡市葵区黒金町 50）

054-202-6016
(中部県民
生活ｾﾝﾀｰ)静岡市



２ 講演・研修会

３ パネル展示等

市町・センター名 日 時 場 所 連絡先

牧之原市
12月10（土）

15 時～16 時 00 分

(1)スーパーラック相良店
（牧之原市波津３-51）

(2)フードマーケットマム相良
（牧之原市大沢 642-１）

(3)カネハチ榛原店
（牧之原市細江 4475）

(4)KO マーケットファンモール店
（牧之原市細江 1334-１）

0548-23-0088

西部県民生活
センター

12月14日（水）
12 時～13 時

浜松駅構内及び北口・南口、
ソラモ周辺

（浜松市中区砂山町６-２他）
053-458-7116

袋井市 12月下旬

(1)ＪＲ袋井駅
（静岡県袋井市高尾 1211-１）

(2)イオン袋井店
（静岡県袋井市上山梨４丁目１-２）

0538-44-3136

御前崎市 12 月中旬
マックスバリュ浜岡店

（御前崎市池新田 5832-１）
0537-85-1135

市町名 内容 日 時 場 所 連絡先

沼津市
高齢者向け

消費者啓発出前講座
12月６日（火）
９時30分～11時

愛鷹地区センター
（沼津市東原358-１）

055-934-4841

御殿場市

種から学ぼう
～今こそ家庭菜園～
（消費者被害防止啓発

実施予定）

12月15日（木）
10時～12時

御殿場市民交流センター
ふじざくら

（御殿場市萩原988-１）

0550-82-8400
(くらしの安全課)
0550-70-6800
(市民交流ｾﾝﾀｰ)

裾野市
ふれあいサロン
（高齢者向け

消費者被害防止講座）

12月２日（金）
14時～15時

裾野市役所深良支所
（裾野市深良657）

055-995-1854

浜松市
スマートフォン初心者の

シニア向け
「消費生活」教室

１月26日（木）
13時30分～15時30分

クリエート浜松
（浜松市中区早馬町２-１）

053-457-2635

市町名 日 時 場 所 連絡先

東部県民生活
センター

（沼津産業ビル）
12月１日（木）
～12月28日（水）

（東部総合庁舎）
12月１日（木）
～12月28日（水）

沼津産業ビル１階ギャラリーぷらざ
（沼津市大手町１-１-３）

東部総合庁舎２階ロビー
（沼津市高島本町１-３）

055-951-8207

沼津市
12月１日（木）
～12月28日（水）

沼津市役所玄関ロビー
（静岡県沼津市御幸町16-１）

055-934-4841

三島市
12月12日（月）
～12月16日（金）

三島市役所本館玄関ロビー
（三島市北田町４-47）

055-983-2621

富士市
12月12日(月)
～12月23日(金)

※最終日は午後３時まで

富士市役所２階市民ホール
（富士市永田町１-100）

0545-55-2750

焼津市

(1)11月26日（土）
～12月10日（土）

(2)12月１日（木）
～12月28日（水）

(1)焼津図書館
（焼津市三ヶ名1550）

(2)大井川図書館
（焼津市宗高909-１）

054-626-1131

西部県民生活
センター

12月１日（木）
～12月27日（火）

浜松総合庁舎１階ロビー
（浜松市中区中央１-12-１）

053-458-7116

浜松市
12月12日（月）
～12月16日（金）

浜松市役所本庁舎１階ロビー
（浜松市中区元城町103-２）

053-457-2635


