
５月は
消費者月間
です

弁護士会、消費者団体など関係団体の皆さんと啓発グッズを

配布し、注意を呼びかけます。

悪質商法追放キャンペーン

消費者安全フェア

出前講座「かしこい消費者塾」 メールマガジン
「消費生活ほっと情報」

契約･解約トラブルなんでも110番

もしも

トラブルに

あったら

消費者ホットライン☎188
い   や   や !

お住まいの市町等の消費生活相談窓口につながります。

（郵便番号をお聞きしますので、事前にご確認ください。）

県消費生活支援センター（金沢市戸水2-30） TEL：076（267）6110

●契約の原則やクーリング・オフなどの

　基本的な法律知識をわかりやすく解説

●若者に多い消費者トラブル事例を紹介

企業の新入社員研修などに、弁護士、

司法書士、税理士などの講師を無料

で派遣します。
悪質商法をはじめ、消費者トラブルの

最新情報などを月2回程度、携帯電話や

パソコンに電子メールでお届けします。

（登録無料、通信料金は別途必要です。）

と　き

ところ 香林坊アトリオ前（金沢市香林坊1-1-1）

５月11日（土） 13：00～14：00

消費者トラブルに関する注意喚起情報や、製品安全

情報などについてパネル展示をします。

と　き

ところ 県庁19階展望ロビー（金沢市鞍月1-1）

５月10日（金）～５月23日（木）

10：00～20：00

弁護士、消費生活相談員が無料でご相談に応じます。

と　き

ところ 県消費生活支援センター

（金沢市戸水2-30）

TEL：076(267)6110

※電話でのご相談も受け付けます。

５月20日（月） 10：00～12：00

　　　　　　　 13：00～15：00

お問い合わせ・申し込み

県消費生活支援センター　TEL：076(267)6157 お問い合わせ

生活安全課　TEL：076(225)1386

特殊詐欺被害防止DVD

「騙されない！特殊詐欺対策」

●オレオレ詐欺や架空請求詐欺などの手口をドラマ形式で

紹介したDVDを制作しました。

●お近くの公民館や図書館で貸し出しを行っていますので、

ぜひご利用ください。

●県のホームページを経由して動画サイトからもご視聴に

なれます。

登録は「安全安心の消費生活情報」

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/s/ から

～誰一人取り残さない2019～

ともに築こう
豊かな消費社会

　安全・安心で豊かに暮らすことができる社会を実現するためには、消費者自らが、社会で問題に

なっていることに関心を持ち、その解決に向けて行動に移すことが大切です。一人一人が何を

すべきかを考え、よりよい社会の実現に向けて、継続的に取り組みましょう。

ぜひ
登録を！

石川県　特殊詐欺　YouTube 検 索

ふるさとふれあい能登校講座（無料）

スタートアップビジネスプランコンテスト募集

障害者雇用促進シンポジウム（無料）

金沢錦丘中学校 春の学校説明会

いしかわ耕稼塾「駅前アカデミー」受講者募集（無料）

金沢勤労者プラザレストラン出店者募集

土曜環境サロン「グリーンカーテン作り」（無料）

講座「はじめての古文書－古文書解読入門－」受講生募集

オープン教室「チョウの幼虫の飼育体験」

5月12日は「民生委員・児童委員の日」です

家族県政学習バス参加団体募集

ISICO　スタートアップ 検 索検 索

と　き　5月22日㈬　13：30～15：30
　　　　※11/6までに他に6回開催
ところ　県立生涯学習センター能登分室　　
　　　　（輪島市三井町洲衛10－11－1能登空港ターミナルビル4階）
内　容　第1回「織田信長と能登」
　　　　講師 木越 祐馨氏（加能地域史研究会代表）
※詳しくは下記へ【定員40人（先着順）】
県立生涯学習センター能登分室　TEL：0768（26）2360

 革新的なビジネスプランによって飛躍的な成長が
期待できる起業家を認定し、集中的に支援します。
対　　象　2年以内に県内で起業予定の方（平成31
　　　　　年4月1日現在で起業後5年以内の方を含む）
申込締切　6月28日㈮ 12：00【必着】
※最優秀起業家には最大600万円（スタートアップ資金500
　万円＋UIターン支援100万円）等特典あり。詳しくは下記へ

（公財）石川県産業創出支援機構　 TEL：076（267）1244

と　　き　5月24日㈮　14：00～16：30
と こ ろ　県地場産業振興センター新館（金沢市鞍月2－1）
基調講演　障害者を活かす雇用の進め方
　　　　　講師 眞保 智子 氏（法政大学現代福祉学部教授）
※事例発表＆パネルディスカッションもあります。
　お問い合わせ及び申し込みは下記へ

（一社）石川県経営者協会　 TEL：076（232）3030
労働企画課　　　　　　  TEL：076（225）1531

と　き　①5月23日㈭　②5月25日㈯
　　　　①17：30～説明会
　　　　②9：35～10：20授業見学、10：30～11：30説明会
ところ　県立金沢錦丘中学校（金沢市窪6－218）
※申込方法など詳しくは下記へ【5月20日㈪締切】
金沢錦丘中学校　　　　 TEL：076（241）8404

　農業に興味や関心がある方を対象に、平日の夜に
駅前で開催する農業入門講座です。

ところ　県女性センター（金沢市三社町1－44）
定　員　各講座50人（先着順）
※申込みは下記まで【5月31日㈮締切】

（公財）いしかわ農業総合支援機構　TEL：076（225）7621

　応募方法など詳しくは下記へ【5月31日㈮締切】
金沢勤労者プラザ　　　  TEL：076（221）7793

対　象　小学生と保護者からなる30～50人の団体
　　　　（うち保護者5人以上、複数団体の合同申し  
　　　　込みも可）
運行日　8月の平日（一部土日）
参加費　施設入場料、昼食代など実費負担
申し込み方法など詳しくは下記へ【5月22日㈬締切】

○加賀地区（かほく市以南の市町）在住の方

　男女共同参画課　　 　 TEL：076（225）1376

○中能登地区（七尾市、羽咋市、羽咋郡、鹿島郡）在住の方

　中能登総合事務所企画振興課　TEL：0767（52）6113

○奥能登地区（輪島市、珠洲市、鳳珠郡）在住の方

　奥能登総合事務所企画振興課　TEL：0768（26）2303

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/31bus/31familybus.html

　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣の委嘱を受
けた地方公務員（特別職）です。日々、地域のお年
寄りや子育て家庭などの見守り活動や、住民の方々
の身近な相談先として、さまざまな生活上の困りご
との解決支援に取り組んでいます。
　活動へのお問い合わせは、下記またはお住まいの
市町窓口まで
石川県民生委員児童委員協議会連合会　TEL：076（224）1212

厚生政策課　　　　　　     　　　 　TEL：076（225）1411

　昆虫館で行っているチョウの幼虫のカップ飼育を体験い
ただけます。上手に育てるコツもお話しします（申込不要）。
と　き　5月12日㈰　13：00～14：00
ところ　ふれあい昆虫館（白山市八幡町戌3）
ふれあい昆虫館　　　　  TEL：076（272）3417

期　　間　6月25日～10月29日の火曜日（全10回）
　　　　　昼間コース（15：00～16：30）
　　　　　夜間コース（18：00～19：30）
と こ ろ　県立図書館2階県民交流室
　　　　　（金沢市本多町3－2－15）
対　　象　 初心者および入門レベルで学びたい方
費　　用　 3,000円（資料代実費・全10回分）
申込方法　Eメールまたは往復ハガキに希望コース、
　　　　　郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、
　　　　　生年月日、県立図書館貸出カードの有無を明記
　　　　　の上、下記へ【5月17日㈮締切】
　　　　　〒920－0964 金沢市本多町3－2－15
　　　　　※個人情報は目的外に使用しません
県立図書館史料編さん室　TEL：076（223）9579

Eメール　shiryo@pref.ishikawa.lg.jp

　室内の温度上昇を防ぎ、省エネルギーに効果のある「グリ
ーンカーテン」作りの豆知識が満載の体験プログラムです。
と　き　5月18日㈯　13：30～15：30
ところ　いしかわエコハウス（金沢市鞍月2－1）
※申し込み方法など詳しくは下記へ【定員30人】

（公社）いしかわ環境パートナーシップ県民会議　 TEL：076（266）0881

　　　  と　き

6/5

6/12

6/19

6/26

7/3

７/10

　　　　　　　 講座（講師）
「作物の病気を知ろう！」
石川県農林総合研究センター 森川 千春 氏

「虫のお話し！」
石川県農林総合研究センター 笠島 哲 氏

「農業の基本は土づくり」
（株）ＪＡアグリライン石川 技術顧問 塩口 直樹 氏
「知ってる？野菜のおもしろさ」
元いしかわ耕稼塾講師 小田桐 悌二 氏

「野菜のパワー。おいしく元気に美しく！」
食プランナー・野菜ソムリエPro.つぐま たかこ 氏
農業試験場の研究あれこれ～品種開発、農業の先端技術の話～
石川県農林総合研究センター 三輪 章志 氏

毎水曜日
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石川県広報広聴室　　● 〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地　TEL：076（225）1362　FAX：076（225）1363　　  【県庁代表電話】TEL：076（225）1111
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【ウイークリーいしかわ】
5月12日㈰　PM5:40～5:45

【石川ほっとニュース】
　毎週土曜　PM5:55～6:00

【県からのお知らせ】
　毎週火・金曜
　PM2:30ごろ（3分間）

【素敵にモーニング】
　毎週日曜　AM9:55～10:00

【ほっと石川】
5月11日㈯　PM5:15～5:30
「物流・クルーズの拠点～金沢港の利用促進～」

【ぶんぶんセブン】
5月26日㈰　AM7:00～7:30
「未来に繋ぐまちづくり」

近日放送 毎週金曜、お得で役に
立つ情報を配信！！
登録はこちらから

https://
ishikawa-
mmag.com

行政相談　TEL：076（225）1100ホームページ e130500b@pref.ishikawa.lg.jpEメールhttp://www.pref.ishikawa.lg.jp/ ※広報いしかわ内の料金は全て税込み表示です。
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「ほっと石川」

Twitter Instagram

№2069　　令和元年5月8日　毎週水曜日掲載


