
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

警察相談専用電話　　　　　　　　＃９１１０

と　き

ところ

対　象

受講料

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」

消費者教育担い手育成研修 受講者募集

●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。

架空請求にご注意ください！

石川県　特殊詐欺　YouTube 検 索令和元年度担い手研修　石川県 検 索

　　県では、市町や地域において消費者教育の推進役となる担い手

を育成するため、消費生活に関する基礎知識や消費者被害の防止

につながる講座の実践スキルを学ぶ研修会を開催します。

　　　　　 令和元年７月～令和２年２月　
　　　　　 13:00～16:00 ＜全５回コース＞

　　　　　 石川県庁行政庁舎会議室

　　　　　 地域で消費者教育の担い手として

　　　　　 活動する意欲のある方

　　　　　 無料

～身に覚えがなければ絶対に連絡しないようにしましょう～

①送付方法が多様化
　電子メール、ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）、ハガキ、封書、電話

など様々な方法で送付され、法務省、裁判所、消費生活センター等の公的

機関や、実在する企業等をかたるケースがみられます。

②連絡を取らせようと、消費者の不安をあおる　
　「連絡しないと法的措置をとる」「給料や不動産を差し押さえる」等と

記載し、消費者に連絡を取らせようとします。

③連絡すると金銭を要求される
　消費者が連絡すると、未納料金、訴訟の取り下げのための費用等の

名目で金銭を請求されるケースがみられます。

④様々な支払い手段が悪用されている
　プリペイドカードを購入させカード番号を伝えるよう指示されるケース、

口座への振り込みを指示されるケース、「支払番号」を使ってコンビニで

支払うよう指示されるケース、現金の郵送を指示されるケース等様々な

手段がみられます。

「身に覚えのない

請求を受けた」等の

架空請求に関する相談が

多く寄せられています。

ご注意
！

最近の
手口！

未納料
金

督促状

身に覚えがなければ絶対に連絡しないようにしましょう！

不安に思ったり、執拗な請求等トラブルがあった場合はすぐ

に消費生活センター（局番なしの１８８）や警察（＃９１１０）に

相談しましょう！

　公的機関や実在する企業名をかたり、家族構成や資産状況を聞き出そう

とする「アポ電」と思われる不審な電話にご注意ください。

家族構成や資産状況を聞かれたら、すぐに電話を切りましょう！

アドバイス その電話、「アポ電」かも
～知らない番号からの
　電話に出るのは慎重に～

世界農業遺産スタディツアー参加者募集

令和元年度 美術館・歴史博物館学芸員募集

観能の夕べ

マダニによる感染症にご注意ください！

ジャパンテント ホストファミリー募集中！

金沢錦丘中学校 オープンキャンパス

能登文化講座（申込不要、無料）

白山まるごと体験教室
「探検！発見！白山ろくナイト」

シェイクアウトいしかわ 検 索検 索

県民一斉防災訓練（シェイクアウトいしかわ）

安全行動 ※約1分間の訓練です

揺れに倒される前に

世界農業遺産「能登の里山里海」 検 索検 索

東京2020オリンピック聖火リレーランナー募集

石川県　ダニ媒介感染症 検 索検 索

募集期間　7月1日㈪～8月31日㈯
応募要件　平成20年4月1日より前に生まれた方
　　　　　原則として石川県にゆかりのある方
※令和2年3月1日時点で18歳未満の方は保護
　者の同意が必要です
※国籍・性別は問いません
と　　き　令和2年6月1日㈪、2日㈫
ル ー ト　石川県内全市町を巡回するルート
スポーツ振興課　   　TEL：076（225）1391

　夜の森を歩き、灯りに集まる昆虫など、夏の夜に
見られる生き物を観察します。
と　き　7月20日㈯　18：30～21：30
ところ　白山自然保護センター（白山市木滑ヌ4）
対　象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
料　金　一人200円
※申し込みは6/20㈭から電話で下記へ【定員20人（先着順）】
白山自然保護センター　  TEL：076（255）5321

　プロによる能と狂言を気軽に鑑賞ください。
と　き　7月6日～8月31日の毎週土曜日
　　　　17：00開演（16:30開場）
ところ　県立能楽堂（金沢市石引4-18-3）
料　金　1,000円（7/27㈯は3,000円）※当日券あり
※チケットのお求めは、県立能楽堂、県立音楽堂
　チケットボックス、金沢能楽美術館、香林坊大和
　プレイガイド、e＋（イープラス）へ
○能楽体験（無料）
と　き　観能の夕べ上演前（7/27㈯を除く）
　　　　15：30～（15：00受付開始、40分程度）

【定員各20人（先着順）※当日の鑑賞者に限る、要事前申込】
県立能楽堂　　　　　　  TEL：076（264）2598 

※受験資格、申込方法など詳しくは下記へ
県立美術館　　　　　　  TEL：076（231）7580

県立歴史博物館　　　  　TEL：076（262）3236

　親子で能登の里海を体験し、世界農業遺産「能登
の里山里海」への理解を深めていただけます。
と　き　8月4日㈰　9：00～17：50
ところ　のと海洋ふれあいセンター（能登町字越坂3-47）
　　　 （金沢駅金沢港口（西口）にて集合・解散）
内　容　磯観察、貝殻細工工作など
定　員　親子15組（抽選）【7月7日㈰締切】
参加費　大人1,000円／人、小中学生500円/人

※詳しくは

里山振興室　　　　　　  TEL：076（225）1648

と　き　7月10日㈬　11：00
◇地震の揺れから自分の身を守る「安全行動」を、それ
　ぞれの場所で一斉に行う訓練の参加者を募集します。

申し込み  右の二次元バーコードまたは下記で検索し、
　　　　 県ホームページから事前登録【7/5㈮締切】

危機対策課　　　　  TEL：076（225）1488

と　き　7月6日㈯　13：30～15：00
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　千田嘉博「七尾城から読み解く戦国時代」
　　　　講師  千田 嘉博氏（奈良大学教授）
※詳しくは下記へ
県立生涯学習センター能登分室　TEL：0768（26）2360

　併設型中高一貫教育校の学びを体験しませんか。
※今年からクーラーが入ります。
と　き　7月28日㈰ 午前の部8：30～12：30
　　　　　　　　　 午後の部12：20～16：00
ところ　県立金沢錦丘中学校（金沢市窪6－218）
内　容　校舎見学、ミニ授業、掲示コーナー、部活動見学など
　　　　※40人程度のグループで約90分の見学を行います
※申込方法など詳しくはHPか下記へ
金沢錦丘中学校　　　　  TEL：076（241）8404

　日本各地で学ぶ留学生を受け入れてくださる家庭
を募集します。（3泊4日）
＜金沢市・野々市市・内灘町在住の方＞
　8月25日㈰～28日㈬
＜上記以外の市町在住の方＞　
　8月22日㈭～25日㈰
※申し込み方法など詳しくは下記へ
ジャパンテント開催委員会事務局　TEL : 076（255）2446

http://japantent.com

　マダニにかまれないため、草むらや藪などに入る
場合は、下記のことに気をつけましょう。
・長袖・長ズボンを着用する（シャツの裾はズボンの中に、
　ズボンの裾は靴下や長靴の中に入れる） 
・足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首にタオルを
　巻くなど、肌の露出を少なくする
・服は、マダニを目視で確認しやすい明るい色のものにする 
・虫除け剤を利用する

※詳しくは

健康推進課　　　　　　  TEL：076（225）1438

区　　分

募集分野

申込締切

石川県立歴史博物館
日本美術史 1人
日本近世史 1人

7月22日㈪
【当日消印有効】

石川県立美術館

日本美術 2人

7月16日㈫
【当日消印有効】

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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放送

石川
テレビ

北陸
放送

エフエム

石川

テレビ
金沢

北陸
朝日

【ウイークリーいしかわ】
 毎週日曜　PM5:25～5:30

【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】
6月22日㈯　PM5:15～5:30

「夏の節電対策」

【ぶんぶんセブン】
7月7日㈰　AM7:00～7:30

「クルーズと物流の拠点 金沢港」

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

№2075　　令和元年6月19日　毎週水曜日掲載

PM5:15～5:30

近日放送


