
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　　　　　TEL：＃９１１０

お問い合わせ

生活安全課　TEL：076(225)1386

子どもの事故に気をつけて！
　子どもの周囲の大人たちが、子どもの身の回りの環境にちょっとした注意を払い、対策を立てることで、防げる事故があります。

常に子どもの目線で考え、危険をできるだけ排除して、子どもを事故から守りましょう。

窓やベランダからの転落事故

子どもを
事故から守る！
プロジェクト

事例

1
海、川、プールなどでの水の事故

暮らしに潜む製品事故

事例

2
～事故防止のポイント～
• 開いている窓やベランダに子ども

だけで近寄らせないよう、注意しま

しょう。

• 子どもの発達に応じ、施錠する、踏

み台になるものを置かないなど、日

頃から転落を未然に防止する環境

を整えましょう。

• 窓やベランダの手すり、網戸等が劣

化していないか定期的に点検しま

しょう。

７月25日(木)・26日（金）
10:00～16:00

金沢21世紀美術館シアター21

お金のミニ講座、お買い物ごっこ
クイズラリー、お札のパズル、お札の
かぞえ方ほか

小学生とその保護者

と　き

内　容

対　象

ところ

消費者庁では、「子どもを事故から

守る！」ための様々な取組を行う

「プロジェクト」を実施しています。

子どもの事故　消費者庁 検 索

お問い合わせ

石川県金融広報委員会　TEL：076-223-9519

お金ってなに？（入場無料）～事故防止のポイント～

• 特に夜間の乗り降
りの際は子どもの
状態が見えづらい
ことがあるので注
意しましょう。

子どもの自動車の
電動スライドドア開閉時の

挟まれに注意！

～事故防止のポイント～
• 天候の変化に注意し、事前に危険な場

所の状況を確認しましょう。また、危

険な場所に子どもを近寄らせないよう

にしましょう。

• ボートに乗る時、川で遊ぶ時などは、

ライフジャケットを正しく着用させま

しょう。

• 子どもは静かに溺れていくと言われてい

ます。周囲の人はこういった知識をもっ

て、水のそばに行くときは大人が必ず付き

添い、目を離さないようにしましょう。

• 開閉操作時には声かけを行い、子どもがド
アに寄りかかったり、手をついたりしていな
いか確認しましょう。

令和元年度自死遺族交流会（J交流会）（無料）

獣医系大学進学セミナー（無料）

石川イノベーション促進セミナー（無料）

ふるさとふれあい講座（無料）

人権啓発フェスティバル石川（申込不要、無料）

条例（案）への意見募集

高校生のためのいしかわふるさとセミナー（無料）

いしかわの農業学ぼうコース

危険物取扱者保安講習

生涯学習センター　ふるさとふれあい講座 検 索検 索

第25回参議院議員通常選挙

会場
金沢
小松
七尾
輪島

　　　と　き
9/26㈭
9/30㈪
10/9㈬、10/10㈭
10/16㈬、10/17㈭
10/31㈭

　　　　　 と　こ　ろ
石川県地場産業振興センター
アビオシティ加賀
こまつドーム
ラピア鹿島
石川県立生涯学習センター能登分室

　　　　　　　と　き
7/20

㈯
7/26

㈮

10:00～12:00
14:00～16:00
10:00～12:00
14:00～16:00

　　  と　こ　ろ
本多の森ホール
こまつ芸術劇場うらら
七尾サンライフプラザ
輪島市文化会館

と　き

ところ

内　容

対　象
参加費

　　  冬期（全５日間）
9/8、10/13、11/10、26、12/1

農作業体験（種まき～収穫）
農産物加工体験（大根寿しづくり）
15組（1組につき3人まで）
1組2,500円

 秋期（全３日間）
9/8、10/13、11/10
日曜日（11/26のみ火曜日）　9:30～11:30
河北潟干拓地内いしかわ耕稼塾ほ場（津幡町字湖東395）
農作業体験

（種まき～収穫）
25組程度
1組1,000円

　専門家による石川の文化・歴史等をテーマとした
講座です。※時間はいずれも13:30～15:00
○加賀会場
　第2回　とき・ところ　7/20㈯　加賀市文化会館
　　　　　テーマ　「加賀山中と芭蕉～芭蕉加賀山中来訪330年～」
　第3回　とき・ところ　9/15㈰　こまつ芸術劇場うらら
　　　　　テーマ　「北前船からの贈り物～ふぐの卵巣の糠漬け～」
○能登会場
　第2回　とき・ところ　8/10㈯　ラピア鹿島
　　　　　テーマ「アエノコトとアマメハギ」
　第3回　とき・ところ　9/7㈯　のとふれあい文化センター
　　　　　テーマ「能登でつくる～糀をみらいの食卓へ～」
※詳しくは下記へ【定員各回100人（先着順）】
県立生涯学習センター　  TEL：076（223）9572

と　き　8月4日㈰　11:30～16:30
ところ　輪島市文化会館（輪島市河井町20-1-1）
内　容　人権啓発講演会「それでも生きる意味はある」
　　　　講師　ドリアン助川氏（作家・詩人）
　　　　映画上映会「あん」（主演:樹木希林）
　　　　それいけ！アンパンマン　ショー
　　　　ハートフルステージ、人権啓発パネル展 など
※手話通訳・要約筆記があります
人権推進室　　　　　 　TEL：076（225）1235

と　き　7月26日㈮　10:00～17:00
ところ　工業試験場（金沢市鞍月2－1）
内　容・特別講演・研究紹介（13:00～15:00）
　　　　「いまさら聞けない人工知能～ビジネス革新は
　　　　  まだ間に合うのか、もう乗り遅れたのか？～」
　　　　講師 関口 智嗣氏（産業技術総合研究所 理事） ほか
　　　・工業試験場および企業による成果・事例発表
　　　・産総研の活動や研究成果の事例紹介　など
※プログラムなど詳しくは下記へ
工業試験場企画指導部　  TEL：076（267）8081

http://www.irii.jp

　自死遺族の方々が、寄り添い大切な思い出を語り合
い、悲しみや苦しみを共感し合う交流会を開催します。
と　き　9月7日㈯、11月2日㈯、
　　　　令和2年1月11日㈯、3月7日㈯
ところ　金沢市内（参加希望者に個別にお伝えします）
＊申し込みは下記へ
こころの健康センター相談課　TEL：076（238）5750

　将来、獣医師を目指す高校生を対象に、大学准教
授による進学セミナーと職場見学を行います。　
と　き　8月5日㈪
ところ　いしかわ動物園（能美市徳山町600）
対　象　県内在住の高校生　 定　員　20人程度
※応募者多数の場合は抽選
※金沢駅金沢港口（西口）よりバスの送迎あり
※申し込み方法など詳しくは下記へ【7/12㈮締切】
農業安全課　　　　　　  TEL：076（225）1627

【 投票で かならず届く 君の声 】
当日投票できない方は、期日前投票ができます。
今回から比例代表選挙に「特定枠」制度が導入されました。
※詳しくは、各市町選挙管理委員会まで
県選挙管理委員会　  TEL：076（225）1282

　「障害のある人もない人も共に暮らしやすい石川
県づくり条例（案）」について、県民の皆さまからの
ご意見を募集しています。
募集期間　8月9日㈮まで 
応募方法　郵送、FAX、電子メールなど
※資料は、行政情報サービスセンター、中能登・奥能登総  
　合事務所、各保健福祉センター、下記担当課窓口・
　ホームページからご覧いただけます。
障害保健福祉課　　　　  TEL：076（225）1428

　将来の進学・仕事・石川での暮らしを、親子で考えるきっか
けとしていただくため、県内4会場でセミナーを開催します。

内　容・著名人による講演（植松 努 氏/おおた としまさ氏）
　　　・石川県で活躍する企業経営者から高校生へのメッセージ
※申し込み方法など詳しくは下記へ【7月17日㈬締切】
ジョブカフェ石川　　　 　TEL：076（235）4510

https://www.jobcafe-ishikawa.jp/student/seminar2019/

※各コース、すべての日程に参加できる方に限ります。
※申し込み方法など詳しくは下記へ【8月23日㈮締切】

（公財）いしかわ農業総合支援機構　TEL：076（225）7621

講習区分、講習時間については、実施要領をご確認ください。
申込締切　7月31日㈬【当日消印有効】
申し込み方法など詳しくは下記へ
石川県危険物安全協会（消防保安課内） TEL：076（267）3165

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/bousai/shoubou/kikenbutsu/hoankoushuu.html

投票日 7月21日㈰
　　　 7:00～20:00（一部投票所を除く）

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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石川
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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】
7月20日㈯　PM5:15～5:30

「オリンピックまであと1年！～ホストタウン～」

【ぶんぶんセブン】
7月28日㈰　AM7:00～7:30

「いしかわオリジナル品種」

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
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