
エシカル消費とは・・・より良い社会に向けて、地域や環境、社会や

　　　　　　　　　 人々に配慮した商品・サービスを選ぶこと

お問い合わせ   生活安全課　TEL：076(225)1386

「消費者市民社会」とは…
消費者が自らの消費行動が経済や環境な

どにも影響を与えることを意識して消費

生活を行う社会のことです

　買い物で商品を選択することは、事業者に対して「お

金を投票」していることと同じです。私たちが何を選ぶ

かによって、経済だけでなく、社会や環境にも大きな影

響を与えます。

・環境への配慮→エコ商品、リサイクル製品等を選ぶ

・社会への配慮→フェアトレード商品、寄付付きの商品等を選ぶ など

「気づいてる？未来を創る消費の力」

めざそう！消費者市民社会エシカル消費に取り組もう！

消費者セミナー2019
〈参加無料 定員各70人 先着順〉 

シンポジウム

第1部　対談「エシカル・ファッション」

　進 行 役　エシカルファッションプランナー　   鎌田　安里紗 氏

　　　　　  北陸先端科学技術大学院大学講師　増田　貴史 氏

　　　　　  友禅空間 工房久恒　代表　　　　  久恒　俊治 氏

第2部　活動発表

　SDGs Global Youth Innovators（金沢工業大学学生プロジェクト） 

　㈱奥能登塩田村（道の駅すず塩田村）駅長　神谷　健司　氏

　石川県立翠星高等学校

第3部　実演「エシカル・クッキング」

　　　　　進 行 役　エシカルファッションプランナー　 鎌田　安里紗 氏

　　　　　料理実演　青木クッキングスクール主任教諭　谷　敬子 氏

あなたの消費が
世界の未来を変える

エシカルファッションプランナー

鎌田 安里紗 氏

エシカル・ラボin石川 入場無料

8月24日㈯ 12:00～15：00と  き

石川県産業展示館4号館 （「いしかわ環境フェア2019」と同時開催）ところ

内 容

事前予約をされた方先着100人に

「エシカル・クッキング」の試食券プレゼント

エシカル・ラボにご参加された方先着300人に

「浜士の塩（50g）」プレゼント

時 間：各回13:30～15:00
場 所：しいのき迎賓館3階セミナールームB

お問い合わせ・お申込み

県消費生活支援センター TEL：076（267）6157

月日 テーマ 講　師

「お金」の新知識

～キャッシュレス化と

　消費増税を見据えて～

（公社）日本消費生活アドバイザー・

コンサルタント・相談員協会

消費生活アドバイザー 長谷川 千鶴 氏

9/4

㈬

今から始める老い支度

～相続・遺言・成年後見～

司法書士・行政書士

　　　　　　森　欣史 氏

9/10

㈫

知って安心！

最近の通販トラブルと対処法

（公社）日本通信販売協会

　　 専務理事　万場　徹 氏

9/13

㈮

食生活から見る

中高年のアンチエイジング

東京農業大学名誉教授

　　　　　中西　載慶 氏

9/18

㈬

「消費者市民社会」とは…「消費者市民社会」とは…「消費者市民社会」とは… 　買い物で商品を選択することは、事業者に対して「お　買い物で商品を選択することは、事業者に対して「お

めざそう！

お問い合わせ・お申込み　 消費者庁消費者教育推進課　TEL：03（3507）9149

ウェブサイトからお申込み　 https://form.caa.go.jp/input.php?select=1044
　　　　　　　　　　 　　　　　　　      　　　　　　　申し込みはこちら▶▶▶

メールでのお申込み　 件名は「ラボ申込み」とし、下記の記載事項をお知らせください。
　　　　　　　　　　　　g.ethical-lab@caa.go.jp
　　　　　　　　　　　　・氏名・年齢・性別・TEL・メールアドレス・所属（学校名、勤務先名）

石川県の「消費者市民社会」

シンボルマーク

※個人情報は目的外に利用しません

※フェアトレード商品…開発途上国の立場の弱い生産者や労働者の生活向上を図るため、適正な価格で取引された商品

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/shohicenter/

※

「家庭の日」川柳コンクール作品募集

人権啓発講演会（無料、申込不要）

県職員（職業訓練指導員）採用試験

高圧ガス製造保安責任者等試験

県政学習バス（個人）参加者募集

狩猟免許試験（第3回）

7月・8月はイノシシ被害防止強化月間

東京2020オリンピック聖火リレーランナー募集

いしかわ道の通信簿 検 索検 索

　県ホームページで、道路を利用される皆さん
を対象にアンケート調査を実施しています。
いしかわの道ってどんな道でしょうか？たくさん
のご意見をお聞かせ下さい。
　具体的なご意見をいただいた方の中から、抽選で
20人に能登牛（2～3人前）をプレゼントします

（抽選・発送は今年度末）。
※回答方法など詳しくは下記へ
道路建設課  TEL：076（225）1721

http://www.pref.ishikawa.jp/douken/michinotsushinbo/

　「家族」をテーマに、県内在住の小中学生および
一般の方から川柳を募集します。
応募部門　・小学生、中学生の部
　　　　　・一般の部（高校生以上）
※応募方法など詳しくは下記へ【9月5日㈭必着】
健民運動推進本部（県民交流課内） TEL：076（225）1366

演題 「インターネットと人とのかかわり合い
  　　  ～突然、僕は殺人犯にされた～」
講師　スマイリーキクチ 氏（お笑い芸人）

※手話通訳、要約筆記があります
人権推進室　　　　　  　TEL：076（225）1235

試験区分　職業訓練指導員（自動車整備）
採用予定　1人
職務内容等　職業訓練指導員として、産業技術専門校
　　　　　の自動車整備系科目及び機械系科目（溶
　　　　　接等）の学科及び実技の指導業務及び職
　　　　　業訓練計画等の企画業務
申込締切　8月30日㈮【当日消印有効】
試験日（筆記・実技等）　9月22日㈰
※受験資格、申し込み方法など詳しくは下記へ
労働企画課　　　　　  　TEL：076（225）1533

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/roudou/index.html

と　　き　11月10日㈰
と こ ろ　地場産業振興センター（金沢市鞍月2-1）
出願期間　書面申請：8月19日㈪～9月2日㈪
　　　　　電子申請：8月19日㈪～9月4日㈬
※申し込み方法など詳しくは下記へ（願書交付場所）
消防保安課　　　　　   　  TEL：076（225）1481

（一社）石川県エルピーガス協会　TEL：076（254）0634

　採用された方には、商品券3万円分及び1年間無料パス
2人分をプレゼントします。※採用者が複数の場合は抽選
応募方法　郵便、電子メール、FAXのいずれかに通
称（ふりがな）、通称の説明（任意）、郵便番号・住所、
氏名、年齢、性別、電話番号、職業（または学校名・
学年）を明記し下記へ（応募1通に1点のみ）
〒920-8580 石川県経営支援課伝統産業振興室
メール:densankan@pref.ishikawa.lg.jp
FAX:076（225）1523
応募締切　8月31日㈯まで【当日消印有効】
※個人情報は目的外に使用しません
経営支援課伝統産業振興室　TEL：076（225）1526

www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/densan/dentousangyoukougeikan.html

募集期間　8月31日㈯まで
公募人数　42人
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
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
その他　パートナー企業4社でも募集中
東京2020オリンピック・パラリンピック
聖火リレー石川県実行委員会事務局　TEL：076（208）4190

　イノシシによる農作物被害の約9割が水稲で発生して
います。被害が発生する直前のこの時期に、地域で協力
して、「周辺環境の管理」、「防護柵の点検」、「捕獲の強
化」に取り組み、被害防止に努めましょう ！
農業安全課　　　　　　  TEL：076（225）1626

と　　き　9月16日（月・祝）　10:00～
と こ ろ　県地場産業振興センター（金沢市鞍月2-1）
申請期限　8月30日㈮まで
※申し込み方法など詳しくは最寄りの農林総合事務所へ
自然環境課　　　　　　 TEL：076（225）1477

　県の施設などを巡り、県政への理解を深めてもらいます。
定　員　各コース43人（応募多数の場合抽選）
※申し込み方法やコースの詳細は下記へ
【8月28日㈬（当日消印有効）】
○かほく市以南在住の成人
　運行日：9/18㈬、10/7㈪、10/20㈰、11/8㈮
　男女共同参画課　　　  TEL：076（225）1376

○七尾市、羽咋市、羽咋郡、鹿島郡在住の成人
　運行日：9/21㈯、10/3㈭、10/16㈬、11/8㈮
　中能登総合事務所　　  TEL：0767（52）6113

○輪島市、珠洲市、鳳珠郡在住の成人
　運行日：9/25㈬～26㈭、10/17㈭
　奥能登総合事務所　  　TEL：0768（26）2303

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/31bus/31kojinbus.html

石川県立伝統産業工芸館の通称募集道路利用満足度 アンケート調査の実施

加賀地区

能登地区

　　と　き
8月21日㈬
13:30～15:00
8月22日㈭
13:30～15:00

　　　　 と こ ろ
西田幾多郎記念哲学館

（かほく市内日角井1）
ラピア鹿島

（鹿島郡中能登町井田に-50）

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

北陸
放送

石川
テレビ

北陸
放送

エフエム

石川
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北陸
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【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】
8月17日㈯　PM5:15～5:30

「石川のブランド農産物
 ～酒米の新品種&能登牛～」

【ぶんぶんセブン】
8月18日㈰　AM7:00～7:30

「夏休みスペシャル
 ～大人気！水族館と動物園を探検～」

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

№2083　　令和元年8月14日　毎週水曜日掲載

PM5:15～5:30
近日放送

AM7:00～7:30
近日放送


