
いしかわの里山里海展いしかわの里山里海展
学ぼう！ 暮らしに活かそう！
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・過去・現在・未来のクルマの

　環境技術をみてみよう！

・わが社の技術が世界を救う！

　県内企業の環境技術紹介

・エコカー試乗会　など

お問い合わせ  温暖化・里山対策室 TEL：076（225）1462 ／ 里山振興室 TEL：076（225）1631

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

遊ぼう！ 体感しよう！
・ゴミアート展＆制作体験！

・森のおもちゃ遊園地で

　「木」の やさしさに触れよう！

・古新聞でコサージュづくり

　など

いっしょに見よう！ 考えよう！
8月24日㈯  11：00～
　ミス・アース トークショー、環境クイズ大会

8月25日㈰ 13：30～
　お笑いで環境を考えよう！ ココリコ・遠藤 章造氏

8月25日㈰ 15：00～
　あっと驚く環境科学実験！ 阿部 清人氏  など

8月24日㈯ 12：00～15：00
　エシカル・ファッション対談
　　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　増田　貴史氏
　　友禅空間　工房久恒　　　　　 久恒　俊治氏
　エシカル・クッキング
　　料理実演：青木クッキングスクール  谷　敬子氏
　　　①エシカルソースでナスのピザ風
　　　②カンタンふわふわ蒸しパン

あなたの消費が
世界の未来を変える

エシカル消費（人や社会、環境に配慮した消費行動）を楽しく学ぼう！

エシカル・ラボin石川

▲鎌田　安里紗氏

▲生きものふれあいコーナー

▲ゴミアート

　 ココリコ

▲ 遠藤 章造氏

▲森のおもちゃ遊園地

サイエンス
インストラクター

阿部 清人氏

▲

▲ライチョウ ▲トキ

▲能登町産ブルーベリー

桜貝細工、絵付け、友禅バッジ、羊毛

フェルト、竹細工、皮細工など多数！

・里山のカブトムシ、クワガタ

・里海のヒトデ、ウニ、ヤドカリ

・白山ろくのニホンザル、カモシカ（はく製） など

生きものクイズにチャレンジすると

オリジナルバッジなどをプレゼント！

・トキやライチョウってどんな鳥？

  パネル展示で学ぼう！

・いしかわ動物園内「トキ里山館」、

  「ライチョウの峰」の紹介

・トキの折り紙体験

トキクイズに正解したお子様（中学生以下）に
いしかわ動物園「子ども無料券」プレゼント！
トキクイズに正解したお子様（中学生以下）に
いしかわ動物園「子ども無料券」プレゼント！

次世代のためにクールチョイス

※プラスチック容器・包装を削減するため、ご来場の際にはマイバッグ・マイボトルをご持参ください。

夏休みの工作を作ろう！
里山里海体験教室

見て、触れて、感じて学ぶ！いしかわの生きものたち

「トキ」「ライチョウ」の紹介

里山里海の豊かな食の恵み

・揚げ浜塩やブルーベリーなどの

  「能登」の一品認定商品や、

  ジビエ商品などの販売

 （ジビエの試食会も開催！）

▲
揚
げ
浜
塩

行政書士試験

女性のための就職準備セミナー（無料）

まいぶん・バックヤード・ツアー（申込不要、無料）

「わたしと介護」作文コンテスト

児童扶養手当の現況届手続きを忘れずに！

産業技術専門校の入校生（令和元年10月）募集

石川県認知症フォーラム

県営住宅の入居者募集

虫とり名人大会 ・ 秋の陣

いしかわ結婚支援センター 検 索検 索

結婚を希望する方へ2019年全国家計構造調査 登録無料

女性ジョブサポート石川 検 索検 索

石川県認知症フォーラム 検 索検 索

　　　　　　　 校　　名
小松産業技術専門校（小松市青路町130）
TEL：0761（44）1183
金沢産業技術専門校（金沢市観音堂町チ9）
TEL：076（267）2221
七尾産業技術専門校（七尾市津向町ヘ34）
TEL：0767（52）3159
能登産業技術専門校（能登町松波3-60-3）
TEL：0768（72）0184

　　　  科目（訓練期間）
溶接科、生産設備製造科（6カ月）
情報ビジネス科（6カ月）
ワークサポート科（6カ月）
※発達障害者対象

土木建築科（6カ月）

造園科、建築科（6カ月）
OA科、情報ビジネス科（6カ月）

定  員
各10人
15人

5人

15人

各20人
各10人

調査期間　10月から11月まで
調査方法　全国から無作為に選ばれた世帯を対象
　　　　　に、調査員が訪問します。回答内容は
　　　　　統計法により厳重に保護されます。
調査内容　世帯状況、日々の収入、支出、貯蓄等の
　　　　　状況など（調査の種類によって異なります）
統計情報室　　　　  TEL：076（225）1343

受付期間　8月30日㈮まで（土日祝を除く）
※児童扶養手当は、ひとり親家庭などの児童の生活
　を支援するために支給される手当です。
※2年間手続きをしないと受給資格がなくなります。
手続き・問い合わせ先　各市町福祉担当課
少子化対策監室　　 　　 TEL：076（225）1421

　「わたしと介護」をテーマとした作文を募集します。
テーマ　介護に関すること
対　象　県内の小中学校・特別支援学校に在籍する
　　　　児童・生徒
　　　　　小学生の部　4年生～6年生
　　　　　中学生の部　全学年
※応募方法など詳しくは下記へ【9月9日㈪締切】
厚生政策課　　　　　　  TEL：076（225）1419

　普段は見ることのできない埋蔵文化財センターの裏側
や「いしかわの発掘展」を職員の解説付きで案内します。
と　き　8月30日㈮までの平日
　　　　10：30～11：30頃
ところ　県埋蔵文化財センター（金沢市中戸町18-1）
県埋蔵文化財センター　  TEL：076（229）4477

と　　き　11月10日㈰　13:00～16:00
と こ ろ　金沢医療技術専門学校（金沢市堀川新町7-1）
申込締切　8月30日㈮【当日消印有効】
※申し込み方法など詳しくは下記へ
総務課　　　　　　　　  TEL：076（225）1232

https://gyosei-shiken.or.jp/

内　容　働く前に知っておきたい「お金」に関する  
　　　　セミナーです。保険や年金の制度について
　　　　お話します。
対　象　これから就職、再就職を考えている女性
※申し込み方法など詳しくは下記へ
①女性ジョブサポート石川 加賀サテライト　TEL：0761（21）2223

②　 　　　〃　　　　  　金沢センター　TEL：076（231）3149

○「縁結びist」制度への登録募集！
　結婚相談やお見合いの仲介を「縁結びist（ボランティ
　ア）」がお世話します。
○メールマガジン登録者募集！
　婚活イベントなどの最新情報をお届けします。

※詳しくは

いしかわ結婚支援センター　TEL：076（255）1508

　野外生態園で、昆虫採集を行い、制限時間内に採
集した種類の多さを競います。
と　き　9月8日㈰　13:30～
ところ　昆虫館野外生態園（白山市八幡町戌3）
対　象　小学生と保護者（2人1組）
※入館料は別途必要です
※申し込みは下記へ【定員20組（先着順）、本日9:00より電話受付】
ふれあい昆虫館　　　　  TEL：076（272）3417

対象物件　県内51団地の住宅
入 居 日　11月1日㈮以降
募集期間　12月13日㈮まで
受付時間　9:00～17:45（土日祝は平和町店のみ受付可能）
※物件の所在地、入居要件など詳しくは下記へ
県営住宅管理センター　平和町店　TEL：076（241）5370

　　　　〃　　　　　金沢駅西店　TEL：076（232）5140

　　　　〃　　　　野々市駅前店　TEL：076（246）1320

と　き　9月28日㈯　13：00～16：30
ところ　県地場産業振興センター本館大ホール（金沢市鞍月2-1）
講　演　①「みんなで知ろう共生と予防」
　　　　　 講師 村井　裕 氏（石川県医師会理事）
　　　　②「支える側が支えられるとき
　　　　　 ～認知症の母が教えてくれたこと～」
　　　　　 講師 藤川　幸之助 氏（詩人・児童文学作家）
　　　　③「小松市における認知症の取り組み」
　　　　　 講師　小松市長寿介護課
※申し込み方法など詳しくは下記へ（先着順）

長寿社会課　　　　　　  TEL：076（225）1498

対　象　技術習得意欲・就職意志のある方で、公共
　　　　職業安定所長の受講あっせんを受けられる方
※応募方法など詳しくは各産業技術専門校または
　最寄りの公共職業安定所へ【9月10日㈫締切】
労働企画課        　　   　TEL：076（225）1533

　　 と　き
①8/28㈬
　10:00～12:00
②9/19㈭
　10:00～12:00

　　　   ところ
①能美市寺井地区公民館
 （能美市寺井町ヨ47）
②石川県本多の森庁舎
 （金沢市石引4-17-1）

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

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】
8月31日㈯　PM5:15～5:30

「防災力の強化」

【ぶんぶんセブン】
9月15日㈰　AM7:00～7:30

「元気に体をリフレッシュ」

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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