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⺲㷑䄫寕鞝榟孨ٚٔ؞عشؤتُ٭ذ٤ج ٭مشـסٚؓؤ٭ذؠ

ױַי⫁勅ׇךعؕئهؘؗ
⺲㷑ֽٜٕؕرיֻ
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入場
無料
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※法律相談については紛争の金額が140万円以下の民事事件に限ります。

名古屋市消費生活センター
※相談は市内在住・在勤（学）の方が対象です。

月～土曜日
（祝休日、年末年始を除く）

午前9時～午後4時15分

消費者トラブルで困ったら
消費生活相談 く ろ ー な い

☎052-222-9671

相談
無料

【名古屋法律相談センター】
TEL 052-565-6110

愛知県弁護士会
公式キャラクター
『ひまるん』

弁護士は法律問題のオールラウンダー。
消費者問題で困ったことが
あれば、何でも弁護士に
ご相談下さい。
（借金の法律相談は無料です）

身近なくらしの中の法律家

愛知県司法書士会
☎052-683-6683

受
付
時
間

くらしの情報プラザ消費者ホットライン

☎052-222-9677☎局番なしの188
い や や

月～土曜日（祝休日、年末年始を除く）
午前9時～午後5時

年末年始を除く毎日
お近くの消費生活相談窓口につながります

開館時間受付時間

くらしに役立つ幅広い情報を提供しています

エシカル消費
ってなに？ֹ״ע־כ׆׀ך 
עכ寕鞝ٜبؙ

㏐㓊ס孨䓪榫׳⻠לםյ
ג鿥䜡מ炘⚡յ梪㗞☔

寕鞝车Ⳃךն

環境
への配慮

エコ商品や認証ラベルの
ある商品を選ぶ
ؠ٭ُׄ♀מ⿁よג״鏀כח䏔玮מ⪑⟊梪㗞ؠ٭ُؤؙ

社会
への配慮

寄付付き商品（売上金の一部が
寄付につながる商品）を選ぶ

フェアトレード商品を選ぶ

人
への配慮

障害がある人の支援につながる
商品（福祉作業所の製品など）

を選ぶ

地域
への配慮

被災地の産品を買う
地元の産品を買う
（地産地消）

.4$ր宾ٜيٚؤؙסց姡榤鞲嶎梪㗞מ鿥䜡ג幨哅ך暠ג姡榤擻ٜيٚׄ♀מ
˥䫴鬼ך❆┉עؠ٭ַُיն

㎁꤀غ٭ٝعؘؓن鏀錞ٜٚي㎁꤀ؘن նך䈱⯆璡鏀錞כ׆ַי䌕ך♭兢ם邮⿁ֿ⪜䇖乢⸊סյꝧ氦鵍┕㎁ע鏀錞غ٭ٝؓع

※架空請求、多重債務、若者特別相談等も受付しています。



⺲㷑䄫㏐㓊㝵䓪㍚⛮鵽礘閱⚡
身近なことから始めてみよう！「エシカル消費」♪⚡┉☔ֿכץ㝵䓪סעךם釱憠ךյրؙٜب寕鞝ցמ磝מככ׳յ㏐㓊מ氦⟓յ孨Ⳃס魸䇶ׅױ׀ַיն

إل］６

私たちにできるエシカル行動
～肩たたき棒をつくってみよう！～㳃䉀ֵמ䇶⼔ַםַסלם碊כץ䄄㜂יյ☔מ㏐杶ַמյ罕׀גג厫⛼ס亠磆☭ױԛ

Ⳃ槆

4$3吹㸓㝵㰢㎥㛻㰢�寕鞝縖ゖ갭ٛث٭ٔز٭ئ
クール・エシカル・ライフのススメؙםٜبよ⿁הֹסٜؕذتنؕٚյֽ 嬬蛽ך雛ם־倲ّطֿؕؓםחמ磆☭յ٭ؠ ٬ؙٜ ب ٬ٜٚ 䬠勅ؕن

إل］６

おふろdeエシカルրֽר鼧ցס孨Ⳃ磆☭յיַחמّؕذ٬تفםٜبؙךٜ٭ؠ縒ֻױն
Ⳃ槆

╈鼧㛻㰢�&4%ؙّ٭ز٭ؾُؤ
未来を創る～持続可能なコミュニティ
（SDGs＋スマート技術＋防災）の実現のために～炘⚡ס㚺מ㵚䑴յ炘⚡ֿ䧏禈氳מ禴䧏٬氦㷣亠嫎ס吾鋀յؙ ׯ㰢מ稇┉יַחמ寕鞝ٜب ֹ

إل］６

学んで実践！こんなに身近なエシカル消費䧏禈⺎耆ِٖؤם طؼ طتئצ㰢־寕鞝ٜب寕鞝縖车Ⳃ٬䙫閁ؙ׀כיכ┉ؔס նֹא榟孨泘䧗םٜهؔػ
Ⳃ槆

劔䌋⚡炘ت٤ػؕؒن٭ُ٭ٖب٤ؤ$#.4
もっと身近に！金融経済教育で生活を豊かにしよう！ꄋ踄4%כ(Tםֹסלע꞊דסֵֹֿ4%(T湳יזյ舅⮆כ׆׀ךֿהג縒ֹֻױײי 

إل］６

SDGsについて学ぼう！4%(Tס㓹儖氳ם湳閁䎎炘ס磝יֻ◫ײ鐄伺ַױגն舅⮆כ׆׀ךֿהג縒ֹֻױײי 
Ⳃ槆

劔䌋⚡炘ٕعٜؠ典宾
保健機能食品って何だろう？？攐㲊⟊⢸괏⿁ׂיז 绂ׂׄ ׂ־־ֹדסַַמ⛮骰⿁յ剚굺嚀耆괏⿁յ嚀耆䓪괏ל 辐גױײימն

إل］６

「おしえて！ヤクルトマン」ֽס־ם⽏亠ٕ٤ֿُعٜؠ韬ゖ⛮מ䍖ֽיז璻ֻױ
Ⳃ槆

⪜炘⪒仼儖┘Ⳃ榤⚡�䚁湳洈儖鼧
うさぎのマークの不動産業者団体。
ただ今、入会キャンペーン実施中！！䇗ס塷⺒鎶┘Ⳃ榤䌕ס㱦䑏כ⟓갔״┘Ⳃ榤哅縖㍚⛮ն僿ꝴ⫂מ榼鱮גײ亠עמ⪌⚡ꄋ־┒⫃峎갮ױն

إل］６

愛知県で不動産業の開業をお考えの方は、
全日愛知県本部への入会をおすすめします。⪒仼䚁湳洈儖鼧עյ鞲ꄋ䗯㕔յ⟓榫לם┘Ⳃ榤磬ㅀמ䑒釐סם䇗ס塷⺒כ㲔竮وشؓؠشفך⪜沟炘㍚嫎☔ךն

Ⳃ槆

⪜炘仼儖寕鞝榟孨ؓ٬ع٤ذٜئ٤ؤ٬٭اؕفغ注鐶⚡�╈鼧䶹鼧/"$4
私たちのエシカル行動で気候崩壊を止めようמך妳⠮㾆㙗ֿ㡎ױַיזױն⸉㍔כ銧㏐杶峪倉塛״ג״յؙ ֹױ车Ⳃ釤泡־鈝憠סٜب ն

إل］６

食品ロス削減のために今できること┩槡ס괏⿁ٞ$0מتעյ硜⧠כ٤عյ☔מ䪶⭳ꄈס硜ךն괏榟孨釤泡י⯡峎ֹױ׀ַי ն
Ⳃ槆

䚁湳洈寕鞝縖㍚⛮鵽礘⚡
成年（人）年齢の引き下げ…しっていますか?♐⽰䇗僖־塶ך䡗☔כ銧ױն㜵硜לםٜهٚع䑏鿥◄ֿ㛡丗նؓ յׇך╈㲔产ع٭آ٤ ⱱ նַׂד

إل］６

䚁湳㰢ꢙ㛻㰢�磬ㅀ㰢鼧꞊ِح
エシカル消費のアクチュアリティ
～転換期における地域企業のSDGs経営～ِح孨Ⳃך免车גז♿哅ס磝❆◄ײ鬨מյؙ նױג䫴炐ַٜؾقיַחמ䏲☪כ杯㏇㏐ס寕鞝ٜب

إل］６

䚁湳㰢媼㛻㰢�㳃䷓㰢鼧
私たちでもできる！！今日から始めよう、
SDGsから考える生活習慣萴ַ┩♏א׆־ֵך妳ׄטյ㰢榟鷼ֿ縒ֻג榟孨喋䌋ס磆☭ךն罕缵䍖յ鐍׀ךך骰鲣ם磝׆ֵסײ

إل］６

ꄋ㒮㰢ꢙ㛻㰢�╖㸓ⶉ鞦㯸ِح
企業のエシカルな取り組みについて考えよう♿哅םٜبؙס孨Ⳃよ⿁״כױյ☪䏲־׀ךֿכ׆ם؆ל寕鞝縖ס玮㕙־縒ֻٝن٤ق նױ٬㷣炐⛼⯆عش

إل］６

舗㰢귆㛻㰢�剚굺熭㰢熭
エシカル消費の視点で食品を選ぼう
―大豆から豆腐ができるまで―佅־껖刌ֵסײ雕肨ֿ㛻雕⛼־鷨爊כյ㏐榤㏐寕雕肨־־ֽכ㛻雕ס剚굺כׇ╖ꮼ 䄄ׂ㜂磆☭ױն

إل］６

䚁湳寕鞝縖⚡�⺲㷑䶹鼧
エシカル消費の一環としてリサイクルで作品の展示寕鞝縖ֿٜؠؕئٛעٜبؙסךյ熖עמהגյ仼䅻榟孨סיכ䚉ֵֿױն괏⿁ٞت扛 מ◄榫⮵מյ僗Ⲗׂ

إل］６

寕鞝縖车Ⳃؠ٭٠عشؾ$"/
エシカルってなあに…？一緒に考えてみましょう!րַחյך׆לյ鐍ֿյיזֹלց湳ֿכ׆յסאױ瑬┉塥ն

إل］６

⪜炘⪒㎁寕鞝榟孨注鐶⚡�╈鼧䶹鼧
契約に関する知識を「正しく」身に付け
消費者トラブルを防ごう！ػٞؤ焫׆ֽסך寕鞝նמ⯥כشزَךٌُت鲭⿁ٜעٜ٭澬鏀־גױמع٤ٌאրֽ鍱ց־ך

إل］６

⚡寕鞝縖㍚⛮鵽礘ׇם
エシカルバッグ（古紙を生かして…）䉬厏二绂碊榩יյؓ ؓؔظؕ նך运ׅ䣆ַյ哧ם־⠕䓪雛באն⭳⿁縖גױ⛼运ցׅր䣆סתזג

إل］６

╈◹㛻㰢�嫎㰢鼧允㼖ِح
あなたにもできる！？社会を変えるエシカル消費鲣䇗嫰泘ַיրؙٜب寕鞝ցיַחמյ熖הג寕鞝縖ֿׂ־כ׆׀ך磆☭ױ

إل］６

⺲㷑磬岷㛻㰢�磬岷㰢鼧㰢榟溿狒㲜㏐㓊䷓瓀ّ٭ز
エコホテルver3.0～ナッジを使ってエコ活動～㵸ס☔ךׄ־ז׀ם车Ⳃ㚺ֻةشػ䑴榫յؙ 䬠勅յؙםֹ➢孨Ⳃؤ նױ☭磆מ䑏╈ٜطٌؤ

إل］６

⺲㷑㝵㯸㛻㰢
三河佃煮をエシカルに食べよう全־괏ג׀י⛖拵ע⟊㰆괏יכ䧏禈⺎耆ם炘⚡ס玮䏔縖յ└媞⛖拵䇶גױت٭ٖظٞوة٭آشق״ն

إل］６

/$6�(MPCBM�+VTUJDF�1SPKFDU⺲㷑䄫玮㛻㰢⚊諰ِح
デポジロウの冒険
―プラスチックごみ削減のための提案―宾嬣娘刌䦡㛻סײׇؠشزتٚو⯡峎泘䧗ג二ַ炘⚡⯆䈱䬠勅⺱侇ٜبؙמ寕鞝מ注䑴ַ❫⡁鈝䬠勅ױն

إل］６

⪜炘寕鞝縖꞊鵽㵠ꝛ㳃⚡閱"$"1
モノづくりをインターネットで体験！
ACAPバーチャル工場（施設）見学ך┕عشؾ괏⿁굁乢յ舅Ⳃ髪յ榟孨榫⿁טؿٓסלם 孨榫ׇץյ☪ַם׀ךס䄄㕙釤㰢ך焫ػٞؤնױ׀ך釤㰢ׂ ׂד ַ

إل］６

䚁湳洈䋰閾㚖⚡�寕鞝縖㡦⚡
消費者トラブルに心当たりはありますか？
～弁護士による法律相談行います！～րיז׆寕鞝縖־ٜهٚعցכ䓙עױגז注鐶־؆ױײי䋰閾㚖ֵֽֿסגם䖽ײ鉮婊ֽס䣆⚥ַױ

إل］６

䚁湳洈嫎傴㚖⚡
身近なくらしの中の法律家、司法書士による無料相談会！䄫妨ס氵סױ骰鲣ם嫎䏱㳃ֵך嫎傴㚖מ注鐶⚡ꝧ⤹ױն仼䅻ֽס㍭ׇץכׇ注鐶 նַׂד

إل］６

/10嫎☔仼儖'1⚡�䚁湳䶹鼧
クイズでわかる！あなたの金融リテラシー
～賢い消費は金融リテラシーの向上から～מثؕؠ璻ֻיꄋ踄ٛزס٭بٚط ֹױײיؠؘش ն㯸ל榫ױֵثؕؠն妳鬭ٝٔزמ ׂיة٤ ד ַ

إل］６

炘焰⺲㷑䄫骰⛮꤃㲹縖焰炮鵽⺬⚡⺲骰鵽瑬┉٬تؠ٭٠瑬┉تل٭ئؕظ⺲骰鵽瑬◅٬تؠ٭٠瑬◅تل٭ئؕظ
自分たちにもできるエシカル消費って？Ⲃׄםעך־ףֹי յׂ䤗软车Ⳃך㏐㓊炘⚡כ׆םמ״גס縒ֻյ磝؆ױַךն

إل］６

稀ⳉ泸�╈鼧畘车䷓鍐❫㷀
総務省の行政相談～困ったら一人で悩まず行政相談～㎁ךלםכ׆ס◄☼ס㍭גױֵֿכ׆גזյ稀ⳉ泸ס车䷓注鐶ׇ⮵榫 ㍾עյ熹㳡׀ך注鐶ךն扛乢ַׂד 㱤ׂױն

إل］６

䄫玮䄄菚냕劅٬䄫玮稅냕劅
名古屋市消費生活センターと高校生がコラボして、
若者の消費者被害防止に取り組みます！♐⽰䇗僖־䡗䇗䇗룻ֿ塶מն냕劅榟ֿ⺱┩♏ס萴縖מ㵚յَ նױ⟓氦ך璡بٚز٬٭ذت

إل］６

/10嫎☔غ٭ٝعؘؓن⺲㷑ؠ٭٠عشؾ'5//
フェアトレードタウンなごやから地球との
フェアトレード⺲㷑㎢סغ٭ٝعؘؓنיׄ⺸מ☔ס俊כ䄫ֿ㵧全ؘن նױַי孨Ⳃ㎁꤀氳鏀㲊ׄיכ٤ؗذغ٭ٝؓع

إل］６

寕鞝縖㍚⛮

㰢劅 车䷓꞊鵽

◄哅縖参加団体一覧
令和3年度 名古屋市消費生活フェア

なごやエシカルフェア☆2021



鱔冷姡榤泸�典宾鱔䷓㷀
地産地消でつくる、地域の未来！！典宾鱔䷓㷀עյ㏐㓊ס孨䓪榫ֿםַ⛂յ䧏禈氳ם榟榤٬孱鵟٬寕鞝ס孱Ⱘ⭳յ㏐榤㏐寕ס磝䑴䭤ױַיն

إل］６

うちの郷土料理～次世代に伝えたい大切な味～ 愛知県鱔冷姡榤泸עךյ⺨㏐㓊ך鹟㲊ג齁㎻乢杼٬ַס塷⺒مبٝ璡ت٭يذ٭ظיַחמ⛼䡗յ䗯㕔氦⟓ױַיն
Ⳃ槆

䚁湳洈洈妨榟孨鐐
愛知県におけるエシカル消費の取組䚁湳洈עךյ䧏禈⺎耆ם炘⚡ס㲔杯יׄ⺸מյրؙٜب寕鞝ցס杼䒝յ䇶ׂ俊磝鶟ױַי״ն

إل］６

エシカル消費イメージ動画入賞作品及び
ポータルサイト「エシカル×あいち」PR動画䚁湳洈ֿյؙ ئٜذ٭洈َכ⿁⛼韛⪋סⳂ槆ة٭ْؕגⳓמ״ג寕鞝俊゛氦ٜب նך13Ⳃ槆סؕع

Ⳃ槆

磬岷榤哅泸�╈鼧磬岷榤哅㷀
安全・安心な生活のために
～製品事故被害・消費者トラブルから身を守ろう！～癨ⶡמعتطثؕؠם璻ֻיյ㱦⪒٬㱦䑏ם榟孨鴜ס״ג湳閁骰ֹױׄחמ 

إل］６

・ある親子の日常－電気用品を安全に使おう
・身近な消費者トラブルに御注意を！绷舅ֿ⺏儖⛼䡗յ䲯䏅յ稴ס⮣גזם׆ֽ゛氦Ⳃ槆㱦⪒٬㱦䑏ם榟孨ס״גס湳閁ׂ־ ׇ磆☭ױն

Ⳃ槆

⺲㷑䄫ص٭َت䄫妨㷀䇶绱鐐
名古屋市公式ＬＩＮＥ便利な機能をご紹介！䄫妨ס氵喋מ䏔玮ח䗯㕔ס鿥⟓סِإ⮆⮯յ寕鞝榟孨璡סゖ⺬מ侇ꝴز ױ璻ֻֽךعشٍعٔش

إل］６

名古屋市公式ＬＩＮＥのご案内。
ぜひ友だち登録を！⺲㷑䄫⪜䌋-*/&הדס氧ꎰ亠嫎䏔玮ח嚀耆יַחמ磆☭ױնהדץ氧ꎰׇי⮵榫 ׂד ַ

Ⳃ槆

րׇם梪㗞㛻㰢ց㲔车㡦⚡
なごや環境大学×SDGsրׇם梪㗞㛻㰢ցע梪㗞鐐갭وشبػع٭قכ㛻⮉4%גמ(Tס鷼䡗泘䧗ױַיն

إل］６

なごや環境大学 共育（きょういく）講座紹介動画4%(Tׂכ ַֹׂ׀梪㗞铺䈳ր⪦罫־־מ 铺䈳ցⳂ槆ך磆☭ױն
Ⳃ槆

3䫟鶟㲔车㡦⚡٬⺲㷑䄫梪㗞㷀峎ꄈ䫟鶟㲜
使い捨てプラスチックの削減へ
新しいライフスタイルを！宾嬣ؠشزتٚوゖ갭ס⸉㍔ֵך✳ַ䩰ؠشزتٚوיն㵼ך峎מ״גյ二ַٚ ־؆ױײי״㡎ٜؕذتؕن

إل］６

あおいちゃんと学ぼうプラごみ問題梪㗞ゖ갭מ艄⽏ֵֿכ؆הֵַֽյ熖ײׇٚو׀ךמהגゖ갭ס磝ײ┉稇מ㰢ֹױצ 
Ⳃ槆

3䫟鶟㲔车㡦⚡٬⺲㷑䄫梪㗞㷀鞲嶎䫟鶟㲜
“もったいない”食品ロスを削減しよう！
～賞味期限は「おいしいめやす」～湳ךַֹיז湳ַם寕鞝僿כ韛⽏僿ס鷿ַն塜ׂ 杼鉮յ괏⿁ٞت⯡峎מ磝؆ֹױײך ն

إل］６

“耳がでっかくなっちゃう”食品ロス削減チャンネル䣆⿁䅨٬ُ ׂ哧מ㴯ֿ妳鬭٭؟ 괏⿁ٞت⯡峎׀ך˘繰ם˙䗯㕔ֽ㷐ׄױն
Ⳃ槆

⺲㷑䄫梪㗞㷀梪㗞♿槆鐐
あなたにも！地球にも！未来にも！やさしいお買い物梪㗞ַמ鞙ַ擻יז䙫㛙כ哧 ַ㯸סהגל儔全סחַמ״גס鞙ַ擻釤泡־؆ױײי

إل］６

あなたにも！地球にも！未来にも！
やさしいお買い物！フェアトレードについて知ろう！梪㗞ַמ鞙ַ擻יז䙫㛙כ哧 ַ☔מյ㏐杶יַחמغ٭ٝعؘؓنַמ㰢榟ס泘稗־氦⟓ױ

Ⳃ槆

⺲㷑䄫齉䄫鱔哅䨕艄閱⚡٬⺲㷑䄫稅䷓㎻儒㷀齉䄫鱔哅鐐
地産地消！名古屋の農業ご存じですか？סׇם鱔哅כրַׇםցֿ 頇⪌׀ך僼䄫ׇ磆☭ױ

إل］６

地産地消！名古屋の農業ご存じですか？䙫㛙כ湳ַםַיյ⺲㷑ס鱔哅ׇיַחמ磆☭ױնךם؆ײ㏐榤㏐寕䇶״ ֹ
Ⳃ槆

ր㱦٬㱦ց庋ⱇ鼧峳䏔䢥㏐㓊ⱱ䫟鶟㲜כםײ
カネのこと話に出たらぜんぶ詐欺？！
～見て聴いて笑って分かる特殊詐欺～㛡喋٬邾ꥭ鍆堈ס䣆յ⮆ֽׂ־ նױ☭嘅鏤յ劲銧ׇ磆ח䏔玮מն攐墤鍆堈逇㲹䲹巶ױֻ⚥

إل］６

みなと「安・安」演劇部特別編「さまざまな詐欺＆格言」ⶉ䄐┒⮯٬㛡牊㛡喋٬蔝〱扛物٬뇠뇂뇕뇘ם鍆堈٬䖾䐵よ嫎ס丗չյ㵸妳⽏ׂ ׇׂ־⮆ 鐄伺ױն
Ⳃ槆

⺲㷑䄫寕鞝榟孨٭ذ٤ج⺲㷑䄫ص٭َت䄫妨㷀寕鞝榟孨鐐
あなたは「名古屋市消費生活センター」をご存じですか？寕鞝榟孨גזֵמٜهٚعס侇ע寕鞝榟孨ׇמ٭ذ٤ج注鐶┖ַն寕鞝榟孨ס湳閁ע舅⮆㱤յ⼽ס☔ס釤㱤מ䏔玮ױהն

إل］６

名古屋市消費生活センターのご紹介寕鞝榟孨יַחמ㵠ꝛס注鐶מ注鐶־׀ךյ寕鞝縖ٜهٚع儔抅מꡔמ״ג׃յ喋չם铺䈳䗯㕔䬠❠לם车ױַיזն
Ⳃ槆

靸ⳉ泸�典宾靸ⳉ㷀
金融トラブルから身を守るために！
～その電話・メール信じて大丈夫？～Ԃꄋ踄ֿٜهٚع㘃ⱶױַיԂ舅⮆עמ꞊➟כַם䓙־؆ױַיז倲מ䏔玮חꄋ踄 նױגַֻ⚥ֽ٭بٚٛط

إل］６

金融トラブル相談窓口「金融ほっとライン」の
ご案内～ひとりで悩まず相談しましょう～ꯏꄋס┘塜䌕⭳ِٕꄋ哅縖מ鷿嫎鞚♀לםյꄋ踄ֽךٜهٚع㍭ס꤀עր典宾靸ⳉ㷀ꄋ踄ٚכז ؕ٤ցׇ注鐶 նַׂד

Ⳃ槆

邮⿁鍐❫䤗软㓹泅嚀啶/*5&�╈鼧䶹䢥
身近な製品事故から身を守るために
「注意喚起ポスター」を展示します鏰✳榫┘嫰䙫מ邮⿁◄䷚ֿ颯ַֹם׆䣽鐄伺傴ׂ 鐆לם׳յ邮⿁◄䷚儔抅מꡔֹׁױ ն

إل］６

NITEホームページ及びYouTubeから
事故再現実験映像を配信しています◄䷚ס⫋杯㲔꽦何⥼佭ꪜյׇ 釱绱ַ׀דג骰鲣ם邮⿁◄䷚־骰㱤ֹױ ն

Ⳃ槆

⪜塜䌕㡦⚡�╈鼧◄ⳉ䢥
学んでみよう、表示のこと ～その広告、本当ですか？～䇶⼔釤י鞙גזよ⿁מյֵ ׂ־⮆ך鞲乢׀♀عتٜؕٚ٭ٜסיַחמ辐炐־ךַםעכ׆ג䚉כ 鉮鐄ױն

إل］６

仼儖嫎䶹䭤٭ذ٤ج�䚁湳㏐亠◄ⳉ䢥嫎تٚط䚁湳
通信販売や架空請求など、
身近な消費者被害のトラブルは法テラスへ┉㲊ס┖♓⪋ס亠ע扛乢ך嫎䏱注鐶ׄױ׀ךֿכ׆ն꧅鎇מ䗯㕔䬠❠ךסױַיյֽ 妳鬭מ⮵榫ׂי նַד

إل］６

⺲㷑䄫ص٭َت䄫妨㷀㏐㓊㱦⪒䫟鶟鐐
特殊詐欺に遭わないために～家族だからできること～萴ַ┩♏ס亠չ攐墤鍆堈ꡔס״ג׃㵚瓀䣆湳յ┸鈐烅撜夳מ嫰䙫צ⽛䫇ׄי逇㲹ꡔֹׁױ 

Ⳃ槆

⺲㷑䄫⢸䉓焰炮㷀⢸䉓㘃鶟鐐괏罫䥵䎎
「ベジチェック®」体験コーナー
野菜、どれだけとっていますか？րزةي ˥ױ־ֿٜي䫟㲊ꄇ蘦䯵ٝס⮆յ舅ךׄדי䇖䎎ס丗ⶇ熮䣆מlցؠؘش 丝杼⯈鿥䄭◀㲊

إل］６

⺲㷑䄫⢸䉓焰炮㷀⢸䉓㘃鶟鐐ַסהס䶹䭤䥵䎎
「ひとりで悩みを抱えていませんか？」
―どんな悩みでも相談窓口が必ずあります―ؘؗئه ր注鐶猜┉鈋ց鿥䄭╈ימն⚡㕙ױ׀ך注鐶猜ֿ吾碟ס硜ג䑴מ牊걉סײյ䖽עך磡Ⱘ脸ցס׆׆րؕع

إل］６

&DPSPOJDB�XJUIو٭ٜءًٜتإ��/BUJWF�0OF
ネイティブワンのライブ映像㶾䍖伅䄫╈䑏מ孨Ⳃյ䄫妨㍚⛮ךو٭ٜءتٚ٭ؤًٜتإסնכٞخםٜن٠ق碛丟ךتٚ٭ؤם堭ֵַׅױն

Ⳃ槆

,+5و٭ٜءت٤ر
ダンスを通してエシカル消費を知ってより良い未来を！よ⿁鞙ֹ⯥յ鞙גז䏲מյ☔炘⚡յ梪㗞כזהכ׆ס縒ֻיت٤ر鵟י㯸❠סהג荁ַ儔全⛼ ֹ

Ⳃ槆

8%$ٜؠ٭ئ٬ت٤ر٬غٜ٭�٠
世界の踊りを元気一杯お贈りします˘☔ַס䢥յֵت٤ر˙㯸ֿהגל⩕妳┉兵馈ױ

Ⳃ槆

⺲㷑䄫䄫妨孨Ⳃ䫟鶟٭ذ٤ج
「ＮＰＯフォト＆エッセイコンテスト」作品の展示
～気に入った作品にぜひ投票を！～炘⚡鐐갭ס鉮婊מ磝׳ס孨Ⳃ⫝洠ךؕجشؙכ哧ׂ 磆☭ױ

إل］６

ׇםاٚوٗؕٝخ�٭ذ٤ج嘤゛氦☔ׇם
人権は誰もが持っている幸せに楽しく生きる権利ですٝخ նֽױַיꝧ귆㎻仼烓仼־؆ױײי縒ֻיַחמ嘤☔י鵟לם꽦⛮յ髪ַךٗؕ 妳鬭ֽמ飈ׂ նַד

إل］６

⺲㷑䄫磬岷㷀榤哅♿槆鐐٬⺲㷑䄫銶ꄈ㚖⚡
11月は計量強調月間です熖סהג倲䶹ֻ銶ꄈն䎎לׄד⯥גյיכ㛻⮉ךסםն骰ס㍑ס銶ꄈס⯆䈱磝ׇיַחמײ磆☭ױն

إل］６

寕鞝縖䇳
「エシカル消費」「成年年齢引下げ」について知っていますか？րؙٜب寕鞝יז⛰ցր塶ך䡗☔כםמ⛰ֿ㚺ցלםյⳂ槆מׄ־ז׀縒ֻ־؆ױײי

Ⳃ槆

⺲㷑䄫稀ⳉ㷀♿槆鐐
SDGsってなに？4%(T湳־ױַיז4%(Tע㏐杶סכץ☔┉׳⛨מ磝־㡎ױױնֵ ״㡎־כ׆ם骰鲣גם ֹ

إل］６

☽סא

˥二㑔تٜؕؗػٞؤ䚉刌檮ס䏅ꮶמ⫂㳊ֿ㚺催םמ㕙⺬ֵֿױն


