エシカル・ラボ
in石川

あなたの消 費が 世 界の未 来を変える
令和元年

8/24(土)

県産業展示館 ４号館

入場無料

［１２：００〜１５：００］

※シンポジウムの詳細は裏面をご覧ください

「いしかわ環境フェア2019」
（石川県主催）
と同時開催
消費
エシカル
って
すか?
知ってま

「エシカル」を直訳すると「倫理的」
「道徳上」などとなります。
私たちは自分で使うものを自分で作っているわけではないですね。どんな人がどんな想いで作って、
それがどう運ばれてきたのか、使った後はどうなっていくのか…こんなことに思いをめぐらせてみる
こと、言い換えると人や社会、環境に配慮して消費行動をすることが「エシカル消費」です。

イヤヤンも
来るよ！

あなたの消費が世界の未来を変える! と信じて行動してみませんか。

参加無料

こども向けワークショップ

（６０分間）

世界を変える“スーパー”ヒーローになろう！

８/24(土) 15:00-16:00（20名）

８/2５(日) ①10:00-11:00（20名）

②14:00-15:00（20名）

シンポジウムにご参加された方に

消費者庁 消費者ホットライン１８８
イメージキャラクター イヤヤン

づかいワークショップ エシカル展示

（30分間）

８/2５(日)

①11:30-12:00（4名）
②13:00-13:30（4名）
③15:30-16:00（4名）

プレゼント①

事前予約をされた方を
優先させて頂きます。

木の
ストローを
つくろう

エシカル消費につながる商品を
紹介します。

８/24(土)、
８/25(日)

シンポジウムの
詳 しい 情 報 は
こちらからご覧
ください

▼
▼
▼

ワークショップ・展示コーナー

消費者庁

エシカル・ラボ in 石川

9:30 〜16:30

シンポジウム・ワークショップにご参加された方に

検索

プレゼント②

「エシカルクッキング」で紹介する「エシカルソースでナスの

能登地方で伝統的な製法で作られた奥能登

ピザ風」と、
「カンタンふわふわ蒸しパン」を召し上がりませ

塩田村の揚げ浜式塩田「浜士の塩 」を先着

んか？先着100 名様に試食券プレゼント。

300名様にプレゼント。「エシカル・ラボ iｎ

※当日に受付にて試食引換券をお渡しします。
※詳しくは裏面の申込み欄をご覧ください。
※食物アレルギーのある方はご遠慮ください。

石川 」受付にてお渡しします。

主催：

「浜士の塩」
（50グラム）

石川県

後援：環境省、農林水産省、文部科学省（予定）

シンポジウムプログラム［１２：００〜１５：００］

※登壇者、プログラムは変更になる場合があります。

開会挨拶

12:00 〜 12:10
12:10 〜 12:50

（40分間）

対談
「エシカルファッション」

第１部

〈 進行役 〉鎌田 安里紗氏

増田 貴史氏

（エシカルファッションプランナー）

（北陸先端科学技術大学院大学

久恒 俊治氏

講師）

（友禅空間

慶應義塾大学総合政策学部
科学技術により化学染料に迫る高性能
非常勤講師。高校在学中に
「草木染め染料」を創出。地元兼六桜・
雑誌『Ranzuki』でモデルデビュー。
ルビーロマン・ブルーベリー等の名産
「暮らしのちいさな実験室 Little Life Lab」主宰。 品を染料化。室温 30 秒で染まるという
特徴から加賀友禅での筆彩色を可能と
した。

13:00 〜 13:35

（35分間）

第２部

工房久恒

代表）

1973 年に加賀友禅作家鶴見保次工房に
入門、1987 年に独立し「友禅空間 工房
久恒」を開設。様々な素材に加賀友禅の
技法を応用したモノ作りをしており、現在
は兼六園菊桜などの植物染料を用いた友
禅の作品作りを行う。

活動発表

SDGs Global Youth Innovators

（金沢工業大学学生プロジェクト）
▼「 私たちは私たちの未来を救うために 」

石川県立翠星高等学校

神谷 健司氏

（株式会社奥能登塩田村（道の駅すず塩田村）駅長 ） ▼「搾汁後果皮の利活用！『廃棄果皮０システム』」

▼「 伝統製法を支える消費 」

〜これからの世界を担っていく学生が主体となり、
SDGs の考え方を世界中の人に広める〜

13:50 〜 14:50

（60分間）

料理実演者

第３部

実演「エシカルクッキング」（エシカルファッションプランナー）
〈 進行役 〉 鎌田

安里紗氏

谷 敬子氏（青木クッキングスクール 主任教諭、NPO 日本食育インストラクター 1 級、
石川県 “じわもん” 食の案内人）

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
エシカル宣言、エシカルバトン引継ぎセレモニー、閉会挨拶

14:50 〜 15:00

会場
案内

県産業展示館 ４号館
金沢市袋畠町南193番地

約3,500台収容で
きる駐車場を完備
しております。

消費者庁 消費者ホットライン１８８
イメージキャラクター イヤヤン

ＳＤＧｓについて

※「いしかわ環境フェア2019」
（石川県主催）
と同時開催

西部緑地公園

「エシカル消費」は、2015

県産業展示館
（4号館）

年 9 月に国連で採択され
た持続可能な開発目標

金沢高架橋
●病院

金沢西IC
屑川

伏見川

郵便局●

（ＳＤＧｓ）の ゴ ー ル12

60

に関連する取組です。
また、
ＳＤＧｓの推進には、

若宮大橋

北陸本線

ゴール１７で掲げられた

コンビニ●
銀行●

“パートナーシップ ” が
重要です。

JR金沢駅

J R 金 沢 駅 から

→ 北鉄バス「 下安原 」行に乗車、
「 袋畠町西部緑地公園 」下車後、徒歩5分
→ 北鉄バス「 済生会病院 」行に乗車、
「 西部緑地公園 」
にて下車
→ タクシーで約15分
お車でお越しの場合 → 北陸自動車道／金沢西インターから車で5分

シンポジウム 参加申込み

※当日、
お席を確保させていただきます。
※事前予約をされた方先着100名に、
試食引換券をお渡しします。

ウェブサイトからのお申込み

メールでのお申込み

下記URLの応募フォームからお申し込みください。

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

申込みサイトＱＲコードはこちら

●

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

https://form.caa.go.jp/input.php?select=1044

問い合わせ先 | 消費者庁消費者教育推進課

メール g.ethical-lab@caa.go.jp

電話

氏名 ●年齢 ●性別 ●TEL ●メールアドレス ●所属
（学校名、
勤務先名）

03-3507-9149

※ご記入いただいた団体や個人の情報は、
事務局で適切に管理いたします。

