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楽 し く 学 ぼ う ！
府内消費者団体・NPO法人のパネル展示

公益財団法人関西消費者協会
ＴＥＬ： ０６-６６１２-２３３０　　ＦＡＸ： ０６-６６１２-００９０
Ｅ-mail： staff@kanshokyo.jp
ＵＲＬ： ｈｔｔｐ://www.kanshokyo.jp/

イベントに関する問合せ

～あなたも私も消費者市民～

大阪府消費生活センター・大阪府消費者フェア2018実行委員会主 催

公益財団法人関西消費者協会企画・運営

場　所 大阪府咲洲庁舎1階  フェスパ

▶地下鉄中央線
　「コスモスクエア」駅下車
　南東へ約600ｍ

▶ニュートラム
　「トレードセンター前」駅下車
　ＡＴＣビル直結

会場へのアクセス 会場詳細

パネルコーナー

平成30年11月4日（日）
10:00～13：30
大阪府咲洲庁舎１階　フェスパ

消費者教育推進大使
大阪府広報担当副知事

もずやん

私たちは、毎日いろいろな商品やサービスを選びながら消費生活を
送っています。こうした選択の一つひとつが社会に影響を与え、未
来をつくり上げていきます。ステージプログラム、手づくり・あそ
びコーナー、パネルコーナーなどを通じて、誰もが安全で心豊かに
暮らすことができるためのヒントを見つけてみませんか。

団体名

食

く

ら

し

パネル

環

境

八尾市消費問題研究会 
八尾市食生活改善推進協議会

東大阪市消費者団体協議会

高槻市消費者団体連絡会

NPO法人もく（木）の会

NPO法人関西消費者連合会

とよなか消費者協会

全大阪消費者団体連絡会

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・
コンサルタント・相談員協会西日本支部

岸和田市消費生活研究会

大阪友の会

NPO法人住宅長期保証支援センター

NPO法人日本主婦連合会

NPO法人消費者情報ネット

NPO法人消費者支援機構関西(KC's)

守口市消費生活リーダークラブ

寝屋川市消費者協会

かわちながの消費者協会

大阪府地域消費者団体連絡会

茨木市消費者協会

NPO法人富田林自然農法根っ子の会

ゴミ減量に 1億円節約できました

ゴミゼロ社会の実現

地球温暖化を考えよう！

近くの山の木を使ってCO2を減らそう

グリーン物流 環境にやさしいエネルギーで
きれいな青い空にしよう

サービス付き高齢者向け住宅について

あなたの街の消費者行政は？

NACSの活動紹介

岸和田市内にある介護施設について

地震などの大災害に備え
今しておきたい防災のこと

困った空き家にしない
日頃の住まいの維持管理は地震にも安心！！

健康寿命をのばそう！ライフキネティックのトレーニング

初めてのカード

KC’sの活動紹介

干し野菜をつくろう！！

発酵食のすごいパワー

新聞広告から見えてくる「健康食品」

ソースの語源と生い立ち

災害と食

安心・安全な暮らし 食と農を考えよう

ATCからの連絡橋（2F）

EV

池

ス
テ
ー
ジ
にぎわい広場

大阪府咲洲庁舎1F

クイズに

こたえて
シール

をゲット
！

相愛
大学

インテックス大阪

阪
神
高
速

湾
岸
線中ふ頭駅

地下鉄
中央
線

南港ポートタウン線

トレード
センター前駅

コスモ
スクエア駅

大阪港駅

ATC

トレード
センター前駅

コスモ
スクエア駅

Ｎ 大阪府
咲洲庁舎
（旧WTCビル）

日　時 11月4日（日） １0：００～１3：３０
今年は例年より１時間早く開始します

抽選券は先着順だよー

大阪府では、SDGｓの推進を図り、SDGｓ先進都市をめざしています。
消費生活相談は、SDGｓに掲げる１７のゴールのうち、「12 つくる責
任つかう責任」のゴール達成に寄与するものです。
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と　き

ところ

平成30年11月4日（日）
10：00～13：30
大阪府咲洲庁舎1階 フェスパ

ステージプログラム
10:00 オープニングあいさつ

もずやん（消費者教育推進大使）登場

10:10 コーナー紹介（出展者）

10:30 子ども歯磨き教室
（一般財団法人サンスター財団）

11:00～
12:00 休憩

12:00 人形劇「子どもの体によい食べもの」
（ＮＰＯ法人富田林自然農法根っ子の会）

12:20 大阪府消費者教育学生リーダー会活動紹介
「私たちはこんな活動をしています！」

12:40 クイズでお金に強くなろう！
（ＮＰＯ法人消費者情報ネット）

13:00 お楽しみ抽選会

大阪府
広報担当副知事 
もずやん

広場イメージ図（変更する場合があります）

◉は資料提供

◉大阪府青少年・地域安全室 治安対策課
◉高槻市立消費生活センター
◉ＪＡ大阪中央会

抽選券の配布 9:50～
受付（にぎわい広場）

抽選会 13:00～
にぎわい広場ステージ

参
加
費
無
料

ス
テ
ー
ジ

パ
ネ
ル

客
席

手づくり・あそび
コーナー

手づくり・あそび
コーナー

受
付

情報コーナー

安全な建物をめざして〈構造適判〉
（近畿建築行政会議）

ＡＣＡＰ消費者の声を活かした製品・パネル展示／ＡＣＡＰクイズ
（公益社団法人消費者関連専門家会議〈ＡＣＡＰ〉）

届けたい。弁護士の力～消費者トラブルクイズ～
（大阪弁護士会）

気をつけて！ 身近に起こる消費者トラブル
（大阪市消費者センター）

くらしと計量展
（大阪府計量検定所）

こんな事故にご用心
（近畿経済産業局・独立行政法人製品評価技術基盤機構〈ＮＩＴＥ〉）

ご存知ですか？ 造幣局のホールマーク
（独立行政法人造幣局）

省エネでおトクに！ 「省エネ相談会」
(大阪府地球温暖化防止活動推進センター)

消費生活について学ぼう
～栄養三色グル―プ分けにチャレンジしよう！～
（交野市消費生活センター・交野市消費生活問題研究会）

食育クイズにチャレンジ
（大阪ガス株式会社）

挑戦してみよう！ 食中毒予防クイズ
 (大阪府健康医療部食の安全推進課)

電気安全と災害防止
（一般財団法人関西電気保安協会企画部）

リサイクルで生まれたよ！～大阪府認定リサイクル製品～
（大阪府環境農林水産部資源循環課） 
＆ 府民のみなさんの心がけで「食品ロス削減」を進めましょう！
（大阪府環境農林水産部流通対策室）

ににににににぎぎぎぎぎぎ わわわわわわいいいいいい広場

情報コーナー

折り紙で「サンタさん」
（ＮＰＯ法人関西消費者連合会）

ペットボトルを使って
小物入れ
（ＮＰＯ法人日本主婦連合会）

サイコロゲームとクイズ
（茨木市消費者協会）

牛乳パックを利用した
ペン立て
（大阪府地域消費者団体連絡会）

ミニかご作り
（岸和田市消費生活研究会）

毛糸で作る苔玉
（高槻市消費者団体連絡会）

牛乳パックで作る
コロコロすべり台
（とよなか消費者協会）

牛乳パックを利用した
ポケットティッシュ入れ
（寝屋川市消費者協会）

牛乳パックから
「ぴょんぴょんかえる」
(八尾市消費問題研究会・八尾市食生
活改善推進協議会)

そのときどうする？ゲーム
（大阪府消費者教育学生リーダー会・
公益社団法人消費者関連専門家会議
〈ＡＣＡＰ〉）

天びんを作って
計量に挑戦しよう！
（大阪府計量検定所）

手づくり・あそびコーナー

先着0００人

お楽
しみ

抽選会

　印のコーナーでシールをもらってね
情報コーナー、手づくり・あそびコーナー、パネルコーナーは
シール集めの対象です。たくさんのブースなどに参加して、
シールをもらってね。

を集めて景品をもらおう！シール
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