
平成３０年度 

地域に根ざす消費者教育セミナー実施要領 

                    主催：公益社団法人 全国消費生活相談員協会 北海道支部 

 

平成３０年７月 

 

消費者市民社会の形成には、自らが主役になって選択・行動ができる消費者を育てることが重要です。

そこで地域において、基礎的な消費者力育成をめざす消費者教育セミナーを実施いたします。 

今回のセミナーでは、身近な題材から持続的消費とは何か、「わたしの消費は世界、未来へつながっ

ている」ことを体験し考える内容になっています。 

スマートフォンでは安全に使うためのネット社会のルールや製造過程から見えてくる社会問題、フェ

アトレード商品やファストファッションから公正な取引を、ワインから地域発ブランドづくりの取り組みから

次世代へ継ぐものづくりを学びます。セミナーには、映画鑑賞やアクティブラーニングなど体験型を

多く取り入れております。 

消費者問題に関心を持っている方、地域で消費者教育や啓発に携わっている方、また現役相談員の

スキルアップにも役立つセミナーです。是非、この機会にご参加ください。  

 

《 開催日時、 場所、 定員 》  

《内容》    裏面カリキュラム参照   

《対象》    ・一般消費者 

・消費者問題、消費者教育に関心のある方 

・地域で消費者問題、消費者教育に取り組むための知識を深めたい方 

・消費生活相談員を目指す方、相談員としてのスキルアップを希望する方 

《受講料》    無料 

《申込方法》  ・FAX  受講申込書に必要事項を明記しお申込み願います 

・Email hokkaido.shibu@zenso.or.jp に下記受講申込書の必要事項を送信願います 

 
《問合せ先》  連絡先電話番号を明記のうえ、上記 FAX・Email 宛てにご連絡願います。 

《申込締切》  小樽会場…平成 30 年１０月９日（火）   旭川会場…平成 30 年 11 月６日（火） 

 

《参加決定》  先着順に受け付け、申込み受付後、受講決定通知書を 10日以内に送付します。 

開催地 開催日時 開催場所 

小樽会場 平成 30 年 10 月 20 日(土) 10:00～15：40 

平成 30 年 10 月 21 日（日） 10:00～16：20 

小樽市民センター ２階 会議室 1号 2号 

小樽市民センター ３階 研修室 

（小樽市色内２丁目１３番５号） 

旭川会場 平成 30 年 11月１７日（土）  10:30～１6：00 

平成 30 年 11月１８日（日）  １０：30～１6：10 

フィール旭川 7階 会議室  

フィール旭川 7階 会議室 

（旭川市１条通８丁目１０８番地） 

定  員 各会場  ３５名程度 

後援 （予定）： 北海道・小樽市・小樽消費者協会・旭川市・（一社）旭川消費者協会 

mailto:hokkaido.shibu@zenso.or.jp


《カリキュラム》 

（１）小樽会場 

月日 時 間 テーマ 講 師 

 

１０ 

月 

20 

日 

(土) 

 

 

１０：００～１２：００ 

 

（アクティブラーニング形式） 

スマホから考える      

世界・わたし・ＳＤＧｓ 

～スマホの製造工程から考える～ 

 

認定特定非営利活動法人開発教育協会 

八木 亜紀子 

 

１３：００～１５：００ 

（親子参加可・小学高学年以上） 

実機を使ったスマホ体験 

～スマホを賢く使って、安心・安全 

にインターネットを利用しよう～ 

 

LINE 株式会社 公共政策室 

髙橋 誠 

 

15：１０～15：40 

 

スマホ契約のあれこれ 

～契約前に知っておきたい事～ 

 

 

(公社)全国消費生活相談員協会 

北海道支部 道林 正子 

 

 

１０ 

月 

21 

日 

（日） 

 

１０：００～１２：００ 

 

 

私の消費は 世界・未来 へつながっ

ている 

 ※フェアトレード 

紅茶・チョコなど 試食付き   

 

フェアトレード戦略会議（札幌市環境局) 

 幹事 佐竹 輝洋 

RCE 北海道道央圏協議会 

有坂 美紀 

 

１３：００～１4：3０ 

 

 

 

今、注目の北海道産ワイン 

～ブランド力を高めるために～ 

 

ＮＰＯ法人ワインクラスター北海道 

代表 阿部 眞久 

 

14：40～15：40 

 

 

 

ワイン産業の振興とワイン特区 

～余市町の取り組み～ 

 

前）余市町役場 経済部部長 

 細山 俊樹 

 

15：50～16：20 

 

 

暮らしに生かそう、食品表示！ 

～元気な明日のために～ 

 

 

(公社)全国消費生活相談員協会 

北海道支部 副支部長 

   小山 里美 

 

 

＊内容、講師等が一部変更になる場合もあります。

手話通訳付

き 



（２）旭川会場 

月日 時 間 テーマ 講 師 

 

 

１1 

月 

17 

日 

（土） 

 

１０：3０～１２：3０ 

（英語・日本語字幕あり） 

  DVD上映 

『ザ・トゥルー・コスト  

～ファストファッション真の代償～』 

 

華やかなファッション業界の裏側 

知られざる真実とは？  

アンドリュー・モーガン監督 メッセージ映画 

 

１３：3０～１5：20 

 

 

私の消費は“〇〇”につながっている  

※フェアトレード 紅茶・チョコなど 試食付き 

 
私の消費は“世界”に 

      つながっている 
 

 

RCE 北海道道央圏協議会 

有坂 美紀 
 

 
私の消費は“まち”に 
      つながっている 

 

 

フェアトレード戦略会議（札幌市環境局) 

 幹事 佐竹 輝洋 

 

 
私の消費は“未来”に 
      つながっている 
 

 
北海道 NGOネットワーク協議会会員

大崎 美佳 
 

 

15：30～16：00 

 

みんなで語りましょう 

 

パネラー 佐竹、有坂、大崎 

司 会 当副支部長 小山 里美  

 

 

11 

月 

18 

日 

（日） 

 

１０：3０～１２：3０ 

（アクティブラーニング形式） 

 

スマホから考える      

世界・わたし・ＳＤＧｓ 

～スマホの製造工程から考える～ 

 

 

認定特定非営利活動法人開発教育協会 

    岩岡 由季子 

 

１３：3０～１５：3０ 

（親子参加可・小学高学年以上） 

 

実機を使ったスマホ体験 

～スマホを賢く使って、安心・安全 

にインターネットを利用しよう～ 

 

 

LINE 株式会社 公共政策室 

髙橋 誠 

      

 

15：40～16：10 

 

スマホ契約のあれこれ 

～契約前に知っておきたい事～ 

 

(公社)全国消費生活相談員協会 

北海道支部 佐野 律子 

 

                           ＊内容、講師等が一部変更になる場合もあります。



平成３０年度 地域に根ざす消費者教育セミナー受講申込書 

※受講を希望するセミナー開催地に○をつけてください   

 小樽（１０月２０日） 小樽（１０月２１日） 旭川（１１月１７日） 旭川（１１月１８日）  

午前の部     

午後の部     

 ※下記太字内に必要事項を記入してください 

ふりかな 性 別  

氏  名  

（  男 ・ 女  ） 

※ 「実機を使ったスマホ体験」親子でご参加の場

合は、小学校高学年以上となります。 

お子様の年齢 （      才） 

〃  性別 （ 男 ・ 女 ） 

   〃  氏名 （         ） 

※ 10/21（日）午前のみ手話通訳付き講座  

 

手話通訳をご希望の方は〇をつけてください 

   （  ）必要です 

住  所 （〒   －      ） 

連絡先電話番号 （ 日中連絡がとれる番号をお書きください ） 

 

ＦＡＸ番号 

 

メールアドレス （ お持ちの方 ） 

 

 勤務先 ・ 所属団体名 

 

全相協会員 

 （ 一般  ・ 全相協会員 ） 

 

【申込方法】 「受講申込書」の必要事項を、ＦＡＸ、EMAIL でお申込みください。郵送（ハガキ可） 

郵送先 〒060-0042 札幌市中央区大通西１８丁目１－４３ プレジャー大通西 18－108 

（公社）全国消費生活相談員協会 北海道支部 宛 

ＦＡＸ ０１１－６２２－２７２５   EMAIL   hokkaido.shibu@zenso.or.jp 

【問い合わせ先】 

電話 ０１１－６２２－２７２５ （月・火・木 10：00～15：00）   緊急時（講座当日等）080-2296-5293 

ＦＡＸ ０１１－６２２－２７２５ （折り返しの連絡となります） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝以下、主催者記入欄＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

受 講 決 定 通 知 

           

様 

上記の講座申し込みについて、受講決定しましたので通知します。 

公益社団法人全国消費生活相談員協会 北海道支部 島谷 裕子 

mailto:hokkaido.shibu@zenso.or.jp

