
 

 

 

 クイズラリーに参加しよう！ 

このマークのある展示ブースを見て、クイズに答えましょう。 

クイズ用紙を 5枚集めると 1ポイントになります。 →集めたポイントに応じて 

オリジナルノベルティ（景品）と交換できます。 

（ただし、一人クイズ用紙は 50枚までとさせていただきます。） 

◆ ◆ ◆ ◆ 

１１：００～１７：００ 

 たまらんにゃ～ぬりえ（１０／７） 

 東京の木で作るサイコロ（１０／７） 

 飛び出す グリーティングカード

づくり （１０／８）  

〈食エリア〉 

１．北海道 

２．キッコーマン 

３．日清製粉グループ 

４．雪印メグミルク（株） 

５．生活協同組合 コープみらい 

６．東都生活協同組合 

７．消費者グループ「ピースオブマインド」 

 

〈消費者被害防止エリア〉 

８ （独） 国民生活センター 

９．消費者被害を考えるグループ/ 

  日本消費生活専門相談員協議会（JOCAS） 

10. 東京消費者団体連絡センター 

11. NACS東日本支部 消費者教育研究会 

12 .NACS（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタン

ト・相談員協会 

13.（一財）日本データ通信協会 

14. 東京都消費生活総合センター/ 

  東京都生活文化局消費生活部 

 

〈暮らしエリア〉 

15.（公社）消費者関連専門家会議（ACAP） 

16. 日本電気計器検定所（JEMIC） 

17. 生活協同組合 パルシステム東京 

18. 花王（株） 

19. NPO 法人 TAMAファイナンシャルプランニング研究会 

20. 東京都計量検定所 

21. NPO 法人東京都地域婦人団体連盟 

22. NPO 法人ら・し・さ 

23. フォスター・フォーラム（良質な金融商品を育てる会） 

24.（独）造幣局 

25. 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合 

26.（一財）関東電気保安協会 

27. 東京司法書士会 

28. 東京都生活協同組合連合会 

29. 東京都金融広報委員会 

〈環境エリア〉 

30. 新日本婦人の会 東京都本部 

31. 生活協同組合・消費者住宅センター 

32. 東京都環境局 

33. 国民生活産業・消費者団体連合会（生団連） 

34. 新宿区消費者団体連絡会 

35. 環境・食グループ 

36 .E P R と デ ポ ジ ッ ト 制 度 の 実 現 を め ざ す 全 国 ネ ッ ト ワ ー ク 

37.（公社）東京都リサイクル事業協会 

38. 主婦連合会 

39. 多摩のくらしを考えるコンシューマーズ・ネットワーク 

40. 中野・コンポスト連絡会 

41. 東京都地域消費者団体連絡会 

42. 福島工業（株） 

43. もりかみ協議会 

 

〈安全対策エリア〉 

44. 東京都交通安全課 

45.（一社）リビングアメニティ協会 

46 東京都生活文化局消費生活部生活安全課 

47.(一財)日本エルピーガス機器検査協会/ 

(一財)日本ガス機器検査協会 

48 こくみん共済の全労済 

49.（公社）全国家庭電気製品公正取引協議会 

50. 警視庁生活安全部（10/7） 

50. 八王子市消費生活啓発推進委員会(10/8) 

 

〈販売コーナー〉 

51. NPO 法人 手と手 

52. 東京都農業法人協会 

53.（公社）シャンティ国際ボランティア会 クラフトエイド  

54. 西東京市地産地育会 

見て、聞いて、話そう！交流フェスタ 

ＴＯＫＹＯくらしの情報広場 

201６年 10月７日（金）８日（土） 

１０：００～１７：００ 

セミナーステージ・アトラクションステージの 

プログラムは裏面をご覧ください。 

番号に色が付

いている所に

クイズ用紙が

あります。 
景品交換はこちらの

コーナーです。 

←都庁 
ＪＲ新宿駅

西口→ 

ト
イ
レ
→ 

新宿駅西口広場イベントコーナー 

 

 

 

 

販売が

あります 

 



 

 日 時 アトラクションステージ演目 出演者・グループ名 セミナーステージ演目 主催団体（講師名） 

10

月

7

日 

 

 

 

10 

トランペットとピアノによる 

オープニングコンサート 

大島健太郎＆石橋由依トランペットデュオ 

with 丸山麻美 piano 
  

しんちゃんの振り込め詐欺 防犯講話 
ひよっ子チームコント 

警視庁/東京都若手職員   

11 
江戸芸 かっぽれ 江戸芸かっぽれ やよい会 ――――――― ――――――― 

PR タイム 出展団体、マスコットキャラクター ダンボールコンポストのすすめ 中野・コンポスト連絡会 

12 

トランペットとピアノによる 
ランチタイムコンサート 

大島健太郎＆石橋由依トランペットデュオ 
with 丸山麻美 piano 

みんなで挑戦 終活クイズ！ NPO 法人 ら・し・さ 

PR タイム  出展団体、マスコットキャラクター シニア世代の身の回りの事故防止について 東京都生活文化局消費生活部生活安全課 

13 

出前寄席 
「消費者問題小噺アラカルト」 

立川がじら 風呂敷は世界を包む 東京都地域消費者団体連絡会 

ヴァイオリンミニライブ  穴澤 雄介（ヴァイオリン）高木 將雄（パーカッション） 大きく変わる！衣類の取り扱い表示 
東京都消費生活総合センター 
コンシューマー・エイド（金藤博子） 

14 

パントマイム 加納真実の時間 加納 真実 知っていると役立つ！新しい集団被害回復訴訟制度 
東京消費者団体連絡センター 

（適格消費者団体 NPO 法人消費者機構日本）  

ピーポくんの防犯教室 
ひよっ子チームコント 

警視庁/東京都若手職員 消費生活笑百科 （公社）消費者関連専門家会議（ACAP） 

15 

バルーンオーケストラⓇ ハッピーゴリラ Ⓡのかなめちゃん 熊本地震被災者支援活動報告 特定非営利活動法人ADRA Japan 

コント 「世にも魑魅魍魎な物語」 チーム☆コント 2016 「今」からどう備える？これだけは知っておきたい！老後のお金 東京都金融広報委員会 

16 
紙芝居「銭湯に行こう！」 渋谷画劇団（東京都公衆浴場業生活衛生同業組合） 消費者被害未然防止のための出前講座 NACS 東日本支部 消費者教育研究会 

Keep on smiling！ chibi   

10

月

8

日 

 

 

 

10 

ころばん体操 東京都生協連と医療生協のみなさん   

和太鼓 和太鼓 淀橋   

11 

PR タイム 出展団体、マスコットキャラクター 目指せ！健康長寿 シニアのための食ゼミナール 
東京都消費生活総合センター 
コンシューマー・エイド（横田久美） 

コント 「世にも魑魅魍魎な物語」 チーム☆コント 2016 知っていると便利 しょうゆ面白ゼミナール 
キッコーマンビジネスサービス（株） 

お客様相談センター 

12 

出前寄席 

「ダメよ、ダメダメ、ニセ電話！」 
出前寄席ユニット アクトリー みんなで挑戦 終活クイズ！ NPO 法人 ら・し・さ 

PR タイム 出展団体、マスコットキャラクター 知っていると役立つ！新しい集団被害回復訴訟制度 
東京消費者団体連絡センター 

（適格消費者団体 NPO 法人消費者機構日本）  

13 

――――――― ――――――― 風呂敷は世界を包む 東京都地域消費者団体連絡会 

～アンデスの風をあなたへ～ 下町ケーナ同好会 放っておけない空き家の話 東京司法書士会消費者問題対策委員会委員 

14 

紙芝居「銭湯に行こう！」 渋谷画劇団（東京都公衆浴場業生活衛生同業組合） 消費者被害未然防止のための出前講座 NACS 東日本支部 消費者教育研究会 

コント 「世にも魑魅魍魎な物語」 チーム☆コント 2016 知っていると便利 しょうゆ面白ゼミナール 
キッコーマンビジネスサービス（株） 

お客様相談センター 

15 

えほんうた・あそびうたライブ NPO えほんうた・あそびうた 西村 直人 消費生活笑百科 （公社）消費者関連専門家会議（ACＡＰ） 

ころばん体操 東京都生協連と医療生協のみなさん 「教育資金（クイズで考える！教育にかけるお金）」 東京都金融広報委員会 

 
16 

KanAsami ワンダーランド&フィナーレ KanAsami（カナサミ） ダンボールコンポストのすすめ 中野・コンポスト連絡会 

    

（
金
） 

（
土
） 

※プログラムは予告なく変更される場合があります

す 


