消費」を
「わたしのエシカル
大募 集！！

エシカル消費ってなに？
実はエシカル消費は身近なものです。
例えば買い物をするときに、価格・
品質・安全性のほかに、
「これはどこ
でだれがどのようにして作ったのか
な？」「これを選んで消費することは
環境にいいことなのかな？」などと考
えて選択するだけでも、エシカル消費
につながります。
毎日のくらしのなかで、できるとこ

WEBクイズラリー

かわら版

など、
マイバックやマイ箸
ね。
って
写 真を撮って送

WEB交流フェスタ2021

ろから無理のない範囲でエシカル消
費を継続していくことが大切です。
一般社団法人エシカル協会

2021年10月22日（金）〜2022年1月31日（月）

理事

竹地由佳さんから寄せられた「私た
ちの選択が未来を変える」を掲載し
ています。
エシカル消費を分かりやすく紹介
し、取り組みへのハードルを下げて
くれるような内容です。

どんどん
チャレンジ

一般社団法人エシカル協会
理事 竹地 由佳さん

答えて、
クイズに ETしよう！
ドをG
図書カー

消費者団体・事業者・行政が「くらし」
「環境・エシカル」
「食」
「安全対策」
「消費者被害防止」の 5 つのテーマで、
知っていると役に立つ生活情報がいっぱいの展示（ウェブース）や「セミナー動画」を紹介しています。
抽選でプレゼントがもらえる「クイズラリー」、ぬりえや川柳の募集もあります。毎日訪れても見つくせない
くらい役に立つ楽しいコーナーをたくさんご用意しています！
このパンフレットは、
「 WEB 交流フェスタ2021」の内容を一部抜粋して、ご紹介します。

オンラインステージ

クイズ（5 問）に答えて応募しよう！
応募できるクイズは定期的に変わっていくので、都度チェックを忘れずに。
抽選で図書カード 500 円分をプレゼント！

プレゼント抽選への応募期間

2021 年 10 月 22 日
（金）
〜 2022 年 1 月 23 日
（日）
まで

例えばこんな問題。答えは 3 択。
（独）
国民生活センター

Q

店舗で扇風機を購入したが、もっと安い値段で
売っているのを見つけたので返品したい。
こんなとき、クーリング・オフできる？
●20 日以内ならクーリング・オフできる
●8 日以内ならクーリング・オフできる
●クーリング・オフできない

ヒントはウェブースにあり！
ふさわしいと思う番号を選んで、正解すると次のクイズ
が出てきます。
クイズに 5 問チャレンジすると図書カードの抽選に応募
できます。図書カードはオンラインで使える「図書カード
NEXT」500円分。

ぜひ、
チェックしてみてください。

体験コーナー
ぬりえ

ぬりえをして「ぬりえオンライン展覧会」に
応募しよう！

ぬりえは 10 種類。
好きなぬりえをダウンロードして、仕上げた作品の写真を撮り、応募フォームへ。
集まった作品は「ぬりえオンライン展覧会」で展示されます。

川柳

五・七・五で「お題」に挑戦！

ウェブースのエリアと共通する５つの「お題」
。
「くらし」
「環境・エシカル」
「食」
「安全対策」
「消費者被害防止」に
まつわる思い出や喜怒哀楽を五・七・五の十七文字に詠み込んで、
ご応募ください。

リンク集

やってみよう！ 作ってみよう！

「東京の木でマイ箸づくり」
のキットがもらえたり、簡単に防災グッズや棒はかりが作れたり、体験しながら学習
できるウェブサイトをご紹介します。ウェブサイトは出展団体のホームページなどにリンクしています。

「煌めくトランペットの響き」
大島健太郎／丸山麻美

セミナーステージ
エリア名

「夢の方へ」
シンガーソングライター nagi（ナギ）

「シマックの500円玉マジック」
Mr.シマック

生活に役に立つ情報を動画で展開します。どうぞご覧ください。
タイトル

ACAP へようこそ
「くらしの中の安全・安心〜かしこい消費者になろう〜」

団体名
（公社）消費者関連専門家会議 (ACAP)

自宅でできる体操ストレッチ 21 日間の体操プロジェクト1 日目 東京都生活協同組合連合会
くらし

計量検定所ってなに？ 知られざる計量の世界
AI・インターネットを活用した製品・サービスとのつきあい方
ＮＰＯ法人 ら・し・さ のあゆみ
終活意識全国調査（ダイジェスト版）

知りたかった！プラスチック容器包装のすべて
環境・
エシカル トラブル急増！火元は家庭の小型家電？〜あなたは大丈夫？
リチウムイオン電池の捨て方〜
食

で子どもはすくすく育つ」編
S マークってなぁに？

安全対策 ダメ！とび出し
住宅部品、どうして点検が必要なの？

東京都生活文化局 計量検定所
（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 (NACS) 消費者提言委員会
NPO法人 ら・し・さ
プラスチック容器包装リサイクル推進協議会
（公財）日本容器包装リサイクル協会
NPO 法人 持続可能な社会をつくる元気ネット
（一社）日本冷凍食品協会
電気製品認証協議会
東京都 都民安全推進本部
（一社）リビングアメニティ協会

消費者
「お試し」のつもりが定期購入に！？ こんなところに、落とし穴 （独）国民生活センター
被害防止

ウェブース

〜消費生活いろいろブース〜
※「ウェブース」
とは、
ウェブとブースを組み合わせた今回のイベントでの造語です。

くらし

環境・エシカル

生産

リサイクル
ウィズコロナで
「住まいの安全・安心な家」

サーキュラーエコノミーを目指して
EPR とデポジット制度の実現をめざす
全国ネットワーク（デポネット）

生活協同組合・消費者住宅センター

食

（

冷蔵

使用

消費者団体、市民団体、東京都、企業、事業者団体、公益法人などが、
テーマごとに 5 つのエリア
（
「くらし」
「環境・エシカル」
「食」
「安全対策」
「消費者被害防止」
）に分かれて情報提供をしています。
ここには、クイズのヒントがあります。クイズラリーにチャレンジするならウェブースは必見！

危険温度帯

有害な微生物が
増殖しやすい温度帯

消費者被害防止

安全対策

）

10℃

保温

60℃

10〜60℃の温度帯に、調理食品が長い時間
とどまらないように注意します

食中毒を予防して、楽しい食生活を
（公社）日本食品衛生協会

子どもの安全に配慮した商品の基準を知ろう

フィッシング詐欺メール急増中！ ─ 傾向と対策 ─

WEB 交流フェスタ展示グループ
（実行委員会）

（一財）日本データ通信協会 / 迷惑メール相談センター

■エリア別団体一覧
エリア

ウェブーステーマ

団体／事業者名

くらし

くらしの中の安全・安心〜かしこい消費者になろう

（公社）消費者関連専門家会議 (ACAP)

くらし

ご存じですか？造幣局の品位証明刻印「ホールマーク」

（独）造幣局

くらし

町のお風呂屋さん

東京都公衆浴場業生活衛生同業組合

くらし

電気メーターには有効期限があることを知っていますか？

日本電気計器検定所（JEMIC)

くらし

引越は「引越安心マーク」の事業者で

くらし

くらしを守る計量法

くらし

参加しよう 考えよう 伝えよう

くらし

ウィズコロナで「住まいの安全・安心な家」

生活協同組合・消費者住宅センター

くらし

食品ロス・青果提供等の取り組み

生活協同組合パルシステム東京

くらし

データから見る東京のまち

くらし

知り、学び、今と未来を変えよう

東京消費者団体連絡センター

くらし

健康づくり＆まちづくり

東京都生活協同組合連合会

くらし

AI を活用した製品・サービスとのつきあい方

NACS 消費者提言委員会

くらし 「ら・し・さノート®」で終活を始めよう！
環境・
もったいないゼロプロジェクト
エシカル

（公社）全日本トラック協会
東京都生活文化局 計量検定所
（一財）消費科学センター

（一財）地域生活研究所

NPO 法人 ら・し・さ
国民生活産業・消費者団体連合会（生団連）

エリア

ウェブーステーマ

団体／事業者名

環境・
多摩の大気汚染を測定してみたら
エシカル

多摩のくらしを考えるコンシューマ−ズ・ネット
ワーク

環境・
命をつなぐ食物連鎖 〜海と森とをつなげる植樹活動〜
エシカル

東都生活協同組合

食

おいしくしょうゆを召しあがっていただくために

キッコーマンビジネスサービス（株）

食

食べて応援しよう！ 〜安全・安心 おいしい福島の農林水産物〜

ふくしまの食相談センター

食

食中毒を予防して、楽しい食生活を
〜弁当づくり、作り置き、テイクアウトの食中毒予防のポイント

（公社）日本食品衛生協会

食

小麦・小麦粉について知ろう！〜バーチャル工場見学〜

（株）日清製粉グループ本社

食

べんりとおいしいのその先へ 冷凍食品

（一社）日本冷凍食品協会

安 全

こくみん共済 coop は、たすけあいの輪を広げていきます

こくみん共済 coop 東京推進本部

安 全

S マークは電気製品の安全・安心のしるし

電気製品認証協議会（SCEA）

安 全

暮らしの安全が私たちの使命です。

（一財）日本エルピーガス機器検査協会 (LIA)

安 全

カセットこんろ、正しく使えていますか？

（一財）日本ガス機器検査協会（JIA）

安 全

安全・安心・快適！

（一社）リビングアメニティ協会

安 全

日常生活の中で起きる事故に気をつけて！

東京都生活文化局 消費生活部生活安全課

安 全

高齢ドライバーのヒヤリ・ハットに。
安全運転支援装置の購入・設置を都がサポート。

東京都 都民安全推進本部 総合推進部 交通安全課

安 全

子ども服の安全性（残留化学物質など）についての調査

主婦連合会

安 全

子どもの安全に配慮した商品の基準を知ろう

東京都消費者月間実行委員会 WEB 交流フェスタ
展示グループ

消費者

安心・安全に暮らせるように、情報を発信しています！

環境・
国際協力とフェアトレード
エシカル

（公社）シャンティ国際ボランティア会クラフトエ
イド

環境・
そらエネ、もっと使おう太陽熱！
エシカル

（一社）ソーラーシステム振興協会

環境・
身の回りの製品について改めて知ってみよう
エシカル

（一財）ニッセンケン品質評価センター

環境・
エコな買い物の目印、エコマーク
エシカル

（公財）日本環境協会 エコマーク事務局

消費者

新型コロナウイルスに関連する消費者トラブル

環境・
携帯扇風機やスマホが発火する！？捨て方を知ろう！
エシカル

（公財）日本容器包装リサイクル協会 /
NPO 法人 持続可能な社会をつくる元気ネット

消費者

フィッシング詐欺メール急増中！ - 傾向と対策 -

消費者

悪質商法は、「心の隙間」を狙っている！

環境・
プラスチックをリサイクルしよう！
エシカル
環境・
カートカン
エシカル

プラスチック容器包装リサイクル推進協議会
もりかみ協議会
（森を育む紙製飲料容器普及協議会）

環境・
サーキュラーエコノミーを目指して
エシカル

EPR とデポジット制度の実現をめざす全国ネット
ワーク ( デポネット）

環境・
はじめてみよう脱プラ生活
エシカル

新日本婦人の会 東京都本部

環境・ コープデリのエコ活 コープみらいは組合員のみなさんと一緒にエコ
生活協同組合コ−プみらい
エシカル アクション「エコ活」に取り組んでいます。

（独）国民生活センター
東京司法書士会
（一財）日本データ通信協会 ／ 迷惑メール相談セ
ンター
東京都生活文化局消費生活部 ／ 東京都消費生活
総合センター

消費者 「消費者団体訴訟制度」の活用を！

認定 NPO法人 消費者機構日本

消費者

SDGsの視点から「消費者市民社会」の推進を！ 消費者大学「消費者被害」 新宿区消費者団体連絡会

消費者

消費者被害を無くすための出前講座

主催：東京都消費者月間実行委員会
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸１-１ セントラルプラザ17F
東京都消費生活総合センター内

TEL：03-3267-5788

E-mail

info＠kurashifesta-tokyo.org

NACS 東日本支部 消費者教育研究会

Twitter
facebook

くらしフェスタ東京2021
［ホームページ］

［facebook］

