8月20 土
令和4年

会場

石川県産業展示館4号館
屋外会場

入場無料 資源回収

21 日

古新聞・古雑誌・古着
アルミ缶・ペットボトル
協力：㈱越村商店 ㈱トスマク・アイ
対象

生
ビール

フードドライブ

最新情報や会場アクセスはこちら
※ご来場前に是非ご確認ください☞

缶詰・レトルト食品・乾物・
菓子など未開封の常温食品
※賞味期限まで 1か月以上のもの
協力：いしかわフードバンク・ネット
対象

みんなで !!ストップ温暖化

〜カーボンニュートラルの実現に向けて、今わたしたちにできること〜
BIO

同時開催

いしかわ環境フェア 2022 主催／（公社）いしかわ環境パートナーシップ県民会議 後援／石川県、環境省中部地方環境事務所、北國新聞社
いしかわ近未来の環境技術展 2022 主催／石川県 後援／環境省中部地方環境事務所、北國新聞社

ご来場の際には「マイバッグ・マイボトル」をご持参ください。
（館内 数か所に給水機を設置します。）
地球温暖化や環境問題
をクイズやマジックで
なっとく！！

11：00〜11:30

とよしげ＆まーし
にチャレンジ！

ぶんぶんボウル
SDGsクイズ＆トークショー

13：30〜14:30

Ⓡエコマジシャン

20 土 ステージイベント 21日

ミヤモ

〜気候変動から石川県のおいしい水を守ろう〜

展示
Honda e

メルセデス・ベンツ
EQA250
展示

気象予報士

過去最大の
EV車ラインナップ！
！
試乗

日産サクラ

試乗

三菱 eKクロスEV

水素キッズパーク

ぬくもりの木道づくり

「つたえよう美しき森」推進委員会

NHK金沢放送局

小島よしお さん 池津 勝教さん 「かがのとイブニング」

最新EV車展示＆試乗 コーナー

展示
MAZDA
MX-30 EV MODEL

展示

出演

環境大臣賞「グッドライフ特別賞」受賞

屋外会場

15：00〜15:30

みんなで学ぼう！ 〈環境対談〉
カーボンニュートラルと天気

「カーボンニュートラルってな〜に？」

トヨタ C+pod

ジャンピンONステージ

13：30〜14:30

Ⓡエコマジックショー

ⒸYOSHIMOTO

みんなに
関係ある
話だよ！
！

試乗

プジョー
e-208

BMW iX3
試乗

人力発電体験

みんながつくった水素
で乗り物を動かそう！

ガチャを回して
地球のミライを考えよう
参加するとプレゼントも！

展示
スロットカーレース▲

国立環境研究所
気候変動適応センター
▼モデルカーキット

トヨタ MIRAI

ZEH＆エコリビング ゾーン

もったいない市

夏冬快適でCO2も削減！
断熱・遮熱性能を体感
できる「ガラスの森号」
がやってくるよ！

エコショップ コーナー

省エネ性能の優れた住宅設備の紹介
▲事前予約あり
日産
アリア

地球環境問題や電気自動車
についてモデルカー実験で
学ぼう！ 対象：小学生

◀UFOキャッチャー

リサイクル品や環境に
やさしいエコな商品

協力：板硝子協会／機能ガラス普及推進協議会
AGC硝子建材 ほか

〈お問い合わせ〉（公社）いしかわ環境パートナーシップ県民会議

食品を製造する過程で発生する端材
や型くずれ品などの規格外品を販売

この他にも
お店いろいろ

〈無印良品〉 〈味の素AGF〉
アルミ缶飲料 パウダードリンク試飲

（9:00〜17:00 月曜・祝日除く）
☎076-266-0881

主催／いしかわ里山づくり推進協議会 後援／石川県、北國新聞社

1等

能登牛

（700g）が当たる！
！

里山里海展クイズラリー

この他、景品いろいろ！ 各ブースにあるクイズに正解すると抽選会に参加できます。
詳しくは会場でお確かめください。
当選者には景品をお渡しします。

里山里海と触れあおう

抽選で

里山里海の恵み
をプレゼント

里山里海の恵みを楽しもう

いしかわの生きもの展
親子
トキ教室
ザリガニ釣り

能登丼弁当を販売

「能登の一品」
や、こだわり
の「食」を販売

●揚浜塩 ●じろ飴
●ブルーベリーなど

コーナーも
あるよ！

●九谷焼絵付け体験
トキクイズに正解したお子様（中学生以下）に
●いしかわ動物園「子ども無料券」
●カブトムシ ●クワガタ
●ヒトデ ●ウニ ●ヤドカリ をプレゼント！

里山里海体験教室

ご家族・お友だち
みんなで作ろう！

●海鮮ちらし ●さざえおこわ ●能登豚カツサンド
※会場内での食事はできません。屋外の飲食コーナーをご利用ください。

いしかわジビエ

ジビエ商品ラインナップ！
めざせ！ハンター

●さくら貝やひょうたんのストラップづくり ●押し花アート
●県産材を使った木工ワークショップ ●加賀友禅染のハンカチなど
いしかわの里山で
保全活動・自然体験
を楽しもう

シミュレーション
〈県産イノシシ肉〉
●唐揚げ ●ソーセージ ●レトルトカレー ゲームに挑戦しよう
●プロテインバー ●ハンバーガー ●弁当ほか

各日先着15名

いしかわ 昼食付 親子バスツアー 20日（土） 産展4号館発着 21日（日）
輪島市 三井地区 七尾市 大吞地区
農村ボランティア 参加者募集 参加
無料

詳細とお申込み
はこちらから☞

〈いしかわの里山里海展 お問い合わせ〉いしかわ里山づくり推進協議会 ☎076-225-1631（9:00〜17:00 土日祝除く）
屋外
会場

エコキッチンカー＆飲食コーナー

使い捨てプラスチック製品は使用しません。

能登牛骨だし手打ち冷麺・コロッケ ( 金沢カレー・加賀産ブロッコリー・小松産キャロット）
・ジェラート・かき氷・フルーツドリンク・
能登豚ホットドッグ＝20 ㈯・ハンバーガー＝21 ㈰ ほか県産食材を使ったメニュー色々！ ※出店者は変更する場合があります。

いしかわクールシェアスポット
モバイルスタンプラリー

※スタンプラリーの参加には「いしかわECOアプリ」の
ダウンロードが必要です。お持ちでない方はこちら☞

Android の方は
こちらから

iOS・iPadOS の
方はこちらから

※会場にもダウンロードコーナーを設けます。

石川県
観光ＰＲマスコットキャラクター
「ひゃくまんさん」

能登ふるさと博
マスコットキャラクター「のとドン」

いしかわ環境フェア2022 映画上映会

ある町の高い煙突

日時／ 8月20日（土）13:30〜16:00
⇒トークショー含む
会場／地場産業振興センター
本館 大ホール
※事前申込要

参加無料

お申込み
フォーム

会場は、
「いしかわクールシェアスポッ
ト」です。スタンプラリーに参加して
プレゼントをゲットしよう！
（各日先着500名）

もっと気軽に！もっと楽しく！エコ活動の成果が「見える！」

会場で会えるかも…！？

会場でSDGs
ロゴマークを探そう！

マイバッグ・マイボトルをご持参ください。
（給水機を設置）

会場へはお車の乗り合わせや自転車、バス等をご利用ください。

