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Miyagi Environmental Life Out-reach Network 2013年１月★第101号

MELONとは 公益財団法人 みやぎ･環境とくらし･ネットワーク―通称『MELON』。
1992年の地球サミットをきっかけに翌ʼ93年に誕生しました。緑と水

と食をとおして環境とくらしを考え、地域と地球環境に寄与しようと多くの市民、学者、
知識人、協同組合、企業、団体で作られたNGO（非政府組織）です。地域と地球環境を
守るため１人ひとりの参加と協力をつなぎます。

MELON会員募集
MELONの活動は会員の会費で支えられています。
MELON会員特典
　⃝MELON主催イベントに会員割引で参加できます。
　⃝ ごみや水、緑や食、自然エネルギーや企業の環境の取り組みなどをテーマに勉強

会や見学会を行う部会に参加できます。
　⃝ ボランティアや部会に参加するごとにボランティアポイントが１個もらえ、５個

集まると1,000円分のMELON商品券と交換できます。
　⃝ 年５回の情報紙をお届けします。
　⃝ メールアドレス登録で、会員同士の情報交換ができるメーリングリストに登録できます。
～入会希望の方は事務局までお問合せください～
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「環境とくらしを守る」 理事長 長谷川 公 一

　2013年、平成25年の新春です。「平成」になって既に４半世紀です。「昭和」を知らない若い人達も増えてまいり

ました。東日本大震災からも、足かけ3年目を迎えます。被災地では更地ばかりが目立ち、復興はなかなか進んでい

ません。年末の総選挙では、民主党の政権運営への失望感と、多党化と低投票率、死票の多い小選挙区制度に助けら

れて、自民党が大勝しました。残念ながら、平和と人権、環境とくらしを守ろうとする側の議席は、ずいぶん少なく

なってしまいました。日本社会全体の右よりのシフトが懸念されます。

　2013年は、1993年に発足した私たちMELONにとって、創立20周年の記念すべき年でもあります。昨年は公益

財団法人としての再出発の年でもありました。昨年６月は、発足のきっかけとなった1992年のリオ・サミットから

20年の「リオ＋20」の会場に、英語版のリーフレット「津波被災地からの声」を届けることができました。

　2012年は世界的に大きな選挙の多かった年、選挙イヤーでもありました。台湾・ロシア・フランス・アメリカ・

韓国で大統領選挙が行われました。台湾とフランス、韓国の大統領選挙では一定程度原発問題が焦点になりましたが、

選挙結果を大きく左右するほどではありませんでした。

　選挙イヤーだった割に、どの国の選挙でも、原発問題をのぞくと、環境問題の影は全般に薄かったようです。温暖

化問題も同様です。東日本大震災とフクシマ原発事故は、全世界に、環境と人類の関係のあり方を、根底から再考す

ることを迫っているはずですが、これでは津波被害などで失われ

た1万8,617人（2012年11月14日現在）の生命は浮かばれまい、

放射能汚染を怖れて今もなお逃げ惑う約16万人の人びとの苦し

みはどうなるのだ、と憤りを禁じえません。

　1945年８月15日の敗戦から、そして、2011年３月11日の「第

二の敗戦」から、私たちは何を学んできたのか、今こそ問われて

います。

　震災からの復興、原発ゼロへの具体的な展望、温暖化対策、い

ずれをとっても、新年にふさわしい明るい希望や展望をなかなか

語りにくい現実がありますが、「環境とくらしを守る」という私

たちの基本的な使命を胸に刻んで、本年も、着実に一歩一歩進ん

でまいりましょう。環境保全は女性の権利と訴える女性たち　リオ＋20会場にて
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MELON20 周年記念＆地球環境基金「リオ+20」成果発表会

「曲がり角にたつ環境と経済、企業・自治体・市民の役割
－リオ＋20から読み解く－」開催

日時：12月12日（水）14：00 ～ 17：00

場所：青年文化センター２階交流ホール

内容：

■ 記 念講演「曲がり角にたつ環境と経済、企業・自

治体・市民の役割 －リオ＋20から読み解く－」

　講師　古沢広祐さん（國學院大学経済学部教授）

■ パ ネルディスカッション「『リオ+30』へ向けて、

私たちは何をすべきか？」

パネリスト：

　◦古沢広祐さん　（國學院大學経済学部教授）

　◦�岸 上みち枝さん　

　　　（一般社団法人イクレイ日本事務局長）

　◦鈴 木　亮さん

　　　（国際青年環境NGO A SEED JAPAN理事）

　◦ 下 村雅彦さん（一般社団法人 ワールドシフト・

ネットワーク・ジャパン）

コーディネーター：

　◦石 垣政裕さん

　　　（東北大学大学院経済学研究科専任講師）

■地球環境基金助成金説明会

主催：独立行政法人　環境再生保全機構

共催：MELON

　1992年にリオデジャネイロで開催された地球サミット。

そこでは、「気候変動枠組条約」と「生物多様性条約」が署

名されるなど、従来の化石燃料型社会から多様性と循環に

基づく社会へのターニングポイントとなる重要なサミット

でした。それから20年、2012年６月に同じリオデジャネイ

ロで「リオ＋20（国連持続可能な開発会議）」が開催されま

した。MELONは92年の地球サミットをきっかけに立ち上が

り、リオ＋20にも理事２名を派遣したことから、地球環境

基金の協力を得てリオ＋20の報告会を開催しました。

　講師には地球サミットに参加し、リオ＋20に日本政府代

表団NGO代表で参加した国学院大学経済学部教授 古沢広

祐さんを招き、リオ＋20後に環境と経済がどう変わるのか、

どう行動していくのかについてお話しいただきました。

講演の要旨
　20年前の地球サミット後、世界では市場経済の急速なグ

ローバル化、新興国の発展と市場競争の激化という矛盾と

揺らぎが大きくなっていきました。リオ＋20では、国だけ

の取組みや国益だけでは解決できない問題に対して目を向

ける大切な会議でしたが、利害関係の問題により、20年前

のうねりは潮が引いてしまった印象となりました。日本で

も震災と原発事故の発生という、人間社会そのものの在り

方を根底から問う事態が次から次に起きています。今、自

然と人間との関係が問われているのです。

　93年の京都議定書では、先進国を中心として世界で温室

効果ガスを５%減らしていこうと合意されましたが、実際

には、世界の温室効果ガスは50％増えているという現実が

あります。世界は環境に対する負荷をとめることができて

いません。資源の消費をできる限り再生可能資源に替える

こと、消費量を再生可能資源の再生量の範囲内におさめる

こと、排出量を抑え分解・

吸収・再生の範囲内に最小

化・無害化すること、これ

が持続可能な社会の三原則

と言われています。残念な

がら現在はこの原則に当て

はまるような社会の仕組み

にはなっていません。

　今エネルギー問題として、

一挙に再生可能エネルギー

がクローズアップされてい

ますが、100年かけて築い

た化石燃料型社会の再構築

には、使い方・都市構造・

産業構造などさまざまな面

を合わせて大きく転換しな

ければならず、30 ～ 40年

はかかるとみています。

　まさに、経済が社会やエ

ネルギー問題など転換期・

曲がり角に来ていますが、

曲がりきれてはおらず、これからどのような曲がり方をす

るのかが重要です。

　その方向として、「気候変動枠組条約」と「生物多様性条約」

は重要な指標になります。社会をより自然に則したものに

変えていくためには、生物多様性条約を踏まえて構造を変

えていくことが重要になってくるのです。まだその枠組み

は十分に機能しきれていない状況にはありますが、大きな

可能性を持っています。

　市場経済・モノカルチャー型文明から、かつて捨て去っ

てしまった大きな価値のある自然との共存・調和型の動き

をもう一度見直し、変えていかなくてはなりません。まだ

持続可能な開発目標の中身はこれからですが、個々人・事

業体・自治体・国際レベルそれぞれでいろいろな目標が動

いており、そのための意識が相まって、社会を変えていく

力になり得るのです。

　古沢先生の講演の後には、リオ＋20の現場で活動を行なっ

たイクレイ日本、A SEED JAPAN、ワールドシフト・ネッ

トワーク・ジャパンから活動の報告とその経験を踏まえて、

今後の活動の展望についてディスカッションしていきまし

た。

　世界が一丸となって

持続可能な社会に進ん

でいくことは難しいの

かもしれませんが、まず

地域から私たちそれぞ

れの活動で社会を変え

ていく大きな波を作っ

ていきたいですね。

約40名の方が参加しました

古沢広祐さん

パネルディスカッション
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ついて、最後に長谷川理事

長に最新のエネルギー傾向

を概説しながら「これから

のくらしとエネルギー・自

然エネルギーの方向性につ

いて」お話しいただきまし

た。田路先生のお話の中で

は、太陽光で発電した直流

の電気を直流のまま使用すると交流に変換するロスが少

なく、また日中発電した太陽光発電の電気を蓄電池で貯

め、夜や非常時に使用するという事例を紹介いただきま

した。参加者からは今後のエネルギー政策について講師

へ質問が相次いでいました。

　今後、部会としても震災に強く自立・分散ができる自

然エネルギーを広めるために市民向けのセミナーなどを

継続して行いたいと思います。

MELON環境市民講座　自然エネルギーシンポジウム
「災害に強い、自立・分散型省エネシステムについて」開催

木を使おう！森で遊ぼう！

日時：11月16日（金）19：00 ～ 21：10

場所：エルパーク仙台セミナーホール

■10月27日（土）

　　 「白炭作り体験会～伝統の技・白炭で炭焼きを

味わう～」開催

■11月17日（土）

　　「秋の森で遊ぼう！ in川崎町貸森林」開催

■12月３日（日）

　　 環境フォーラムせんだい「ウッドブロック体験

ブース」出展

部会活動を発表するブースも出展し
ました！

秋の森で遊ぼう！
森の中でリース作り

白炭作り体験会
炭のかき出しを体験

　震災後の省エネで自立分散型のエネルギーはどういっ

たものが良いのか、一般市民にもわかりやすい内容のシ

ンポジウムを行いました。講師には太陽光発電システム

を実際に使用している宮城県地球温暖化防止活動推進員

の今野勇さんが省エネのお話を交えながら「震災時の太

陽光システムの活用」に

ついて説明しました。東

北大学大学院環境科学研

究科長の田路和幸教授に

は先進的な太陽光と蓄電

池を組み合わせた「東北

大学環境科学研究科が考

えるスマートハウス」に

　森林の木々が成長していく時に、枝葉が重なり混み

合った木を間引く「間
かん

伐
ばつ

」はずいぶん一般的に知られる

ようになってきました。間伐することで、根や葉が大き

く張り木が元気に成長することができます。今では「間

伐材使用」の製品もずいぶん増え、目にすることも増え

たのではないでしょうか。

　一方、植林後あまり手入れがされないまま50 ～ 60年

経ち成長しきった森林はどうするのか？ 木は成長期を

過ぎるとCO2を吸収しにくくなります。そこで実践され

ているのが「皆
かい

伐
ばつ

」です。皆伐とは、森林の一区画にあ

る木を全て伐採する方法です。一見、環境破壊に見える

かもしれませんが、成長しきった木々を切ることにより、

その切り株から新しい芽（萌
ほう

芽
が

）が伸び、またそれまで

大木の影となり成長できなかった別の木々も成長できる

ため、新たな森林が育っていきます（萌芽更新という）。

そして、次の年には、また別の一区画の木々を切り、そ

うして地区の森を再生・利用し保全していく昔ながらの

森とのつき合い方が見直されています。

　炭作り体験会の講師をしていただいた「川崎町の資源

をいかす会　雁戸白炭の会」では、皆伐を行ない伐採し

た木々を利用して、白炭を作っています。白炭作りは技

術と経験が必要なため、継承が危ぶまれていますが、そ

の技を体験してもらおうと講座を開催しました。炭を使

う機会はアウトドアなど特別な機会かもしれませんが、

森林の現状や木を使うことの意味も伝えることで、炭の

利用だけではなく森林保全に関心を持ってもらうことが

できたのではないでしょうか。

　MELON里山応援団では、子どもたちが木や森林に触

れ遊び知ることも重要なことと考え、春と秋の「森で遊

ぼう！」講座や、他イベントでの体験ブースなども実施

しています。

　水や空気を作る森、食べ物や着る物などと同じように

大切にしていきたいですね。

※ 「白炭作り体験会」は藤本倫子環境保全活動助成基金、「秋の

森で遊ぼう！」は緑と水の森林ファンドの支援を一部に活用し

開催しました。

自然エネルギーについて熱心に説明
いただきました。
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もロウソクの灯りで家族や大事な人と過ごしてみません

か？ 詳しくは「100万人のキャンドルナイト」の公式

サイトがありますのでチェックしてみてください。

　また、今年も２月には昨年大好評でした「着物をリメイ

ク♪ 貝のおひな様」作りを行います。ゴミの減量を考え

ながら、着な

くなった着物

でかわいいお

ひな様作りを

一緒にしませ

んか？

　式場などで不要になったロウソクを再利用して「リメ

イクキャンドル」の講座を、12月21日（金）（冬至）の

「100万人のキャンドルナイト」の日に向けて行いまし

た。「100万人のキャンドルナイト」というイベントを

聞いたことは

ありますか？

毎年、夏至・

冬 至 の 夜 ８

～ 10時 の ２

時間、みんな

でいっせいに

電気を消そう

という運動で

す。みなさん

きつねやまのよめいり
－ともしびの美しさ－

　朝早くドイツのケルン市街の路地を抜けて中央駅まで

歩きます。ゆうべのクリスマス市（いち）のにぎわいは、

少しぬれた石畳にへばりつくようにひっそりとかくれて

いて、今晩また集まってくる人たちの靴音を待っている

ようです。暗い。ずいぶん前から開いているパン屋さん

や所々灯っている部屋の明かりだけがきわだちます。ク

リスマス市はたくさんの人が集まるのに暗いのです。む

しろほのかなろうそくの光の中でこそ楽しみ方があるん

だといったふうに明るくしません。幼稚園を見せていた

だきました。子どもたちを見る目は日本の親も先生も変

わりないなぁ。でも、あまり日本では美しい町並みや自

然をまもったり、そこを散歩することに楽しみを見いだ

したりはしていないなぁ。小さな光の中でお客さんを迎

え、話し込む楽しみを見つけていないなぁ。

　原発再稼働を元気づけるような日本の選挙結果が

ニュースで伝わってきました。ドイツの友人はみな知っ

ていました。

　わかやまけん 作「きつねやまのよめいり」（こぐま社、

1978年）にでてくるきつねたちのちょうちんは、山に

つもったまっ白な雪のてりかえしで、よりいっそう美し

く見えるかもしれません。むすめを送り出す親。たくさ

んの不安もあるだろうが、愛する人との新しい暮らしに

思いをはせるむすめ。このちょうちんの明かりこそ、き

つねたちの小さな気持ちを美しくかがやかせているので

しょう。

　でも、五ひきのむすめがよめいりしていく間に、山に

は道路が通り、にぎやかなスキー場ができ、きつねには

暮らしにくい世の中になりました。そして五番目のむす

めがよめいりの時に悲劇がおこります。

　小さなちょうちんは小さな心をいつくしむほのかなか

がやきなのであり、わたしたちが、また『強い国』や『豊

かな国』をめざしているうちに、遠くへ去ってしまう、

ほんとうの美しさなのかもしれません。

今後のMELONcafeプチ講座

２月２日（土）13：30 ～ 14：30

　　「着物をリメイク♪ 貝のおひな様作り」

３月２日（土）13：30 ～ 14：30

　　「米粉で作ろう！さくら餅、イチゴ大福」（仮）

MELONcafeプチ講座
12月１日（土）13：30 ～ 14：30

「クリスマス特別講座☆ リメイクキャンドル作り」

かわいいキャンドルたち♪

楽しくキャンドル作りを行いました！
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第44人目の執筆者

唐澤晋平さん

（NPO法人日本の森バイオマス

ネットワーク事務局長）

　３ .11以降、注目度急上昇のキーワードである「森林」

と「エネルギー」。

　最近こんな二つの話を耳にしました。

・ 日本の木材の年間需要量と、森林の年間成長量は同じ

くらい。

・ 岩手県内での年間のお米の売り上げと、石油にかかる

年間コストは同じくらい。

　日本人だってほんの半世紀までは当たり前のように木

の家で暮らしながら薪や炭で暖をとっていました。それ

なのに今では国土の７割を覆う森林に目を向けることも

なく、自分たちには資源がないと嘆いて海外に依存しお

金を垂れ流す。地域はいつまでも豊かになれない…上の

二つの話はその象徴です。

　こうした現状を何とかしようというのがNPO法人日本

の森バイオマスネットワークです。国産材や木質バイオ

MELON20周年をめざせ！
50人リレートーク

 

マス燃料などの利用を広めることで、自然と共生し自立

した地域を創っていこうと、環境教育団体や製材所、工

務店などが中心となって活動しています。

　東日本大震災直後、電気も石油も止まり寒さで凍える

避難所に40台以上のペレットストーブを設置しました。

ペレット燃料ならいくらでも供給できたからです。ライ

フラインの停止したガレキの街を駆け巡りながら、自分

たちが当たり前だと思っている暮らしが外部の資源に依

存した幻想だと身をもって知りました。

　結局、地域を救うことが出来るのは足元にある資源な

のです。それを活かす仕組みを作り上げていくことが今

後の東北の、いや、日本復興の要となるでしょう。

連絡先

NPO法人日本の森バイオマスネットワーク

0228-22-6721　office@jfbn.org

… 次号執筆者紹介 …

氏家芙由子さん

（エネシフみやぎ）

各 協 同 組 合 か ら の お 知 ら せ
MELON の協力団体である各協同組合が取り組んでいる、環境に関する情報をご紹介します。

　みやぎ生協は「原子力発電に対する見解」を４月にまとめ公
表しました。それを受けて原子力発電に頼らない社会を目指す
ため、わたしたちのくらしの中でも節電・省エネを呼びかけて
います。
　まだまだ寒さが続きますが、暖
かく過ごす工夫や今までの知恵
などを活かして「冬の省エネ」に
チャレンジしてみましょう。

＊省エネのヒント満載のチャレンジシートご希望の方は、
　みやぎ生協生活文化部まで

〒981-3194　仙台市泉区八乙女4-2-2
TEL：022-218-3880　FAX：022-218-3663
Webからの参加は　検 索 → みやぎ生協　冬の省エネチャレンジ
http://www.miyagi.coop/member/kankyou/news/detail/6/
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ストップ温暖化センターみやぎ通信　Vol.58

世界への関心を高めよう！
あなたの知らない「オンダンカ」の世界～身近なストップ温暖化～　開催！

　地球温暖化は、宮城そして日

本に住む一人ひとりの取り組み

が重要である一方、世界中の国

が協力して取り組まなければな

らない大きな課題です。では今、

世界では温暖化についてどのよ

うな話し合いがなされているの

でしょうか。今回、ストップ温

暖化センターみやぎでは、11

月26日から12月7日にカター

ルのドーハで開催された、温暖化対策に関する国際会

議である「国連気候変動枠組み条約第18回締約国会議

(COP18) 」の事前学習として、温暖化や世界の動向に

ついて学び考えるイベントを開催しました。

　みなさんは「地球温暖化ってどうして起きてるの？」

「地球温暖化の原因は？」といった疑問を持ったことは

ありませんか？ そんな疑問を分かりやすく理解できる

プログラム「かくかくしかじかおんだんか」や「持てる

かな？ ～エネルギーのかばん～」を使って桃井さんの

環境講座は始まりました。桃井さんからは「人類にとっ

て危険な気候を回避するためには、気温上昇を2℃にと

どめることが必要」とのお話も。そのためには、各国が

いつまでどのくらい温室効果ガスを削減しなければなら

ないか、世界の動向や国内対策についてお話しいただき

ました。

　グループワークでは、桃井さんのお話や事例紹介を受

け、「これから温暖化を防ぐためにどんな取り組みをし

たいか」についてグループに分かれ話し合いました。「厚

着をして冬の節電をする」といった個人で取り組みや、

「サークルで発表会を開き情報共有をする」「中高生へ環

境学習の出張授業をする」といった周囲へ広める取り組

みなど、出されたアイデアはさまざまです！

　最後に桃井さんから、「一人がやっても変わらないと

思うかもしれない。でも、一人が動くことによってみん

ながついてくる、そういう動きを作ってほしい」と参加

者へのメッセージが述べられました。今後も世界の動向

を知り、温

暖化防止の

行動へつな

げていって

ほしいと思

います。

講師：桃井貴子氏
（気候ネットワーク）

　10月23日、仙台市茂庭台小学校の３年生60名を対象に「交通と

温暖化」をテーマに環境学習を行いました。センターでの交通に関

する環境学習は初めての試みです。一緒に講師を務めてくれたのは、

推進員１期の菊地敏子さんです。「このグッズを使ってみると良い

よ」「こう話すと、子ども達にも伝わりやすいのでは」と、環境学

習の経験豊富な菊地さんのアドバイスをいただきながら一緒にプロ

グラムを作っていきました。当日の子ども達の元気な反応と、楽し

みながら授業を受けている様子にほっと一安心！子ども目線で楽し

める授業づくりを菊地さんから学ぶ機会となりました。

交通をテーマにした環境学習に挑戦！推進員だ
より　No.

7

菊地敏子さん

グループワーク発表

日時：11月11日（日）13：00 ～ 16：30

場所：フォレスト仙台５F　501会議室

内容：１．環境講座

　　　　　　講師： 桃井貴子氏

　　　　　　　　　（認定NPO法人　気候ネットワーク）

　　　２．事例紹介

　　　　　 「温暖化に対する“日本”、“宮城”での取

り組み」

　　　３．グループワーク

　　　　　 「これから温暖化に対して取り組みたいこと」

参加者：大学生７名
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なった川原で学

生と社会人が交

流しながらおい

しく出来上がっ

た芋煮を堪能し

ました。美しい

自然を守るため

には、ひとりひ

とりがマナーを

守ることがとて

も大切ですね。

「エコ芋煮会」開催！

仙臺農塾プロジェクト始動！
毎日忙しく働く方へ、たまにはこだわりの食を楽しみませんか？

　食部会で10月から始動した「仙臺農塾プロジェクト」。食事

がおろそかになりがちな、忙しい社会人を対象に、会社帰り

にふらっと気軽に立ち寄れる敷居の低い連続講座を行ってい

ます。

　第１回目の10月は、まちなかで芋煮会の楽しさを味わおう

と共用キッチンを借りて開催。ゲストの斎藤緑さん（野菜ソム

リエ）から里芋についてのお話しや作り方のコツを学びながら、

芋煮を作っていきました。11月の新米食べ比べでは、お米に

ついてお話しやクイズで学び、４種類の新米をじっくり味わい、

おいしいおかずと共におしゃべりを楽しみました。

　仙臺農塾では毎月講座を開催し、宮城の食を美味しく味わい、

生産者や食にこだわるプロフェッショナルにお話を聞き、参加

者同士で交流していきます。その食や人との出会いをきっかけ

に、地元やこだわりの高い食へのファンが増え、震災の影響を

受ける第一次産業が少しでも元気を取り戻してほしいと願って

います。

芋煮で飲もう！
里芋の皮剥きに苦戦中…

新米食べ比べ　お米の品種クイズ

　宮城の秋の風物詩といえば芋煮会。東北工業大学環境サーク

ル「たんぽぽ」と共催し、牛越橋にてMELONのエコ芋煮会を

開催しました。お昼から雨の予報だったため、内容を前倒しに

して、早めに来てくれた参加者のみなさんと調理を開始しまし

た。食材はごぼう以外は、すべて宮城県産の食材です。芋煮が

出来上がるまで、参加者の多くは河原のごみ拾いを行いまし

た。食べ物の袋やプラカップ、傘やボール、タバコの吸い殻や

空き缶などが集まりました。ごみ拾いをすることで多くの芋煮

客にも活動をPRすることができました。ごみ拾いできれいに

日時：10月28日（日）10：00 ～ 13：30

場所：広瀬川河川牛越橋付近

■第１回　10月17日（水）　19：00 ～ 20：30

　 「芋煮で飲もう！ ～美味しく作って女子力＆男子力UP! ～」

　CORSO SENDAI共用キッチン

■第２回　11月21日（水）　19：00 ～ 20：30

　「新米食べ比べ～違いの分かる男＆女になる」

　 トラットリア・クチーナ・オランジェリー

　（ホテルレオパレス仙台２階）

「手動式生ごみ処理機」購入に補助制度を拡大する要請

　12月５日「手動式生ごみ処理機に補助制度を拡大する要請

書」を仙台市環境局廃棄物事業部に対して提出しました。マン

ション等の集合住宅が増加し、「生ごみ堆肥化」に取り組めな

いという人が多い中でマンションのベランダでも使えるデザイ

ン性もあります。攪拌にひと手間かかりますが「電気を使わな

い」という切り口から機器の選択肢を広げようという主旨です。

　電気式と比較して初期導入費用が安いこと、MELON4R推進

部会で行ったモニターテストでは回転が重くなるという欠点も

使い方の工夫によって克服できること、月々のランニングコス

トを安くすることができることを確認しています。

　なお、仙台市からは「手動式生ごみ処理機を本市の補助対象

とすることは、現在のところ適当ではない」と回答されました。

MELONでは引き続き、家庭の生ごみを減らすため、生ごみ堆

肥化を進めていきます。

＜今後の開催予定＞

１月16日（水） 「県南の有機農家に聞く、

ホントの話～体に優しいごはんと共に～」

２月20日（水） 「仙台の冬限定・セリ鍋で飲む！

～伝統野菜のよもやま話～」

手動式生ごみ処理機の事例
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各イベント参加者を募集しています。詳しくはMELON事務局ま

でお問合せください。

※会員以外の方も参加できます。

※�日程や内容の変更、上記以外にもイベント開催する場合がありま
す。ご了承ください。

発行元　公益財団法人　みやぎ・環境とくらし・ネットワーク（MELON）Miyagi Environmental Life Out-reach Network
　　　　〒 981-0933　仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト仙台 5F
　　　　★事務局　　　　TEL 022-276-5118　FAX 022-219-5713　
　　　　★情報センター　TEL 022-301-9146　FAX 022-219-5710
　　　　★ストップ温暖化センターみやぎ　TEL 022-301-9145　FAX 022-219-5710

　E-mail  melon@miyagi.jpn.org 　URL http://www.melon.or.jp/melon/
※ MELON 情報紙は再生紙を使用しています。

■ ６年以上続けてきたヨガ教室が主催者の都合で曜日変更になり

10月で終了になりました。健康管理に役立っていたので、また

新しい教室を探して継続したいと考えているところです。 （木城）

■ 今年は年男です。普段はあまり年齢の自覚がありませんが、改

めて考えるともう人生折り返し地点を越えたなと感じます。ま

すます１年１日を大事に過ごしたいと思います。 （小林）

■ ここ最近、身体を温める効果で人気の生姜。いろいろレシピが

紹介されていますが、おすすめは、すりおろした生姜を豚汁に

入れるととてもおいしく温まります。ぜひお試しください！

 （三浦）

編 集 後 記
〈会員状況〉

826 名
法人　��　　90

任意団体�　�14

個人　　　722

2012 年 11 月 30 日現在

ボランティアポイントカード制度
をご活用ください
　会員の方には、「MELON ボランティアポ
イントカード」を発行しています。部会・プ
ロジェクトの例会出席、作業やイベントでの
お手伝いをすると、１ポイント差し上げます。
5 つ貯まると 1,000 円分の MELON 協力商
品券と交換できます。

　みやぎ生協、日専連仙台で発行している商
品券です。金額の一部がMELONに寄付され、
環境保全活動にいかされます。宮城県内の日
専連加盟店及びみやぎ生協の各店舗でご利用
になれます。

MELON協力商品券とは

MELON イベント情報
これから開催を予定しているイベント・会議をご紹介します。

この印刷物は、
輸送マイレージ低減によるCO2削減や
地産地消に着目し、国産米ぬか油を
使用した新しい環境配慮型インキ
「ライスインキ」で印刷しており、
印刷用紙へのリサイクルが可能です。

101 号の投稿テーマ

「オススメの冬の省エネグッズ」

■「ネックウォーマー」

　ずっとつけている人を見ていて、ホ

ントにあったかいのか？ と思っていた

が、実際に買ってつけてみたらこれが

あったかい！ 首回りをあっためるのは

効果あり。今では外の作業の必需品。

■「窓の省エネスプレー」　窓にスプレーしておけば
結露を防ぐ。結露を拭く手
間が省け、窓からの冷えが
おさまった。

１/16（水）第３回仙臺農塾プロジェクト

「県南の有機農家に聞く、ホントの話～体に優し

いごはんと共に～」

１/20（日）「薪ストーブ体験会 in 南三陸［福興］モデル住宅」

１/24（木）MELONcafe 企画部　例会

１/26（土）映画上映＆トークイベント

「地産地消を『味わう』～おいしい！ は、あなた

のそばに～」

２/ ２（土）MELONcafe プチ講座

「着物をリメイク♪ 貝のおひな様作り」

「森林活動を広げよう交流会」（仮）

２/11

（月・祝）

「エネルギーシフト見学会＆シンポジウム

～自然エネルギーであったまろう～」

２/12（火）４R 推進部会　例会

２/19（火）食部会　例会

２/20（水）第４回仙臺農塾プロジェクト

「仙台の冬限定・セリ鍋で飲む！～伝統野菜のよ

もやま話～」

３/ ２（土）MELONcafe プチ講座

「米粉で簡単♪ 桜もち＆イチゴ大福作り」

３/ ９（土）水部会　例会

３/13（水）第５回仙臺農塾プロジェクト

「土で放電、温泉で充電 ～『半農半湯』で休日

を楽しむ～」

■「サーキュレーター替わりの扇風機」

　夏に使った扇風機をサーキュレー

ター替わりに使っています。暖気が上

にたまらないので頭がぼーっとしなく

なった。
■「あったかズボン」
　中がフリースの某パンツ。それまでは裏起毛のレギンスとズボンを愛用していましたが、圧迫感がありました。某パンツではゆったりしていて暖か。さらに発熱靴下とセットにすれば最強。

■「卓上調理器」　卓上コンロで鍋をしたり、鉄板焼きをして調理しながら空気も温まり、身体の中からも温まる。冬は週２回くらいで鍋してます。

MELON会費・寄付金の“税額控除”

制度適用決定

　個人でのMELONへの会費・寄付金について税額控

除制度が適用されることになりました！これまでは、

公益法人への移行に伴い“所得控除”の対象となって

いましたが、このたびさらに減税効果の大きい“税額

控除”制度へ適用される対象法人として認められまし

た。証明書の写し等が必要となるため、詳しい手続き

については税務署でご確認の上、事務局までお問い合

わせください。

※ ただし、税額控除対象法人への寄附金合計から2,000円を

差し引いた額の40％が控除対象額となるため、MELON

会費1口2,000円のみの場合には控除対象額は0円となり

ます。


