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Miyagi Environmental Life Out-reach Network 2013年７月★第103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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川崎町で手作り水車の発電スタート！

　自然エネルギー等普及プ

ロジェクトでは、NPO法

人川崎の資源をいかす会と

協働で昨年６月より川崎町

にて手作り水車を製作して

いました。この程５月に完

成し、お披露目会が開催さ

れました。水車の設置は、

東日本大震災での大規模停

電を踏まえ、川崎の資源を

いかす会のメンバーの方が

地域資源を活用したエネル

ギーの自給を図ろうと考え

たのがきっかけです。大き

さは直径2.4メートル、幅

60センチ。川崎町の杉を

使用し、最大出力は360

ワット。発電した電力は病

院に通じる道路の街灯に使

用する予定です。この取組

みをきっかけに、宮城県

に小水力発電がもっと広

がってほしいと願ってい

ます。

5/26 川崎町北原の水車完成お披露目会
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この夏も育てよう！グリーンカーテン！

＜ゴーヤの日に小学校で種を配布＞

　夏の風物詩としておなじみになりつつある「グリーン

カーテン」。MELONでも夏の節電・温暖化防止対策と

して普及に取り組んでいます。

　５月８日（ゴーヤの日）に、仙台市環境局・シンプル

＆スローライフの会と共に、グリーンカーテンキックオ

フイベントを開催し、仙台市内の小学校２校でゴーヤの

種（環境省提供）を子ども達に手渡しました。イベント

には、伊達武将隊も登場！ 会場は一気に盛り上がりま

した。この夏、大きなグリーンカーテンを育てて涼しい

夏を過ごして欲しいと思います。

石巻市の仮設住宅の様子（みやぎグリーンカーテンプロジェクト2012）

伊達武将隊から子ども達にゴーヤの種のプレゼント

＜ゴーヤのグリーンカーテン　育て方のポイント＞

１．�ネットがゆれてツルや葉が傷ついていませんか？
　風で飛ばされないようにしっかり固定しましょう。

支柱で立てかけるときは横に支柱を一本通しておくと

実がなってもゆれにくくなります。

２．�ツルが１本だけ上に伸びていませんか？
　ツルが50cm位まで伸びたら切って芯止めをしま

す。脇から枝芽が出てくるので、その枝芽も50cm位

で切ってあげるとネットいっぱいに広がります。

３．�水やりは大丈夫ですか？
　花や実がなる時期はたくさん水を吸い上げ蒸散する

ので、浅くて狭いプラン

ターの場合は要注意です。

朝の水やりとともにペット

ボトルの肩を切り、水を入

れ、ガーゼなどの布を垂ら

して、端を土に埋めておく

と毛細管現象でだんだんに

水がしみて翌朝までもちま

す。長く家を空けるときも

活用できます。

４．�肥料は大丈夫ですか？
　成長が盛んになると肥料分もどんどん消費します。

ツルがネットを覆うようになったときと、花の咲く頃

に完熟堆肥と化成肥料を一握り、根に直接触れないよ

うに追肥してあげます。（１ヵ月に１回くらい）

　朝顔などツル性の植物であればグリーンカーテンに適

しています。ツルムラサキや“ぬるっぱ”などは葉っぱ

を食べられるので一挙両得です。植え付けは７月上旬か

らでも間に合いますので、ぜひチャレンジしてみてくだ

さい。

ペットボトルの水がガーゼをつ
たって土にしみこんでいきます
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マイタンブラーをもって応援しましょう！

宮城県の住宅用太陽光発電システム補助金の受付を開始しました！

　エコシティ仙台プロデュースプロジェクトでは昨年に

引き続き「平成25年度地球環境基金助成金」の事業と

して、「マイタンブラー持参促進キャンペーン2013」を

行います。

　MELONでは昨年度に引き続き、宮城県の住宅用太陽

光発電システムに対する補助金の受付窓口業務を受託

し、６月３日（月）から受付を開始しました。今年度の

概要は以下のとおりです。

▪申請受付期間
　2013年６月３日（月）～ 2014年２月28日（金）（必着）

　※ ただし、申し込みの状況により、予算額に達した場

合は、期限前に受付を終了します。

▪補助金額
　１件あたり　６万円（定額）

▪補助予定件数
　約5,000件

▪補助対象者
　下記の要件を全て満たす方

　　⃝次の⑴又は⑵に該当すること

　　　⑴　 宮城県内に住所を有する（予定の場合も含む）

個人

※ 単身赴任などで県外に住んでいる方が、ご家

族が住む家に設置した場合も対象となります。

　　　⑵　 宮城県内に本拠を置く（本社・本店がある）

法人（設置する建物に条件あり）

※個人事業主も含みます。

　　⃝全ての県税に未納が無いこと

　　⃝電力会社と電力受給契約を結んでいること

　　⃝�電力受給開始日が2013年１月１日から2013年

12月31日までの間であること

　　⃝ 「みやぎe行動（eco do!）宣言」の登録を行うこと

　詳しくは宮城県再生可能エネルギー室のウェブサイト

（以下URL）をご覧ください。

　http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/saisei/

taiyoukougaiyou-h25.html

　昨年度は国の補助金を受けていることが前提でした

が、今年度は宮城県の単独補助金と

なり国の補助金とは関係なく申請で

きます。

　太陽光発電システムの設置を検討

されている方はぜひこの機会に！

　毎月、１位になった方にはす

てきな景品をプレゼントする予

定です。現在、応募要項や専用

ウェブサイトの作成をしている

ところです。期間は７月６日～

11月までを検討しています。

　みなさんも観戦する時には、

マイタンブラーを持って応援し

ましょう。

マイタンブラーで目指せゴミの削減！

投稿写真のイメージ

マイタンブラーを持参するとビールが100円引き、
ソフトドリンクが20円引きになります

　このキャンペーン

では紙コップの回収

量の削減を目的とし

ています。今年は専

用のウェブサイトを

中心にキャンペーン

を行う予定です。内

容は、７月６日以降

のユアテックスタジ

アムのホーム戦に

て、マイタンブラー

を使っている写真を

専用のフォームで送

信し、その人気投票

数を競うキャンペー

ンです。
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　５月は、古着を

再利用して「シュー

ズキーパー作り」

を行いました。ア

メニティ・せんだ

い推進協議会が発

行する「３Ｒわか

る本2013」をテ

キストに、昨年の

仙台市のゴミ排出

量とゴミ減量につ

いて学びました。

また、シューズキーパーに入れる綿の代わりに徳田工務

店から譲っていただいたヒノキのカンナ屑を使用しまし

た。参加者のみなさんから「ヒノキのいい香り！」と喜

びの感想をいただきました。

　MELON事務局内スペースを「MELON cafe」と銘打ち、

「オシャレですぐにできるエコ」をテーマにプチ講座を

開催しています。

　４月は、着なくなった着物を再利用して、春の玄関先

にぴったりの「桜の飾り置き作り」の講座を行いました。

３Ｒについて学んでから

作成開始。通常より長い

２時間のプログラムでし

たが、参加者は集中して

針を進め、かわいい小モ

ノ作りを満喫していまし

た。

羽田の水舟
－水のれきし－

　わたしたちは、たくさんのペットボトルの水を買いま

す。日本では2012年に、一人あたり年間24.6リットル

飲まれているそうです。欧米に比べればずいぶん少ない

量だそうですが、この量は増えています。わたしは、わ

が家の水道水でももう十分おいしく、質は高いと思って

いるのですがどうでしょうか。宮城県に住んでいるわた

したちは、震災を契機にペットボトルの水に頼らざるを

得ないところもあるかもしれません。

　人間の生活の変化とともに自然の川や井戸水の水質が

低下したり、都市化とともにたくさんの人のところへ問

題のない水をとどけるためにと水道水が必要になりまし

た。そして、このようなインフラの整備・公衆衛生の向

上によって、人は飲み水によるさまざまな病気からも逃

れることができたはずです。蛇口をひねると、飲料水が

出てくることは大変なこと

だと思うし、それを支えて

いる人がいることもまた考

えてみたいのです。

　野村昇司・作、阿部公洋・

絵「羽田の水舟」（ぬぷん

児童図書出版、1982年）は羽田村（現在の羽田空港は

この近くのかなめ島に作られた）の水屋ではたらく「た

め吉」のお話です。大正期に水道ができるまで、木ばこ

のような水舟をこいで、たま川から水をくんでくるので

す。くる日もくる日も、夏も冬も。村の人がよろこんで

くれるので。

　歴史をたどれば、私たちの身の回りにも水にまつわる

話がたくさんあったのかもしれません。それを一つ一つ

ていねいに、しらべていくことが生活の中で「水」のあ

り方を考えていく手がかりとなるかもしれないと思いま

した。

　「健康のため」「安全のため」「おいしさのため」・・・と、

ほんとうに必要かどうかはわかりませんが、たくさんの

理由でペットボトルの水はこれからも買われていくので

しょう。この本を読んで、ときには、わたしたちの身体

の大部分を占める水の、郷土に残された小さな歴史も知

る必要があるなぁと思いました。

７月のMELONcafeプチ講座

「着物をリメイク☆ 着物生地の七夕飾り作り」

　７月23日（火）13：30 ～ 14：30

「着物をリメイク★桜の飾り置き作り」

　４月13日（土）13：30 ～ 15：30

「古着をリメイク♪シューズキーパー作り」

　５月25日（土）13：30 ～ 14：30

ヒノキの香りがするシューズキーパー
を作りました

古着で桜の飾り置きを作りました
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第46人目の執筆者

新沼慎二さん

（一般社団法人

Bush Clover Community

代表理事）

　このたび、豊かな里山の自然に惹かれ、愛子駅北側

の赤坂ニュータウンに、「自然にくらそ」が合言葉の

お店『ほんわか』をオープンしました。妻が、自然食品・

自然素材の肌着・ボディケア製品の販売。私が、自然

素材住宅や自然エネルギーの普及啓発をする事務所と

しています。焼杉張りの真っ黒な外壁に、２本の黒い

煙突が立ち、新興住宅地の中では、ちょっと目を引く

建物です。家には２台の薪ストーブがあり、１台はド

イツ製のモダンなデザインの薪ストーブ、もう１台は

国産の薪・ペレット兼用ストーブです。店内のストー

ブの炉壁には、津波で被災した雄勝スレート瓦の破

片を再利用しています。内壁は漆喰、床は厚さ30mm

の無垢の杉板張りで、床から温もりが伝わります。天

井照明は屋根から採光する太陽光照明で、その明るさ

MELON20周年をめざせ！
50人リレートーク

 

には来店した人が例外なく驚きます。自宅部分では、

太陽光発電、太陽熱温水器、雨水タンクも使用してい

ます。

　日々の暮らしに、自然素材・自然エネルギーを実践

的に取り入れながら、来店した人にその明るさや暖か

さ、温もりを体感してもらい、自然と上手に共存する

暮らし方を提案できればと思っています。また、高効

率の小型風力発電機の開発にも関わっており、そうし

た情報も集まります。環境に関心のある皆さんへの、

情報提供の場でもありますので、是非、お気軽にお立

ち寄りください。

◇連絡先

〒989-3211　仙台市青葉区赤坂1-17-6

一般社団法人　ブッシュ・クローバ・コミュニティ

（店名「ほんわか」）

代表理事　新沼慎二　Tel & Fax 022-394-5607

　bush.clover012@gmail.com

… 次号執筆者紹介 …

佐藤光夫さん

（七ヶ宿の白炭／水守人の会　代表）

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。

夏休み親子企画「南三陸の里山探検」参加者募集！
　南三陸の自然に触れ、里山や沢を探検します。被災地の「今」も視察します。
　夏休み最後の週末に親子で出かけてみましょう！

日 程：８月24日（土）
集 合：仙台駅西口貸切りバス発着所8：00　（帰着予定17：30）
持 参 物：飲料、帽子、着替え、タオル、敷物、軍手（※昼食付き）
参 加 費：大人 2,500円、中学生以下 1,500円、未就学児無料
申込締切：８月９日（金）
申込方法：�名前・住所・電話番号・年齢（子どもの参加者）を明記し、

FAX、ハガキ、メールでお申し込みください。

申し込み・連絡先
みやぎ生協生活文化部	
〒981-3194　仙台市泉区八乙女４-２-２
TEL：022-218-3880　FAX：022-218-3663　メール：sn.mkankyouk@todock.jp

みやぎ生協の『夏の省エネチャレンジ』にもご参加ください
　http://www.miyagi.coop/member/kankyou/news/detail/21/

 

沢を探検（昨年の様子）
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推進員だ
より　No.

9

ストップ温暖化センターみやぎ通信　Vol.60

平成25 年度推進員委嘱状交付式＆研修会開催

　県知事から委嘱され、地球温暖化を防ぐ為に活動している地球温暖化防止活動推進員。県内各地で行われ

る環境フェアに出展したり、小中学校などでの環境学習や市民・企業向けの講座などで講師として授業をし

たり･･･活動内容はさまざまです！

　今回、２年毎に更新となる推進員の委嘱状交付式が行われました。今年

度委嘱対象となった、第２期４名、第４期４名、第６期８名の計16名が

継続して委嘱され、現在の宮城県の推進員は全体で65名となりました。

　委嘱状交付式では、宮城県の本木環境生活部部長から出席者ひとりひと

りに委嘱状が手渡され、激励の言葉がありました。

　続いて、推進員研修会が行われました。今回は、ファシリテーターとし

てMELON理事の遠藤智栄さんをお招きし、「推進員同士でやってみたいこと」をテーマにワールドカフェ

形式でグループワークを行いました。推進員同士が集まると、話し合いも白熱！ いろいろなアイディアが

どんどん出されました。参加者からは「いろんな方達とコミュニケーションがとれて良かった」「個々の活

動を知ることで刺激も受けたし、連携できるところや新しい分野への関心も生まれた」などの感想も。今後

の活動に向けて、新たなアイディアや協力し合える仲間を見つける有意義な研修会となったのではないで

しょうか。

　2012年度、ストップ温暖化センターみやぎでは、環境省補助事業「みやぎグリーンカーテンプロジェクト2012」

と環境省委託事業「うちエコ診断事業」の実施により、CO2削減とその効果測定を行いました。２つの事業を行った

ことによるCO2削減量の結果を報告します。

■みやぎグリーンカーテンプロジェクト2012

　仮設住宅（30世帯）・小学校（４校）・企業（５社）にグリーンカーテンを設置し、夏場のエアコン使用などの

節電に取り組みました。参加者によって大切に育てられ、立派なグリーンカーテンになりました。節電効果が得ら

れたほか、癒しや食べる楽しみなど涼しさ以外の効果も得られたという声が多数！ 快適な夏を過ごすことができ

たようです。結果は、「6.4t-CO2」の削減となりました。

■うちエコ診断

　一般家庭を対象に、各家庭のライフスタイルに合わせたオーダーメイド型の省エネアドバイスを行うものです。

地域イベントでの会場診断や、企業での集団診断などさまざまな場所で実施し、宮城県内125世帯の方に受診いた

だきました。診断実施後に行ったアンケートを元に、提案した対策を実行したことによるCO2削減量を算出しまし

た。その結果、削減量は「20t-CO2」でした。

日　程：４月26日 (金 )　

会　場：宮城県庁１Ｆみやぎ広報室

参加者：27名 

内　容：１．第２・４・６期生の委嘱状交付式

２．推進員研修会

　　ファシリテーター　

　　　遠藤智栄氏（MELON理事）

参加者全員で記念撮影

身の引き締まる委嘱状交付式

2012年度のCO2削減量は26.4トン！～センターの取り組み結果報告～
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仙臺農塾プロジェクト　～食べ物は「命」～

　学校給食の商品開発をきっかけに食品添加物の怖さを知

り、おいしくて無添加の練り物作りを始めた高橋英雄さん。

10年以上の試行錯誤を重ねて気づいたのが「素材をいか

す」ことだったそうです。原料すべてにこだわり、味にも

こだわり、そうして作る練り物には多くのファンがいます。

そんな中での大震災の大きな被害。改めて実感したことが

「食べ物は命をつなぐもの」だということ。今もその思い

を胸に、新工場の稼働に向けて力強く歩んでいました。

　「卵はひとつの命で息をしているんです」。志村竜生さん

が、卵の雑学として温度変化の大きい冷蔵庫の扉には入れ

ない方が良いと言った時のこの言葉が印象的でした。冷蔵

庫の奥など温度変化の少ないところが良いそうです。地元

の竹で作った竹炭を、飼料や水のろ過、空気の脱臭に使用

することでこだわりの卵を生み出しています。若手農家が

現在の農業に危機感を抱き、ネットワークをつくり活躍し

ている姿に、農業への明るい光を感じました。

　７月以降の企画については現在進行中です。お楽しみに ! !

第６回「美味しいものには訳がある～震災は私を変えた～」

　４月17日（水）　 会場：旬菜こころ

　ゲスト：高橋英雄さん（マルト高橋徳治商店の代表取締役）

第７回「小さな卵に大きな浪漫！ ～若手農家奮闘記～」

　５月15日（水）　会場：癒．酒．屋　わおん

　ゲスト： 志村竜生さん（有限会社 竹鶏ファーム、

　　　　　宮城のこせがれネットワーク）

「春の森で遊ぼう！ in川崎町貸森林」

日　時：５月18日（土）9：00 ～ 15：30

場　所：川崎町貸森林

講　師： 宮城県地球温暖化防止活動推進員

　　　　「エコ・森林」グループ

参加者：17名（大人８名、子ども９名）

春の森の中で普段できない体験を

インターン生を紹介します！

様々な活動の場や事務局内で皆さんとお会いすることもあると思います。どうぞよろしくお願いします！

▪梅津　晴菜
　「好奇心旺盛な性格

なので、未体験のこと

に今からわくわくして

います。出会いや繋が

りを大切にたくさん学

び、成長していきたいと思います。」

　趣味：カラオケ、カフェ巡り

▪周　慶雲
　「マナーと大人の考

え方を身につけること

を目指すと同時に、環

境活動に役に立ちたい

と思います。さまざま

な体験を楽しみにしています。」

　趣味：読書、写真撮影、旅行

▪田中　沙季
　「学校では学べない

ことを学び、さまざま

な経験をして、有意義

な時間を過ごしたい

です。よろしくお願い

します。」

　趣味：バスケ、読書

　仙台の街なかで暮らす子どもも親も普段できない体験がで

きること、それが「森で遊ぼう！」講座が毎回好評の理由です。

とは言っても、特別な設備や高価な特典があるわけではあり

ません。森の中にあるのは、木と草花と生きものと、森を楽

しむ人たちのおもてなしです。ターザンロープは木に綱を垂

らしたもの。ブランコは木の枝から２本の綱を垂らし、その

間に丸太をくくりつけた手作り。その手作り感がとてもあた

たかく、自然の中で出迎えてくれる講師のみなさんの包容力

の中、思いっきり遊ぶことができます。親も植物を観察した

り、辺りに生える笹で笹ホウキ作りをして楽しみました。

　「森に親しみ森の保全につなげる」、それが“普段できな

いこと”から“日常のこと”になるように働きかけていき

たいと思います。

※この講座は緑と水の森林ファンドの支援を受け実施しました。

手作りブランコに大はしゃぎ シンプルなご飯も森の中で食べると
おいしいっ！

５月のゲスト・志村竜生さんと
だしまき卵

４月のゲスト・高橋英雄さんと
おとうふ揚げ
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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	022-219-9146　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。

■ 先日、宮城県産材を使用した木造住宅を見学してきました。

一番印象深かったのは、無垢材の床板は「温か～い」という

ことでした。（木城）

■ 例年だと５月後半から６月くらいは初夏でさわやかな時期で

すが、このままだと肌寒いまま梅雨に突入しそうですね。こ

こ数年、季節が夏と冬しかない気がします。（小林）

■ 生まれて初めて日焼け止めを購入しました。サンオイルを塗

り、海に出掛けていた日々が懐かしいです。男性も日焼け止

めや日傘を使用する時代になったことに驚きました。（三浦）

■ 今年は花の季節が遅くて「今この花が咲いているのか～」と

びっくりすることが多かったです。夏は暑い方が好きですが、

暑くなりすぎないことを祈ります。（高橋）

編 集 後 記

〈会員状況〉

817 名
法人　��　　85

任意団体�　�13

個人　　　719

2013 年６月１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。

7/ 5（金）自然エネルギー等普及プロジェクト　例会

7/ 8（月）みやぎ里山応援団　例会

7/ 9（火）MELONcafe 企画部　例会

7/13（土）水部会　例会

7/17（水）４Ｒ推進部会　例会

7/20（土）第７回　生ごみ堆肥化＆ベランダ園芸講座　

「プランターではじめよう

　ハーブのある暮らし」開催

夏休み宿題企画！

「親子でソーラーカーを作ろう！」開催

7/21（日）『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ 2013』

にブース出展

7/23（火）MELONcafé プチ講座　

「着物をリメイク☆

　着物生地の七夕飾り作り」開催

7/29（月）情報センター　例会

8/ 1（木）４Ｒクッキング体験講座　

「おいしく食べよう！ 緑のカーテン　

　エコな夏やさい料理教室」開催

8/ 9（金）

～11（日）

K スタ宮城　エコ体験ブース出展

8/19（月）企業交流部会　例会

8/24（土）

～25（日）

「雨水ネットワーク会議　

　全国大会 2013 in とうほく」に出演・展示

9/ 1（日）エコフェスタ 2013 にブース出展

「MELON会員と市民のつどい」が

変わります！

　昨年まで「MELON会員と市民のつどい」として、

維持会員総会と記念講演、活動のブース展示など

のイベントを年１回開催していましたが、今年か

らこのつどいを大幅にリニューアルする予定です。

　これまでの維持会員総会に代わり、会員のみな

さんを主な対象としたパーティ形式のMELONフェ

スタ（仮）を開催する予定です。現在、実行委員

会にて詳細内容を検討中です。決まり次第追って

ウェブサイト等でお知らせしますが、現時点での

概要は以下のとおりです。

日時：2013年９月28日（土）11：00頃から

場所：みやぎ生活協同組合文化会館with

　　　（仙台市泉区八乙女４-２-２）

内容： 会員同士や役員、事務局員との交流を目

的とし、軽食をご用意します。MELONの

各部会・プロジェクトの活動アピールや

会員企業のアピールの場も作る予定です。

会費：未定

　会員のみなさんには別途招待状をお送りする予

定です。ぜひご参加ください！


