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Miyagi Environmental Life Out-reach Network 2013年９月★第104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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猛暑のKスタで元気な子どもたちに会えました！

　毎年恒例となった夏の子ども向け企画「Kスタ宮城エコ体験ブース」、MELONがボランティアとともにサポートし

ました。内容は自転車発電体験とエコ検定の他に、Kスタ宮城で出たストローを使用したリサイクルコースター作り、

エコステーション分別体験ゲームです。

　猛暑の中でしたが、元気な子どもたちがたくさん訪れ、10級から１級までのエコ検定を全て解いていく強者や自

転車発電に何度もトライする子どももいて大いににぎわいました！

自転車発電に一生懸命の子供たち

夢中でエコ検定に挑戦中！

Kスタ宮城エコ体験ブース

日　時：８月９日（金）～ 11日（日）

　　　　16：00 ～７回表終了まで

会　場：日本製紙クリネックス

　　　　スタジアム宮城

参加者：972名（３日間合計）
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親子でソーラーカーをつくりました！

仙台の小風力発電３か所見学しました！

　自然エネルギー等普及プロジェクト小風力班では、宮

城の風土を最大限に生かした自然エネルギーの発電シス

テムを多くの方々に知ってもらうため、初めて小風力の

見学会を開催しました。自然エネルギーは普段の生活の

エネルギーとして使用できますが、災害時には最低限の

エネルギーを確保することができます。行政や地域の復

興を考える方、自然エネルギーに興味がある方々などさ

まざまな方に参加いただきました。

　錦ケ丘アウトレットモールにある小風力発電は4.9kw

の太陽光発電と併設されています。この施設の建設に携

わった株式会社J・プラニングの寺田社長に施設の説明

をいただきました。また、EV自動車に充電できる施設

を併設して稼働しているので、お買い物をしながら車に

充電することができます。

　親子で自然エネルギーを体験してもらうため、夏休み

にソーラーカーを作成する講座を開催し、普段使うエネ

ルギーのこと、省エネについて考えてもらう機会にしま

した。

　講師はソーラーワール

ド株式会社の武内賢二代

表。小さい子どもでもわか

りやすい言葉や写真でエネ

ルギーや省エネについて説

明をしていただきました。

ソーラーカー作りは部会の

メンバーが担当し、小学校

１年生の参加者も多くいま親子でソーラーカーを作りました

　２か所目の株式会社伸電では3.9kwの太陽光発電シス

テムと小風力発電を設置しています。また、照明設備を

LEDに替えて、１か所ずつ消せるように配線をしてい

るとのことです。

　農事組合法人クローバーズファームは東日本大震災で

畑や田んぼが被災して困っていたところ、生活協同組合

あいコープみやぎからの寄付により小風力発電が建設さ

れました。電力は寄付された大型ハウスの動力や暖房に

利用されたり、売電されています。

　３か所とも5kw以下の最大瞬間出力で場所も取らず、

大型の風車に比べ

導入コストの安さ

が参加者の注目し

ている点でした。

小風力発電施設は

県内にまだまだ少

なく、見学する機

会を設けることは

今後、小風力発電

施設の設置のきっ

かけになると思い

ます。

環境市民講座　自然エネルギー等普及プロジェクト

「仙台の小風力発電見学会

～企業と団体の環境の取組みと再生可能エネルギー施設～」

日　　時：６月25日（火）10：30 ～ 16：30

見学場所：錦ケ丘アウトレットモール

　　　　　株式会社伸電

　　　　　農事組合法人クローバーズファーム

参 加 者：26名

環境市民講座　夏休み宿題企画

「親子でソーラーカーを作ってみよう！」

日　時：７月20日（土）10：00 ～ 12：00

会　場：フォレスト仙台４階　4A室

参加者：16名

したが丁寧に指導を

し、保護者と協力しな

がら作成。作ったソー

ラーカーはカラフルな

紙の車体で覆い、シー

ルなどで装飾しまし

た。

　完成後、オープン

デッキで参加者みんな

で走らせました。しか

しこの日は太陽が雲に隠れたり出たりという天候で思う

ように動かないソーラーカーもありました。電気で動く

おもちゃと違い、太陽光の強さが影響するのです。ソー

ラーパネルの角度を調整してよく光が当たるようにした

り、子どもたちはいろいろ工夫しながら遊んでいました。

「家で天気の良い時に動かしたい」「おもしろかった」な

どの感想がありました。

　今後も自然エネルギーについて触れる講座を引き続き

行っていきたいと思います。

会場の近くにあるオープンデッキで
工夫しながら走らせました

若林区七郷にある小風力発電（５kw）
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仙臺農塾プロジェクト～大人も童心に返りました！～

つながりを大切にしたくて ～法人・団体会員取材訪問～

　仙臺農塾では、初めて会場を野外に移動して開催しま

した。田んぼや畑、養豚に触れる機会がない参加者も多

く、農業の現状や様子を見て体験してもらうことで、理

解を広めてもらうのがねらいでした。

　たじりエコベジタブルでは、農薬・化学肥料不使用の

農作物を生産する佐々木陽悦さんを講師に、農家ならで

はの取り組みやこだわりのお話を聞きました。当日は幸

　MELONには法人・団体会員が約100おり、情報セン

ターでは、団体が行っている大小さまざまな環境に関す

る取り組みを取材し、WEBサイト等で情報発信してい

ます。その一部を紹介します。

■ 東北森永乳業株式会社：「コストカットにもつながる！

水・電気・ガス・廃棄物の無駄を削減」

■ 株式会社大沼製菓：「安心・安全が第一！無添加・天

然素材の和菓子」

■ 株式会社伸電：「省エネの『見える化』でやりがいと

仕事の効率UP」

■ 生活協同組合　あいコープみやぎ：「まずは自分の暮

らしから」

　社会学習のチャンスとなるよう学生ボランティアメン

バーと協働で行っており、取材に際して、法人会員であ

るハリウ コミュニケーションズ株式会社の情報誌担当

編集長を講師に勉強会を実施。インタビューしたことの

全てを記事にするの

ではなく、「これは

紹介したい！」とい

う内容に関して書い

ていくことが魅力の

ある記事になってい

くと教わりました。

　この取材訪問は団

体会員のみなさんと

のつながりを大切にしたいという想いから始めました。

法人・団体会員のみなさん、ご協力よろしくお願いしま

す！一緒に取材するボランティアも募集しています。順

次WEBサイトに載せていきますので、みなさんお楽し

みに！

URLはこちら　http://www.melon.or.jp/melon/contents/MIC/index.htm

いにも好天に恵まれ、田んぼでの生き物調査では、羽化

したばかりのトンボやなかなかお目にかかれないカブト

エビも発見し、至る所で歓声が上がっていました。

　場所を移動し、農家レストラン「蔵楽」にて、店主の

佐々木重信さんのご指導でソーセージ作りを体験しまし

た。機械でミンチした肉を腸詰めし、形を整えたり、悪

戦苦闘しながらも、みなさん楽しく作業しているようで

した。ソーセージをスモークしている間は、お待ちかね

の昼食の時間です。県内産の豚しゃぶサラダや、手打ち

蕎麦などを堪能しました。

　参加者からは「田んぼの中に入って、見たことのない

生き物を観察することができて新鮮な体験でした」「環

境に配慮した農業を行うに際しての苦労話を聞けてよ

かった」など感想を寄せていただきました。

仲良く並んで生きもの調査 本格手作りソーセージ作り体験

7/1　あいコープみやぎに取材訪問

第８回仙臺農塾プロジェクト特別企画

「大人の遠足 in大崎市田尻 田んぼと豚を五感で楽しもう」

日　時：６月30日（日）9：30 ～ 16：00

会　場：たじりエコベジタブル

　　　　体験型農家レストラン「蔵楽」

参加者：23名
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を消して過ごす

「100万人のキャ

ンドルナイト」を

紹介し、節電を無

理なく行うよう説

明しました。また、

当日使用したキャ

ンドルは式場で不

要になったろうそ

くを使用し、ゴミ

の減量につなげま

した。

　９月は食料自給率を上げるために「米粉」を使って月

見だんご作りを行います。みなさんもお月見にお団子を

手作りしてみませんか？

　７月は、着なくなった着物を再利用して、仙台七夕祭

りに向けた「七夕飾り作り」の講座を行いました。着物

をたくさん寄付して下さった方がおり、予定していた包

装紙や古紙などは使わずに、風流な着物で作成すること

ができました。仙台市で衣類が年間どれくらい排出され

ているか学んでから開始。参加者は楽しんで作成してい

ました。

　また、６、７月には夏

の節電対策として出張

MELONcafe講座「リメ

イクキャンドル作り」を

仙台市内の新川分校と

コープ柏木のつどいの２

か所で行いました。冬至

と夏至の夜２時間電気

ナスレディンのはなし
－願いごとがかなう－

　オリンピックを東京にもってきたいために、都知

事は「イスラム諸国はケンカばかりしている」と言

いました。おぼえている人もいるでしょう。トルコ

の首都イスタンブールやマドリード（スペイン）と

オリンピック開催地を争っているといっても、ひど

い話です。たぶん他の国の文化に対する理解が貧し

いのだと思います。

　わたしたちは、絵本を通して、トルコの文化を少

しでも楽しみましょう。八百板洋子さんがトルコの

昔話を本にした「ナスレディンのはなし」（音館書

店、2013年３月）を手に入れました。以前に紹介

した「風力鉄道に乗って」の佐々木マキさんが絵を

かいています。

　その中の「ナスレディ

ンのおいのり」を読みま

しょう。ナスレディンは

あるとき神様に「ロバを

下さい」とお祈りをしま

す。兵士がやってきて、

確かにロバを与えます。

でも、そのロバを町まで

かついでいかなければいけないことになってしまい

ます。ナスレディンは言います、「かつぐためのロ

バでなく、のるためのロバがほしかったのです。」

　福島の原発事故はいまだに続いているというの

に、そのトルコに日本の政府が音頭をとって原発を

輸出しようとしています。ほんとうに原発を輸出し

なければ、日本の経済は立ち直らないのでしょうか。

どうもそうではないようですね。なんと原発建設に

関わっている会社も含めて、震災以降原発20基分

の発電量にあたる石炭火力発電所をちゃんと輸出を

しているんですから。

　さて、この昔話を読みながらこう考えました。も

し、今のトルコでナスレディンが「電気がほしい」

といったとしたら、どんな『電気』がくるんだろう

かって。

今後のMELONcafeプチ講座

９月21日（土）13：30 ～ 14：30

　「ご試食！米粉で簡単♪お月見団作り」

10月10日（木）13：30 ～ 14：30

　「着物をリメイク★ほおづきの飾り置き作り」

着物をリメイク★七夕飾り作り

　7月23日（火）13：30 ～ 15：30

キャンドル作りに一生懸命

キレイにできてにっこり！
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第47人目の執筆者

佐藤光夫さん

（水守人の会代表）

　私達水守人の会は、酸性雨によって衰退した樹木の樹

勢回復を願って、森に炭を撒く活動をしています。広葉

樹枯れが各地で目立つようになってきました。日本海側

から広がってきています。偏西風に乗ってきた硫黄酸化

物が硫酸の雨となって降っています。土壌が酸性に傾き

微生物が生存困難になります。微生物と共生関係にある

樹木は栄養や水分を集められません。また硫酸によって

土壌中のアルミが溶けてイオン化し、それが樹木の体内

に運ばれると、リン酸と固く結びついてしまい樹木はリ

ン酸を使えなくなります。こうして樹木は免疫力を下げ、

水を上げられなくなって枯れたり、あるいは弱ったとこ

ろに虫のアタックを受けて、虫が運ぶ菌に侵されて枯れ

てしまっています。炭を撒くことで酸性土壌を中和し必

要なミネラル分を補給します。樹木が健康になればある

程度の病害虫にも抵抗力ができます。

MELON20周年をめざせ！
50人リレートーク

 

　そして、さらに炭素を地中に戻すという意味もありま

す。二酸化炭素の炭素は、もともと地球が途方もない年

月をかけて地中にとどめていた化石燃料（炭素の塊）由

来です。それを猛スピードで人類は掘り出し野放図な使

い方をし大気中に拡散させました。地球上の炭素のバラ

ンスを大きく崩してしまったわけですから、大きな気候

変動が起きないわけがありません。拡散された二酸化炭

素を吸収できるのは緑色植物だけであり、彼らが自らの

体に蓄えた炭素を炭に焼くことで固定し、それを地中に

お返しする、いわば大いなる樹木のいのちと罪滅ぼしの

人類の、バランス回復への小さな小さなせめてもの共同

作業といえるかもしれません。

水守人の会代表：佐藤光夫

（白炭製造販売：七ヶ宿の白炭http://www.hakutan7.com）

水守人の会活動報告案内ブログ

http://mizumoribito.blog133.fc2.com/

… 次号執筆者紹介 …

大橋信彦さん

（ゆりりん愛護会　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。

～みやぎ生活協同組合～

秋の森でわくわく体験～「こ～ぷの森立神山（たてかみやま）」参加者募集
　みやぎ生協は北上川河口近くの十三浜から山手に入ったところにある立神山に2005年～ 07年にかけて
植林を行いました。みんなで植えたクリの木は大きく育ったかな？ その森で木の名前付けや小径つくり、
リース台つくりなどを体験し、北上川周辺の被災状況なども視察します。親子での参加歓迎！

日　　時：10月12日（土）8：30 ～ 17：00
集　　合：仙台駅西口貸切バス発着所　8：30
行 き 先：こ～ぷの森立神山、北上川河口周辺
参 加 費：大人 2,000円、中学生以下 1,000円
持 参 物：昼食、飲料、帽子、敷物、軍手、剪定ハサミ（あれば）
申込方法：名前、住所、電話番号を明記し、ハガキ、FAX、メールのいずれかでお申込ください
主　　催：みやぎ生協

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
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ストップ温暖化センターみやぎ通信　Vol.61

　2011年の家庭部門のCO2排出量は1億8.900万トン、基準年（1990年）と比べる

と48％増加しています。産業部門、運輸部門は減少傾向にある一方で、家庭から排

出されるCO2は年々増え続けています。家庭からのCO2排出量を燃料別に見ると、電

気（48％）、ガソリン（25％）、ガス（12％）、その他（15％）と、電気から最も

CO2が排出されていることが分かります。（データ出典：温室効果ガスインベントリ

オフィス）

　また、宮城県における温室効果ガスの排出量は、2005年をピークに減少傾向にあ

りますが、依然として基準年より温室効果ガスの排出量が多いのが現状です。このた

め、私たちの暮らしの中で取り組む節電が重要となってくるのです。

　そこで今年度の環境省補助事業として、この夏実施しているのが「せんだい夏の節電

促進プロジェクト2013」。県内の市民団体等と協働し、６月から９月の期間中、節電セ

ミナーの開催や節電ガイドブックの配布などを行うことにより、家庭で取り組める具体

的な夏の節電・省エネ方法のコツを伝授しています。プロジェクトの様子は、ストップ

温暖化センターみやぎのブ

ログにて報告していますの

で、ぜひご覧ください。

　うちエコ診断では、診断員

が専用のソフトを使用して、

ご家庭のエネルギーの使い方

を分析し、ライフスタイルに

合わせた省エネ対策をアドバ

イスします。

　「省エネしたいけど何をすればよいの？」「自宅のエコ

度を知りたい」「光熱費もっと安くしたい」といった疑

問や要望にお答えします！

　実施期間は2013年６月～ 12月末、お申込み・お問い

合わせはストップ温暖化センターみやぎまでご連絡くだ

さい。

※ウェブ申込がカンタンです

　https://uchieco-shindan.go.jp/2013/touroku/

節電ガイドブック無料配布中！
ご希望の方はストップ温暖化センター

みやぎへご連絡ください

家庭からの節電を！～せんだい夏の節電促進プロジェクト2013 ～

光熱費削減・ライフスタイルの

見直しに ～うちエコ診断実施中～

 温暖化効果ガス削減率の推移
（全国と宮城県の比較）
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エコで健康なくらしを目指します

今野勇さん

　「せんだい夏の節電促進プロジェクト2013」

で実施している節電セミナー。照明やグリーン

カーテンなどテーマに合わせていろんな講師が

登場します。その講師のお１人が推進員の今野

勇さん。「家庭ですぐに取り組める夏の節電の

コツ」として、自ら実践している省エネ方法を

分かりやすく紹介してくださいます。そんな今

野さんの本業は薬剤師。早寝早起きなどの健康

的な生活が省エネに

つながるといった、

健康づくりと温暖化

対策を絶妙に織り交

ぜたお話は今野さん

ならではです。健康

なくらしと温暖化対

策は繋がっているの

ですね。
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プランターではじめよう、ハーブのある暮らし

　４Ｒ推進部会では家庭生ごみを堆肥化して活用しよう

と呼びかけていますが、今回はハーブがテーマ。ハーブ

の基礎知識や効用をわかりやすく解説していただきまし

た。講師の吉田さんからはハーブ苗の植え付け、手入れ

のポイントを

実演で見せて

いただきまし

た。 フ レ ッ

シ ュ ハ ー ブ

ティーの試飲

もあり、ハー

ブ苗のお土産

付きの講座で参加者

は至福のときを過ご

しました。

　土に石灰を入れた

ほうが良いハーブ、入

れなくても良いハー

ブの紹介や、完熟させ

ない堆肥をハーブの

プランターに使うと

きは、土にすきこま

ず、苗に直接当たらな

いように周囲にひと握り撒いておくと根への刺激が少な

くてよいなどと具体的に教えていただきました。

　菊鉢を使った生ごみ堆肥づくりも４Ｒ推進部会の菅野

喜美恵さんから紹介しました。

　夏のゴーヤもそろそろ店じまい、空いたプランターで

ハーブに挑戦してみませんか？

日　時：８月１日（木）10：10 ～ 14：00

会　場：エル・パーク仙台　調理実習室

参加者：23名（大人16名、子ども７名）

講　師：４Ｒクッキングチーム

ゴーヤのワタも食べられるの?!
「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」

　ゴーヤやツルムラサキ、キュウリなど緑のカーテンの

食材を美味しく食すことによって、ごみ減量や省エネを

広げようと開催したこの料理教室。参加者の一番の驚き

は「捨てるのが当たり前の部分が、工夫次第でおいしく

食べられる！」ということでした。

　講座の中で実践したのはゴーヤのワタ。白いスポンジ

状の部分です。今回はそのワタから種を取り除き、みそ

汁の中に投入。さっと火を通すとこれが驚き！まったく

苦くなく、ふわふわとした触感はお麩のようです。実は、

PETボトルに生ごみを入れて米ぬかを
まぶすと毎日堆肥に入れなくて簡単と解説

－菅野さん－

ハーブを目の前で確認してポイント解説

　今回は、ジャガイモやニンジンは洗ったら皮をむかず

にそのまますりおろして使ったり、ゆで汁を使いまわす

ことも実践しました。ツルムラサキも実際に緑のカーテ

ンとして育てられた葉を活用。ゴーヤは刻んでさっと湯

通しすることでハンバーグに入れても苦くなく美味しく

メニュー
・ゴーヤ入りハンバーグ

・夏やさいのチヂミ

・ツルムラサキのねばねば和え

・夏野菜の即席みそ漬け

・ナスとゴーヤのワタの味噌汁

・ズッキーニのピクルス

・トマトスイーツ

自分で作ったご飯はおいしいっ！子どもたちも一生懸命調理しました

日　時：７月20日（土）10：00 ～ 12：00

会　場：フォレスト仙台 ５階　501会議室

参加者：17名

講　師：吉田満さん（ハーブ農家「ステップナッツ」）

かぼちゃのワタには

β－カロテンが実よ

りも豊富に含まれて

います。ピーマンの

種にもピラジンとい

う血行促進効果があ

り、炒めものや肉詰

めには種を取らずそ

のまま調理してもお

いしいのです。

ゴーヤだけでなく

ピーマンの種やか

ぼちゃのワタにも

栄養が豊富に含ま

れており、それら

も食べることがで

きるのです。ゴー

ヤのワタには実の

３倍のビタミンＣ、

いただきました。

　親子の参加者か

らも「一緒に体験

して、今後の参考

になりました」と

の声もあり、これ

からも続けていき

たいと思います。
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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。

■ ７月に入って種まきしたプランターのゴーヤがやっと開花し

た（８月16日）。実がなるか、それとも生ごみ堆肥の材料に

なるか微妙 ! ! プランターは小松菜の菜園となる予定。 （篠原）

■ 今年は長梅雨でなかなかセミが鳴きませんでしたが、お盆あ

たりから一気に鳴き始めましたね！セミの声で季節の移り変

わりを実感しています。★セミのなき声調査は９月末まで実

施中★（廣重）

■今年もつるバラの緑のカーテンは大活躍です！ピンクのお花

に癒されています。（菅田）

■MELONフェスタに地球フェスタに環境フェスタ…♪秋はイベ

ント盛りだくさんで大忙し！みなさんもぜひ地域のイベントに

遊びにいってみてはいかがでしょうか。（岸）

編 集 後 記

〈会員状況〉

788 名
法人　��　　84

任意団体�　�12

個人　　　692

2013 年８月５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。

９/15（日）「せんだい地球フェスタ2013」にブース出展

９/18（水）４R推進部会　例会

９/21（土）MELONcafeプチ講座「ご試食！米粉で簡単♪

お月見団子づくり」開催

９/22（日）「しちがはま環境フェスタ2013」にブース出展

９/28（土）「第18回MELON会員と市民の集い　

20周年記念MELONフェスタ」開催

10/3（木）情報センター　例会

10/6（日）「りふ環境まるごとフェア2013」にブース出展

10/9（水）「仙臺農塾『仙臺味噌』」（仮）開催

10/10（木）MELONcafeプチ講座「着物をリメイク★

ほおづきの飾り置きづくり」開催

10/12（土）「親子で作ろう！エコ・にこクッキング

『秋の行楽弁当』」開催

10/13（日）木質バイオマス体験会

「秋の食材を味わおう！」（仮）開催

10/19（土）「秋の森で遊ぼう！ in川崎町貸森林」開催

「マイタンブラー持参促進キャンペーン2013」

実施

10/20（日）「エコ芋煮会」開催

10/24（木）

～26（土）

エコプロダクツ東北2013にブース出展

10/26（土）水部会　例会

11/9（土）「みんなですすめよう！ごみ減量・３R展」に

ブース出展

11/13（水）「仙臺農塾『新米』」（仮）開催予定

11/14（木）MELON環境市民講座　環境施設見学会

「家庭ごみのゆくえを見てみよう」開催

「第18回MELON会員と市民のつどい
20周年記念MELONフェスタのご案内」

　MELON20周年を受け、9月28日（土）にみやぎ

生協文化会館withにおいて、「第18回MELON会

員と市民のつどい　20周年記念MELONフェスタ」

を開催します。

　今年は、昨年までの維持会員総会の形式をあら

ため、来場したみなさんが会員や役員と楽しみな

がら交流できるようなイベントとして開催します。

　オープニングではチェリストの演奏、部会・プ

ロジェクトや会員企業のブース出展もあります。

会場でMELONの活動を知っていただくとともに部

会メンバーや役員と交流しネットワークを広げて

いただければと思います。会員以外のみなさんも

もちろん大歓迎です。９月28日（土）はぜひみや

ぎ生協文化会館withにお越しください。

「第18回MELON会員と市民のつどい
20周年記念MELONフェスタ」

日時：2013年９月28日（土）

　　　10：45 ～ 15：30（予定）

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）

会費：500円（軽食付き）

申込： 事務局まで電話・FAX・メールでお申

込みください。（人数に余裕があれば当

日直接お越しいただいても結構です）


