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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’93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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大好評！MELONフェスタ！

　維持会員総会としての「MELON

会員と市民のつどい」を、昨年から、

会員同士や会員と役員・事務局の

交流をメインとしたイベントにあ

らためて開催しています。今年は

オープニングで三味線演奏とライ

ブ書道の実演、その後ステージで

はジャグリングとペープサート（紙

人形劇）、最後はクイズ大会に表彰

式と盛りだくさんの内容で行いま

した。会場内には企業会員有志と

部会・プロジェクトのブース出展

もあり、来場者同士が楽しく交流

した1日となりました。（詳細はP2

参照）

「第19回MELON会員と市民のつどい　MELONフェスタ」

日　時：9月20日（土）　13：00 ～ 16：30

会　場：みやぎ生活協同組合 文化会館ウィズ

参加者：115名

三味線演奏とライブ書道　出来上がった文字は「青春萬歳（せいしゅんばんざい）」！ 多くの来場者でにぎわいました
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業ブース、部会・

プロジェクトブー

スそれぞれ上位2

ブースずつを表彰

しました。最後に

今 回 初 の 試 み と

し て、 理 事 長 が

MELONに大きな

貢献をしたと思う

方を表彰する理事

長賞の授与もありました。栄えある第１回理事長賞は、

理事の門田陽子さん。門田さんは、驚きと喜びで涙ぐみ

ながら受け取っていました。表彰者は以下のとおりです。

◆企業・団体賞　1位　凸版印刷株式会社

 2位　みやぎ生活協同組合

◆部会賞 1位　みやぎ里山応援団

 2位　自然エネルギー等普及プロジェクト

◆理事長賞 門田陽子理事

　来場者からは、「楽しい催し物が次々あって飽きなかっ

た」などうれしい言葉もたくさんいただき、あっという

間の3時間でした。来年に向けて、内容や場所を再検討

しより良いイベントを目指していきたいと思います。

出展協力団体
株式会社建築工房零、株式会社サイコー、 

株式会社明治東北支社、仙都魚類株式会社、

特定非営利活動法人日本の森バイオマスネットワーク、

特定非営利活動法人フォレストサイクル元樹、 

凸版印刷株式会社、みやぎ生活協同組合

　表紙でもお伝えしたMELONフェスタ、2面では内容

を詳しく紹介します。

　石垣政裕実行委員長の開会挨拶とMELONの第3期活

動紹介の後、アマチュア奏者としてライブハウスなどで

活躍中の岡崎秀明さんより三味線を演奏していただきま

した。漁師唄やじょんがら節などいろいろな曲を織り混

ぜた演奏があり、来場者アンケートでは「プログラムの

中で良かったもの」のトップでした。

　最後の曲では、南中山中学校3年生の小野春香さんと

川口凛々さんによるライブ書道が行われ、これも生の迫

力があり、初めて見る方も多かったようで大好評でした。

　今年は、来場者が企業会員と部会・プロジェクトの

ブース展示をじっくり楽しめるよう、フリータイムを設

けました。この間に情報センターの学生ボランティアが

取材活動を行い、プログラムの終盤でMELON情報紙号

外を配布しました。これには来場者も「いつ作ったの？

すごいね。」と驚いた様子でした。

　また、東北大学学友会奇術部のジャグリングの披露に

は、高い技術に場内から歓声があがっていました。

　さらに4R推進部会が、生ごみ堆肥化普及のために幼

稚園や保育園で行っているペープサート（紙人形劇）を

ステージで披露し、場を和ませていました。

　後半には、企業会員のみなさんから提供していただい

た賞品が当たるクイズ

大会と表彰式を行いま

した。クイズはマニ

アックなMELON内部

の情報を問う問題もあ

り、それでも全問正解

者がいたのは驚きでし

た。表彰式は、来場者

の人気投票により、企

MELONフェスタ
～内容も盛りだくさん、来場者に楽しんでいただけました！～

にぎわうブースエリア

ジャグリング演技

４R推進部会のペープサート

クイズ大会優勝者の川村さん（左）
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すが、三浦さんは美味しさを大切にしているため、本来

の冬から春の年１回の収穫のために１年かけて育ててい

ます。その三浦さんのこだわりが根強いファンを増やし

ているのですね。

　川口納豆では、近代納豆製法の昔ながらの製造法で、

北海道や宮城などの国産の大豆のみを使って製造し、納

豆本来のうま味を感じてもらうためタレやカラシを入れ

ていません。和食が世界文化遺産になりましたが、納豆

の原料大豆の95%は輸入で、最近は歩
ぶ

留
ど

まりの良い小

粒の納豆が広まっているのが現状。川口納豆では、農業

法人として稲作もしており、お酒を通してお米の消費を

増やすべく地元の酒蔵・金の井酒造と清酒「川口納豆」

を作っています。門傳さんは、地元の人たちとタッグを

組んで、食と農の働く場を広げ、

人を増やしていきたいと意欲的で

す。「宮城はとても恵まれていま

す。ここに住んでいる人たちが宮

城を再発見していけ

ば、もっと自信を持

てるのではないか。」

とメッセージをもら

いました。ちなみに、

オススメの食べ方は

卵・納豆・ごはん＋

牛乳を合わせるとの

ことでしたよ。

前で堆肥にして、「野

菜から野菜を育て、

食の循環を体験す

る」ことを広げよう

というプログラムで

す。既にいくつかの

保育園より相談が寄

せられ、先行実施し

ているみどりの森幼

稚園、YMCA加茂保育園、そして堆肥化専門の仙台生

ごみリサイクルネットワークの協力を得て、用意するコ

ンポスターの数、使い方、設置場所などのアドバイスを

しています。

仙臺農塾－大人の食育プロジェクト－Vol.3　始動！

「給食残さの堆肥作りと環境紙芝居を使った
幼児の食の循環体験づくり」進行中

　毎月宮城の食のプロフェッショナルをゲストに、街中

の飲食店などで食事をしながらお話を伺い学ぶ、大人の

食育講座を開催しています。参加者からの「現地に行っ

てみたい」との声を受け、名取・加美町・丸森と3回の

大人の遠足も盛り込んでいます！

　三浦隆弘さんの畑では、ナスの収穫と枝豆からずんだ

もち作り体験をした後、夏のセリの様子を見学しまし

た。みなさん夏のセリ田

を見るのは初めてとのこ

と。細い茎から、新しい

芽が伸びている様子に、

三浦さんのセリの力強さ

を感じました。栽培方法

によっては年中出荷し収

量を上げることもできま

　FEEL Sendai（杜の都の市民環境教育・学習推進会議）

の2014年度の［環境社会実験］未来プロジェクト in 仙

台に採用された、保育園や幼稚園を対象とした給食残さ

の堆肥作りが始まりました。

　仙台市内には143の保育園と96の幼稚園があります。

70％を超える園で、自園で調理した給食を提供してい

ます。調理の際にでる残

さを燃えるごみとして処

分し、園庭のプランター

や畑に使用している堆肥

を園芸店などより購入し

ている実態があります。

　この残さを幼児の目の

9月ゲスト門傳英慈さんと
清酒ひやおろし「川口納豆」

先行実施している
園の実践報告を聞く

コンポスターの使い方実演風景

8月ゲスト三浦隆弘さんの
夏のセリ田を見学

第1回大人の遠足・名取編 

 「三浦さん家の夏野菜と出会う」

日　時：8月31日（日）10：00 ～ 14：00

ゲスト：三浦隆弘さん（名取市農家）

会　場：三浦隆弘さんの畑とご自宅

第2回「仙台発祥・納豆が世界を救う?! 

 ～立ち上がれ農業！～」

日　時：9月24日（水）19：00 ～ 21：00

ゲスト：門傳英慈さん（有限会社川口納豆代表取締役）

会　場：仙臺居酒屋おはな

　　　　（青葉区中央2-5-1三文字屋ビルB1）
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層おいしさを増しま

した！

　10月 は、 読 書 の

秋にぴったりの、着

古した着物の生地を

リメイクした「ブッ

クカバー作り」を行

いました。仙台市の

昨年度の「布類」の

ごみの排出量は1万

ｔです。購入する前に本当に今必要かを考えたり、古く

て着なくなった服は小物にリメイクしたり、小さく切っ

て雑巾の代わりにすると、ごみの量を少しずつ減らすこ

とができます。

　12月には使わなくなった布を使用して「クリスマス

飾り作り」を行います。ちょっとひと手間をかけること

でごみを減量することができます。一緒に作ってみませ

んか？

　9月は、食品廃棄量を減らすことと食糧自給率の向上

を目的に「残りごはんでじゃがいものおやきづくり」の

講座を行いました。現在日本では食料自給率が39％と

戦 後 以 降、 輸 入

食材に押されてい

ます。地元のお米

を使って料理を作

ることで自給率の

UPにつながりま

す。味はジャコと

コーンの２種類。

じゃがいものホク

ホクした風味が一

うなぎとむかで
－食と物語の関係－

今後のMELONcafeプチ講座
　　　12月13日（土）13：30 ～ 15：30

　　　　「古布をリメイク♪クリスマス飾り作り」

9月27日（土）13：30 ～ 14：30

　「残りごはんをリメイク☆じゃがいものおやき作り」

10月11日（土）13：30 ～ 14：30

　「古着をリメイク♪ブックカバー作り」

　むかし、いろんな集会に出かけていっては詩の朗

読をしたり、今回とりあげる民話なども読んでまし

た。浜田隼雄 文、伊沢 清 絵「うなぎとむかで」（明

窓社　1974年　仙台市図書館蔵）もよく読みまし

た。宮城の民話で、もう売っていないのですが仙台

市の図書館で読むことはできますので読んでみてく

ださい。

　あるとき、村は日照りになった。村の庄作どんの

田んぼも干上がってしまった。それを助けたのが沼

のウナギだったのです。庄作どんは約束したとおり、

ウナギに娘を嫁がせることにしたのです。ところが

ムカデがそれを横取りしようと企みます。ウナギと

沼の魚たちは、そのムカデたちに立ち向かうという

物語です。

　「仕方ない」とあき

らめることを強いられ

ることの多い今日この

頃だからでしょうか、

理不尽なことに立ち向

かうウナギの姿が、な

にか痛快でたまりませ

ん。

　さて、どんどん少なくなり、もうこのままでは絶

滅するかもしれないということで、国際的な自然保

護団体がニホンウナギを「絶滅危惧種」に指定し、

稚魚のシラスウナギ漁の削減も話し合われていま

す。

　ウナギは、マリアナ諸島付近の海嶺あたりで卵を

産み、海流に乗ってはるばる日本にやって来る。そ

してそれぞれの川に上っていって成長し、卵を産む

ためにまた川を下るのだそうですが、まだまだその

生態はわかっていないそうです。クジラ、マグロ、

ウナギと次々に私たちの食生活に関わる魚たちが話

題になってきます。物語も同じですが、いま手に入

るものを「消費」するだけではなく、それがつくり

だされるところにも目を向けていくことが、「文化」

なのだと思います。だから、物語を読み終えたら、

それについて、子どもたちと話してみることをおす

すめします。

着物でブックカバーをつくりました！

残りごはんと旬のじゃがいもで
おやきを作りました！
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第53人目の執筆者

昆野加代子さん

（みやぎ生活協同組合生活文化部

くらしの活動事務局）

　みやぎ生協のメンバー（組合員）に向けて環境保

全や省エネなどの情報発信や行動提起を呼びかけて

います。（上の欄にも「冬の省エネチャレンジ」が

掲載されているハズ）

　そこで、大いに役立っているのが自身の宮城県地

球温暖化防止活動推進員としての活動です。推進員

の研修などで、温暖化についての最新の知見や省エ

ネのコツなどの情報を得るとともに、推進員同志の

つながりで講師を要請したりとネットワークを活用

させていただいています。温暖化問題との関連で森

林の役割が見直されていますが、森林保全活動など

を担っている人・団体などの知遇を得たのもこの

目指せ100人！
環境リレートーク

ネットワークを通じてで、自身は捗
はか

々
ばか

しい温暖化防

止活動をしていないのですが、人とのつながりの中

で得るものを資源として活動しています。

　MELONは5つの協同組合（宮城県農業協同組合

中央会、宮城県漁業協同組合、宮城県森林組合連合

会、協同組合日専連仙台、みやぎ生活協同組合）の

協力で運営されています。部会に関わったり、イベ

ントの告知を双方で行ったりと深い関わり合いがあ

ります。

　そんな関係で、「協同組合からのお知らせ」に山

や森、水辺に親しむ活動や省エネなどの情報（一緒

にやってみましょう！）を掲載させていただいてい

ます。興味を持たれた方、参加してみたい方のご連

絡をお待ちしています。

… 次号執筆者紹介 …

後藤一磨さん

（南三陸木の家づくり互助会）

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。

　今年の夏は地球温暖化の影響と言われている異常気象による災害の発生や、デング熱の発症など、温暖化問題が

待ったなしであることを印象づけられました。温暖化をこれ以上加速させないためのCO2削減と、省エネの推進は

もちろんですが、私たちは温暖化に対処したくらし方を考えていかなければならないでしょう。

　みやぎ生協では夏に引き続き、冬の「省エネエイト」チャレンジを呼びかけています。

ムリなくムダなくココチよく、くらしの見直しを冬ならではの工夫を盛り込んでチャレ

ンジシートでトライしてみましょう。

　取り組み期間は2014年11月1日～ 2015年1月末日　チャレンジシートをご希望の方

は下記までご連絡ください。ホームページから参加することもできます。

 みやぎ生協　2014年冬の省エネ　→　検索

申し込み・問合せ先　みやぎ生活協同組合　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

　〜みやぎ生活協同組合〜

2014年冬の省エネエイトチャレンジ
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ストップ温暖化センターみやぎ通信　Vol.66

に、燃費向上に効果的

な運転術があります。

4つのうち、燃費消費

が最も多いのが発進時

（38％）、続いて巡航

時（35 ％） で す。 発

進時は、ふんわりアク

セルがポイント（最初

の5秒で時速20kmに達する程度が目安）。これからの冬

の時期は、道路が凍ったり、雪道になったり、危険も増

します。エコドライブは安全運転にもつながりますので、

実践を心がけたいですね。

　9月から企業と一般市民を対象にしたエコドライブセ

ミナーが始まりました。セミナーは企業向け5回、一般

市民向け2回の計7回開催予定。プロジェクトの構成メ

ンバーでもあるJAF宮城支部と奥羽自動車学校に講師

や会場の協力をいただ

き、実践的かつ効果的

なエコドライブのコツ

を伝えます。

　運転は、発進、巡航、

減速、停止の4つのパ

ターンの繰り返し。そ

の4つのパターンごと

燃費が上がる↑出費が下がる↓エコドライブセミナー開催中
～みやぎエコドライブ実践プロジェクト2014 ～

9/29開催、企業向けセミナー
1時間の座学でコツを伝えました

推進員だ
より　No.

15
地域イベントでともに活動中！

　国際交流を目的とした世界の様々な文化が体験

できるグローバルなイベント。色んな国の方々と

異文化交流をし

ながら、地球温

暖化についても

考えるきっかけ

作りを行いまし

た。

　パソコン、ハンドル、フットペダルを使ってリ

アルな運転シュミレーションができ、エコドライ

ブのポイントが

学べるエコドラ

イブシュミレー

ターを出展し、

来場者にエコド

ライブの実践を

呼 び か け ま し

た。

　今年も県内各地で開催される地域イベントに、推進員さんとともにブース出展を行っています。夏

から秋にかけては、イベントの最盛期！当日の詳しい様子は、ストップ温暖化センターみやぎのブロ

グをご覧ください。

エコドライブのコツを伝えましたこれから取り組みたい省エネ行動について
シールを貼ってもらいました

せんだい地球フェスタ2014

日程：8月3日（日）

会場：仙台国際センター

内容：  地球温暖化の影響に関する写真展＆ 

ムービー上映、行動変容アンケート

活動した推進員：  江戸亨さん、川村真貴さん 

千葉きえ子さん、松本守夫さん

MELONフェスタ

日程：9月20日（土）

会場：みやぎ生活協同組合 文化会館ウィズ

内容：エコドライブシュミレーター体験 

活動した推進員：  川村真貴さん、庄子良二さん 

蓬田恵美子さん

10/8開催、実技セミナー
教習車で路上走行も行いました
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雄勝石と海の幸で復興へ

　石巻市雄勝町は、

ホタテ・ウニ・アワ

ビ・カキ・ワカメ等

の海の幸の宝庫。そ

して600年の伝統を

誇る「雄勝硯」は通

商産業大臣指定の伝

統的工芸品として名

声を博しており、雄勝石

の深い漆黒は再建された

東京駅の屋根にも使われ

ています。

　今回、地元の貴重な財

産である雄勝石の加工で

雄勝を再建しようと取り

組んでいる雄勝硯生産販売協同組合の千葉隆志事務局長

からお話を伺い、雄勝町の浜の現状を視察しました。浜

ではまだまだ工事が続いており、津波の被害を受けた場

所はかさ上げが終わっておらず復興には至っていませ

ん。その中でも「おがつスターズ」のお母さん方の明る

く、力強く、雄勝の美味しい食材をみんなに食べてもら

おうと新しいことに挑戦している姿が印象的でした。

バスツアー「食べて雄勝の復興を応援しよう！」

日　　時：8月30日（土）9：00 ～ 18：00

場　　所：仮設商店街「おがつ店
たな

こ屋
や

街
がい

」、大須浜

運営協力：東北工業大学　雄勝いしのわプロジェクト

参 加 者：21名

ユアスタ仙台でエコ体験ブースを開催しました！

　ベガルタ仙台の本拠地で毎年恒例となった企画「ユア

スタ仙台 エコ体験ブース」を、今年は環境省東北地方

環境事務所と仙台市環境局ごみ減量推進課と共同で出

展しました。MELONのブースはエコ検定。10級から1

級まで各級20問ずつある問題にチャレンジし、16問正

解で合格、2級合格するごとに特製グッズがもらえると

いうもの。環境省は「小型家電リサイクル情報ブース」、

仙台市は「分別お悩み相談会」を行い、3Rについて情

日　時：10月5日（日）　11：00 ～ 15：30

会　場：ユアテックスタジアム仙台

参加者：429名

報提供しました。

　エコ検定はもちろん、環

境省の小型家電リサイクル

のパネルや模型の展示、仙

台市の雑紙の分別をゲーム

で体験できるブースにもサ

ポーターがたくさん訪れて

いました。

　仙台市では9月1日から家庭の使用済み小型家電を専

用ボックスで回収するモデル事業を実施しています。詳

しくは仙台市ごみ減量推進課のホームページをご覧くだ

さい。

たくさんのサポーターが 
体験しました！

バスツアー　東北復興次世代エネルギー研究プロジェクト　鳴子温泉サイト　見学会

　鳴子温泉郷で、大崎市と

東北大学が共同で進めてい

る「東北復興次世代エネル

ギー研究プロジェクト」の

ための施設を見学しまし

た。目的は、震災に強いラ

イフラインを作るために、

温泉熱など地域の特性を生

かした再生可能エネルギーの供給システムの開発を行

うこと。東北大学川渡キャンパスでは、東北大学農学

部の多田千佳准教授に説明をいただき、牛の排泄物を

利用したメタン発酵発電施設などを見学しました。続

いて鳴子支所。「ene cafe METHANE（エネカフェメ

タン）」では、生ごみを小型のメタン発酵装置に投入し、

熱や電気エネルギーにします。カフェ内ではこの熱で温

めたコーヒーなどをいただけます。中山平では、東北大

学大学院環境科学研究科の木下睦准教授に説明をいただ

き、バイナリー発電施設、中山平自然エネルギーパーク

（仮称）の太陽光発電とＥＶステーションを見学しまし

た。見学者は各地域で導入できるか検討しているようで

した。

日　　時：10月14日（火）9:30 ～ 18:00

見学場所：大崎市鳴子温泉 東北大学川渡キャンパス、

　　　　　鳴子支所、中山平

参 加 者：15名

左側に見えるのがバイナリー発電で
使用する温泉の蒸気

おがつスターズのお母さんからお話を伺いました

大きなホタテやウニ、ホヤ、カキが入った 
お弁当と、メカブの汁物どれも美味でした！
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うちエコ診断受診者募集中（無料）
　環境省認定の公的資格を持つ「うちエコ診断士」が、

専用ソフトを用いて自宅のどこから、どれだけエネ

ルギーが排出されているのかエコ度をチェックしま

す。さらに、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方法をアドバイスします。

　MELON事務局で診断を行う「窓口診断」やイベ

ント会場で診断を行う「会場診断」、うちエコ診断

士がご自宅にお伺いする「訪問診断」など診断方法

もさまざま。お金をかけずにできることから始めた

い方も、省エネリフォームをお考えの方も、ご希望

にあった最適な省エネ対策を見つけませんか？

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。

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 022-219-5713
　　　　★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。

■ 今年は例年以上に環境学習の講師派遣依頼が多いです。IPCC

が公表される年は地球温暖化の話題が盛り上がるという法則

（噂！？）に今年もみごとに当てはまったのでしょうか。（岸）

■ この夏、４R推進部会はKHB東日本放送のプレ40周年イベン

トとして行われた本社正面ビルへの緑のカーテン設置をお手

伝いしました。台風にも負けずすくすく育ち、無事10月16

日の引きおろし式を迎えました。途中ズッキーニ、ピーマン、

ミニトマト、イタリアンパセリ等を次々収穫し、最後はビル

の壁面に咲いた朝顔で閉めました。（篠原）

■ 10月8日の皆既月食ですが、うまれてはじめて肉眼で観察で

きました。自然の雄大さにあらためて感動しました！（菅田）

■  MELONフェスタの水部会ブースでは、八戸市・山形県・山

形市・仙台市・福島市・東京都・京都市の水道水ボトルド

ウォーターの飲み比べをしました。まろやか、甘みがある、

のどごしが良い…同じ水なのに味わいの表現はさまざま。ワ

インのソムリエよりも難易度は上か？！（廣重）

編 集 後 記

〈会員状況〉

780 名
法人　  　　79

任意団体 　 13

個人　　　688

2014 年 10 月 8 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。

11/8（土）「平成 26 年度ごみ減量 3R 展」にブース出展

MELONcafe プチ講座「着物をリメイク☆ 

椿の実のブローチ作り」開催

11/11（火）企業交流部会　例会

11/15（土）「長町紙芝居フェスティバル」に出演

11/16（日）「宮城県産材を使用した地球環境に優しい 

住宅のシンポジウム」開催

「せんだい・市民の森を創る会 

～森林の手入れ作業～」開催

11/17（月）みやぎ里山応援団　例会

11/19（水）自然エネルギー等普及プロジェクト　例会

11/20（木）4R 推進部会　例会

11/22（土）「いのちを支える自然の力！ 

さかなクンと学ぼう」にブース出展

11/25（火）MELONcafe 企画部　例会

11/27（木）「環境施設見学会 

　家庭ごみのゆくえを見てみよう」開催

11/30（日）「環境フォーラムせんだい 2014」にブース出展

12/4（木） 情報センター　例会

12/13（土）MELONcafe プチ講座「古布をリメイク☆ 

クリスマスの飾り作り」開催

※ 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。

実施期間：2014年7月1日～ 2015年1月中旬

実施件数：80件（定員に達し次第締切）

申込・問い合わせ：ストップ温暖化センター

みやぎ（022-301-9145）

※ウェブ申込が簡単です。「家庭エコ診断制度」

で検索！

訪問診断


