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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。
　◦�MELONの活動や環境情報を掲載した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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年に１度の会員と市民のお祭り、MELONフェスタを開催

　会員と役員・事務局の交流

を目的に開催している恒例の

MELONフェスタ。今年は地元

尚絅学院大学出身のシンガーソ

ングライター「＠なおポップ」

の素晴らしい演奏で幕を開け、

会員企業や部会・プロジェクト

によるブース出展、市内3大学

のサークルとMELONインター

ン生によるPRタイム、食部会

による紙芝居披露、最後はブー

ス表彰式と盛りだくさんの内容

でした。いつもMELONの活動

を支えてくださるボランティア

の皆さんと役員や事務局スタッ

フも含め、会場にいた全員が時

間を共有し楽しい１日を過ごし

ました（詳細はP2参照）。 参加者の小学生が即興で書いてくれた案内ボードでお出迎え！

第24回MELON会員と市民のつどい～ MELONフェスタ～

日　時：9月28日（土）13：30 ～ 16：00

会　場：エル・パーク仙台6F　ギャラリーホール

参加者：97名

海洋ごみを使ったフォトフレームのワークショップ
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　オープニン

グは、地元宮

城県を拠点に

全国で活躍す

るシンガーソ

ングライター

「＠なおポッ

プ」の演奏で

す。野鳥が好

きで山に写真

を撮りに出か

けるほど。野生動物の居場所がなくなり人との共存が難

しくなっていることに何が出来るのか考えることもある

そうです。風景や人、土地を感じながら紡いだ言葉と透

き通る歌声で会場が柔らかい空気で包み込まれました。

　会場内では、学生サークル、MELONの会員企業有志

と部会・プロジェクトが合計19のブースを出展し、部

門ごとに来場者が良いと思ったブースを投票してもらい

ました。学生サークルで表彰されたのは、昨年のイン

ターン生が発足した環境系学生団体「海辺のたからもの」

です。ステージ発表では海洋ごみを餌と間違えて食べて

しまったアザラシの寸劇を披露し、ブースではレジンペ

レットなどの小さな海洋ごみを使ったアクセサリー作り

のワークショップを展開し人気を集めました。会員企業

部門はみやぎ生活協同組合が受賞。身近な生活製品の

環境配慮商品のマークについて、SDGsの世界を変える

ための17の目標と照らし合わせた展示をしていました。

部会部門の受賞は、当日の朝に刈り取った木々でブース

を彩り、クロモジ茶の試飲で参加者の心を掴んだみやぎ

里山応援団でした。理事長が独断で表彰する理事長賞も

発表され、大いに盛り上がりました。

　最後に、長谷川理事長は、スウェーデンの環境活動家

グレタ・トゥ

ンベリさんが

発端となり行

わ れ た「 グ

ロ ー バ ル 気

候 ス ト ラ イ

キ」について

触れ、「グレ

タさんの活動

で、一人ひと

りの活動は決

して小さくはないということを示してくれた。私達が行

動を起こすことで、どんな地球を、どんな宮城県を、今

は幼い子どもたちに渡せるのか？」と会場に投げかけま

した。MELONはこの問いを大切にしながら、今後も活

動を続けていきたいと思います。

　来年以後も実行委員会で改善点や内容を吟味し、さら

により良い「会員と市民のつどい」を目指していきます。

ご来場いただい

た皆さま、あり

がとうございま

した！今年はお

会いできなかっ

た皆さまも来年

はお会いできる

ことを期待して

おります！

バードコールという鳥の鳴き声に似た
楽器も持ってきてくれました♪

海洋ごみを餌と間違えて食べてしまった
アザラシの寸劇

会場を盛り上げる理事長

受賞された皆さん

＜出展会員企業＆出演・出展学生サークル＞
株式会社サイコー、生活協同組合あいコープみやぎ、みやぎ

生活協同組合、環境活動サークルFROGS（尚絅学院大学）、

環境系学生団体「海辺のたからもの」（東北大学）、環境サー

クルたんぽぽ（東北工業大学）、MELONインターン生

MELONフェスタ、今年も盛会でした！

◆ブース表彰者（カッコ内は賞品提供企業）　
●   会員企業部門：みやぎ生活協同組合（生活協同組合あい

コープみやぎ）
●   学生部門：環境系学生団体「海辺のたからもの」（株式

会社サイコー）
●   部会・プロジェクト部門：みやぎ里山応援団（みやぎ生

活協同組合）

◆理事長賞（賞品提供：長谷川公一理事長）
三浦隆弘さん：名取市で農業を営み、「なとり農と自然がっ

こう」主宰。生産者と消費者の架け橋としての働きにも尽

力。伝統野菜のセリやミョウガタケなどを生産し、セリ鍋

ブームの火付け役。MELON理事。
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　4R推進部会では近年社会的に大きく注目されている、

海洋を漂流する「マイクロプラスチック」について海岸

での調査や情報収集、セミナーを行ってきました。この

問題は私たちの生活の中にあるプラスチック製品の増加

も主な要因となっています。7月に大阪でG20が開催さ

れ海洋ごみが議題になりました。日本政府は世界全体の

実効的な海洋プラスチックごみ対策を後押しする「大阪

ブルー・オーシャン・ビジョン」実現のため、日本の「マ

リーン・イニシア

ティブ」を立ち上

げました。これは

途上国の廃棄物管

理に関する能力構

築及びインフラ整

備等、①廃棄物管

理、②海洋ごみの

回収、③イノベー

ション、及び④能

力強化を支援することを表明したものです。

　今回、マイクロプラスチックの研究の第一人者である

高田秀重教授に「プラスチック汚染の対策：化学汚染の

ない循環型社会を目指して」と題して世界の海洋ごみの

汚染や日本での生物への影響・現状、削減の取り組みに

ついて話してもらいました。

　プラスチックは性能維持のためいろいろな化学物質が

製品に使われているそうです。その化学物質には環境ホ

ルモンと呼ばれているものがあり、ホルモンの作用をか

く乱し、免疫力の低下、アレルギー、肥満なども引き起

こします。そのプラスチックが細かくなり、魚類が食べ、

人間がその魚を食べることを考えると怖いですね。高田

教授自身もプラスチック製品を使わない生活を実践して

います。まずは、マイボトルを使用したり、レジ袋など

の「リフューズ (断る )」が重要！皆さんも今一度自身の

生活にあるプラスチック製品を見直していかに使用を控

えるかを考えてみませんか？

マイクロプラスチックの最新の情報提供！

会場は満員！最新のマイクロプラスチックの情報を熱心に聞く来場者

菖蒲田浜でマイクロプラスチックの
調査を行いました

「環境学習会

 ～プラスチックの海洋汚染　削減セミナー～」

日　時：9月10日（火）10：00 ～ 12：00

場　所：七ヶ浜町生涯学習センター 2F大会議室

　　　　（七ヶ浜町吉田浜字野山5-9）

　　　　菖蒲田浜海水浴場

参加者：60名

講　師：東京農工大学 農学部 環境資源科学科　高田秀重教授

　今期は、海洋ごみ調査地域として「亘理町荒浜海水浴

場」の海洋ごみを調査しています。これまでの調査では、

ペットボトルや缶、生活用品、扇風機のモーター、パン

やお菓子の食べた殻などが見つかりました。仙台市若林

区の荒浜に比べると、ごみは砕けないでそのままの形で

残っているものが多かったです。近くに阿武隈川がある

ので川から流れてきたばかりのごみか、海からのごみか

もしれません。ここはもともと海水浴場ですが、このま

まだと足の裏に怪我をしそうなくらいのごみの量です。

今後は、清掃活動も行えるよう検討していきたいと思い

ます。

「海洋ごみ調査　亘理町荒浜海水浴場」

日　時：6月19日（水）、9月15日（日）

場　所：亘理町荒浜海水浴場

収集した重量：1.7kg

亘理町の荒浜海岸の調査
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インターン生を紹介します！新職員・インターン生を紹介☆

　5月からMELON事務局に新職員が入りました。

また、公益財団法人損保ジャパン日本興亜環境財

団のCSOラーニング制度により、今年も2名のイン

ターン生が来てくれました。インターン生は、6月

から来年1月までの8か月間、MELONのさまざまな

活動に携わっていきます。どうぞよろしくお願いし

ます！

■小
お

笠
がさ

原
わら

　千
ち

夏
なつ

（東北大学3年）
　大学では食品に関して学んでいます。世

界の食料問題や環境問題を深く考えるため

に、基礎知識を身につけたくインターンを

始めました。日々学びの連続です。

趣味：ドラム　興味：害獣問題

■平
ひら

澤
さわ

　拓
たく

海
み

（東北大学2年）
　気候変動とエネルギー問題に関心があり、

クライメートユースジャパンに所属していま

す。大学・MELONの活動でもこれらの問題

に対処できるようなエネルギーの開発に結

び付く研究や活動をしたいです。自分から積

極的に行動し、たくさんのことを学び、身につけていきます。

趣味：スキー、海外旅行

長
なが

澤
さわ

　香
かおり

（担当：総務、経理、自然エネルギー等普及 
 プロジェクト、みやぎ里山応援団）
　普段の会話から環境に関する情報を知るこ

とができ刺激を受けながら業務を行なってい

ます。休日は「仙台湾鳴り砂探究会」の一員

として鳴り砂を後世に残すための活動をして

います。どうぞよろしくお願いします。

インターン生

　

　仙台に「花座」という常打ちの寄席があります。

「もう、行ったよ」という方もいるかもしれませんね。

私もときどき行きます。40席のほどの会場ですが、

やはりテレビやCDとは違います。お客さんの顔を

見ての高座ですから、その日その日でマクラの話題

も変わります。

　さて、先日、原発から出る汚染水を「海に放出す

るしか選択肢はない」と自分の心に『正直』に言っ

た方があるようです。何に対して正直だったのかを

考えてみることも、疑ってみることも、たまに必

要な時があります。

　そこで今回は三人の正直者たちが登場する、古今

亭志ん朝の「井戸の茶碗」（落語、昭和の名人完結

編（7）古今亭志ん朝（弐）、小学館CDつきマガジン、

2011年5月）をもう一度聞いてみたくなりました。

　正直者の屑屋清兵衛が、暮らしにも困っていると

いうお侍の千代田卜
ぼく

斎
さい

から古い仏様を買います。そ

れを高木作左衛門というお侍が買い、仏像をぬるま

湯につけて綺麗に拭こうとすると、なんと中から

五十両という大金が出てきました。高木は清兵衛を

見つけ出して、「仏像は買ったが、中の金まで買っ

た覚えはない」ので返してこいと言います。もちろ

ん卜斎の方も受け取らない。困った清兵衛は家主に

相談したところ、高木二十両、卜斎二十両そして、

清兵衛が十両、そして卜斎が高木に使い古しの茶碗

を渡すということで一件落着しました。

　さあ、ところがこの茶碗、実は高麗茶器の一種で

「井戸の茶碗」という名器だということがわかり、

殿様が三百両で買い上げようというので、またまた

清兵衛は困ってしまうというお話しで、どうやって

解決するのだろうかと気になるでしょう？

　このお話の場合は、実に心和む正直者たちの人情

話です。しかし、『正直に』は多分に困ったことも

もたらします。たぶん、汚染水を巡る発言は、復興

を願い、努力を続ける地域の人々を困らせてしまう

だけなのでしょうし、私としては、自然に対してもっ

と正直になって欲しいと切に願うのです。

「正直者たちよ」
落語篇⑭
古今亭志ん朝 

「井戸の茶碗」 
石垣政裕（MELON理事）

新職員
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　「この卵や餌は何の薬を投与されているか」とス

タッフが尋ねられたオープン前夜。私達は今、期間

限定カフェ併設店を開いています（10月末迄仙台

にて）。そのお客様は過去に聞いた情報から「おた

くの卵は食べないのだ」と言い去っていかれ、なん

とも印象深いスタートになりました。

　養鶏や卵への関心が非常に高い方、一方で鶏を１度

も見たことがない方、どちらも増えている印象で、

食品というだけでなく生きものを扱う企業としての

役割や責任はより大きくなるなぁと感じています。

選択はもちろん自由です。ただ、膨大な情報が流れ

る時代なので、うのみにせず何でかな？と疑問を

持って聞いてもらえたら嬉しいし、話を聞いてみた

目指せ100人！
環境リレートーク

くなる相手でありたいものです。お互いに、心まあ

るく、頭やわらかく、ですね。

　質問をなげかけることで、表に出ていない取り組

みや考え、またはなぜ取り組めないのかなど、理由

を知ることができます。相互理解が進めばさまざま

な環境が良い方向に少し進むのではとも思います。

ちなみに竹鶏ファームの卵は薬剤投与はなく、餌に

は竹炭や飼料米を活用しています。

　期間限定カフェでも、SDGs（持続可能な開発目

標）やCSA（地域支援型農業）など取り組みたい

事がありますが、やはりできることからコツコツ挑

むことだなと考えています。あっ、まずはシンプル

においしい卵かけご飯を楽しみに来ていただけたら

と思います。

■有限会社竹鶏ファーム
住所：〒989-0731
　　　宮城県白石市福岡深谷児捨川向1−2
TEL：0224-25-2814
　　　（おかけ間違いのないようにご注意ください）
URL：https://www.taketori-farm.co.jp

… 次号執筆者紹介 …

丹野優奈さん

（花工房はゆな花壇）

　食部会では、新浜地区の農薬不使用の田んぼの見学会

を開催しました。ここでは、メダカを田んぼで育てよう

といった「メダ

カ米プロジェク

ト」にも取り組

んでいます。

　見学会では、

「新浜みんなの

家」から歩いて

遠藤さんの田ん

日　時：6月22日（土）10：00 ～ 12：30

場　所：遠藤環境農園

　　　　（仙台市宮城野区岡田字浜通52） 他

参加者：12名

講　師：遠藤源一郎さん

ぼに行き、子どもたちがメダカを放流しました。その後、

近くの「カントリーパーク新浜」に移動、子どもたちは

網でカエルやヤゴを採って観察していました。

　最後は野バラ、ヤマザクラなどの林を抜けて、貞山堀

にたどり着きました。参加者は、とても熱心に遠藤さん

のお話に耳を傾けていました。みんな童心に帰った清々

しい一日でした。見学会の田んぼのその後

ビオトープではしゃぐ子どもたち

「新浜の農園と貞山運河を見学しよう！」
～めだか放流とビオトープ生物観察～

 

 

第74人目の執筆者

赤渕利恵さん

（有限会社竹鶏ファーム

広報･マーケティング室）
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　キャリアアドバイザーの来田博美さんから平成28年

に発行された「地球温暖化防止のための環境学習教材集」

についてお話を伺うことができました。推進員と推進セ

ンターがより分かりやすく伝えることを目的に開発した

そうです。偶然目にしたこの教材集にあるプログラムの

豊富さのみならず、詳細の一覧表の便利なこと！例えば

所要時間・対象・テーマ・講座形式等が一目でわかるよ

うになっています。ページをめくるごとに講座の受講

者の歓声が聞こえてくるよう

な、楽しいアイディアが満載

です。総プログラム数は32

あります。

　年間121回の環境出前講話

を支える32のプログラムに

ついては次号で報告します。

ストップ温暖化センターみやぎ通信　Vol.86

　今年度も宮城県「地球温暖化対策普及啓発事業」を受

託し、家庭と事業者向けの普及啓発事業を実施しています。

　プロスポーツ団体との連携ではベガルタ仙台のホーム

ゲームに合わせ「エコチャレンジフェスタ in ユアスタ

2019」（8月3日開催）、東北楽天ゴールデンイーグルス

のホームゲーム時に「エコチャレンジフェスタ in 楽天

生命パーク宮城」（8月15日）を開催しました。ブース

では日本とアメリカ、中国の国民一人当たりが使うエネ

ルギーの重さが体験できる『持てるかな？「エネルギー

のカバン」！？』を実施しました。どの重さが日本なの

かをキックターゲットなどで答え合わせをして盛り上が

りました！また、普段使っているエネルギーの重さを体

験したことで「電気などの使い方を見直さなきゃね」と

親子でお話してくれた方も多くいました。

　8月24日25日には「史都多賀城環境グルーヴフェス」

へ出展。「温暖化を止めろ！的当てゲーム」では温暖化

から地球を守るため、省エネ行動とそうではない行動を

当ててもらう的当てゲームをしました。参加した皆さん

は推進員のヒントや解説を熱心に聞いていました。

　今回のブースで自分の生活を見直し、省エネについて

楽しく学んでもらえたと思います。その他にも10月12日

気仙沼市でブース出展、12月5日事業者向けセミナーの

開催、1月12日にはせんだいメディアテークにてイベン

トを開催する予定です！

エコチャレンジ！地球を守るために私たちにできること

温暖化を止めろ！的当てゲーム

ボールを投げて答え合わせ

　滋賀県は1970年代後半に起きた主婦層が中心となっ

た「石けん運動」に見られるように、市民による環境保

全活動の先駆けの地です。滋賀県知事より委嘱を受けた

滋賀県地球温暖化防止活動推進員（以下、推進員）100

名のほとんどの方が出前講座や温暖化防止の啓発活動に

関わっているとのこと。その一例として環境出前講話数

は121件（学校57、地域64）で、宮城県の21件（学校

18、地域３）と比較すると明らかに活発なことが分か

ります。

滋賀県地球温暖化防止活動推進センター訪問記（Vol.1）

びわ湖に掛る矢橋橋の先が
人工島・矢橋帰帆島

訪問日：7月25日（木）

訪問先：滋賀県地球温暖化防止活動推進センター

　　　　（びわ湖に浮かぶ矢
や

橋
ばせ

帰
き

帆
はん

島
とう

、淡
おう

海
み

環境プラザ内）

訪問者：三浦明美事務局員
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　仙台市水

道局が主催

する水道事

業に関する

市民の理解

と関心を高

めるための

「水道フェ

ア 2 0 1 9 」

に水部会と

推進員だより　No.30

　講座は4回開催

されて延べ63名

の方々（子ども含

む）が参加しまし

た。温暖化の仕組

みから始まり、影

響などを分かりや

すくするため映像

を交えて解説を

しました。そし

て、CO²（二酸化

炭素）の排出量の

削減が温暖化防止になることを理解した上で、ハ

ンバーガーの材料がいかに温暖化と関わりがある

か、じっくりとクイズをしながらその事実に踏み

込んでいきました。

　最後に参加者は「エネルギーのカバン」※を持

つことで、エネルギーをどのぐらい消費している

かを実感していました。

※P.6参照

共にブース出展しました。約300名の方が温暖化

の仕組みについてのゲームに参加しました。

　全国地球温暖化防止活動推進センターの教材

「かくかくしかじかおんだんか」をパネル展示し、

2019年から新しく推進員になった2名が説明を

担当し、初めてとは思えないほどに参加者の心を

とらえていました。

推進員による講義風景

水の泡立ち実験風景

エネルギーのカバンに挑戦

子ども達とクイズをしている推進員

学都「仙台・宮城」　サイエンス・デイ2019で講座を開催！

始まる前から行列のイベント　10,658人が来場!!

仙台市水道フェアで

　　　　　　　　　　　  のクイズを実施!!

日時：7月14日（日）9：00 ～ 16：00

場所：東北大学川内キャンパス

講座：推進員企画「地球温暖化とハンバーガー」、

　　　これってどうつながるの？

講師：宮城県地球温暖化防止活動推進員グループ

　　　「コミュニケーターチーム」

　　　後藤健一さん、佐藤俊彦さん、門間智史さん

アシスタント：推進員　上条孝光さん

日時：8月20日（火）11：00 ～ 16：00

場所：せんだいメディアテーク

　　　1階オープンスクエア

講師：宮城県地球温暖化防止活動推進員

　　　格井直光さん、上條隆三さん

パネル展示：「かくかくしかじか温暖化」とクイズ
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〈会員状況〉

562 名
法人� 60

任意団体� 10

個人� 492

2019 年 8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

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 https://melon.or.jp
　落丁・乱丁の場合は、MELON 事務局までご連絡ください。

■ 毎年のことですが、秋が深まってくるとなんとなく寂しさを感

じ、暑かった夏が恋しくなります。秋も冬もきらいではないの

ですが、やっぱり自分の中でメインの季節は初夏から夏です。

（小林）

■ 秋は北天を中心に星を観察するのが好きです。天の川が流れて

いて星座がたくさん見えるし、西の空にはまだ夏の星座が残っ

ているし、夜半には冬の星座も昇ってくるし。（高橋）

■ 日よけのための帽子から毛糸のベレー帽へ衣替えしました。毛

糸のスカートやストール、手袋など秋冬にしか身に付けられな

いアイテムを楽しみたいと思います。（長澤）

■ 友人たちと「秋にキャンプ行こう！」と春頃に決意したものの

環境イベントが重なり私の予定が全く合わず。でもまだ諦めて

いません！次回の編集後記で報告できるか乞うご期待！（吉田）

編 集 後 記

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。

10/19（土） 水部会　例会

10/26（土）「第 1 回宮城県地球温暖化防止活動推進員新規
募集養成研修」開催

10/28（月） みやぎ里山応援団　例会

10/30（水） 情報センター　例会

10/31（木） 自然エネルギー等普及プロジェクト　例会

11/2（土） 「石巻環境フェア」にブース出展

11/5（火） MELONcafe 企画部　打ち合わせ

11/9（土） 「杜の都の公園探検隊！〜 in 台原森林公園〜」
開催

11/16（土）「MELONcafe プチ講座ガラスエッチング」開催

11/21（木）「適応策シンポジウム（仮）」開催

11/22（金）「ごみのゆくえを見てみよう！」開催

11/23（土）「第 2 回宮城県地球温暖化防止活動推進員新規
募集養成研修」開催

11/23（土）「MELONcafe プチ講座リメイクキャンドル作り」
開催

12/5（木） 「事業者向け自然エネルギー活用セミナー（仮）」
開催

12/7（土） 「環境フォーラムせんだい 2019」にブース出展

12/8（日） 「サイエンスカフェ」開催

12/14（土）「第 3 回宮城県地球温暖化防止活動推進員新規
募集養成研修」開催

1/12（日） 「地球のために宮城から〜みやぎ環境フェスタ〜」
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。

省エネチャレンジキャンペーンみやぎ
第1弾夏の陣 応募受付中！

　2019年8月～ 9月の間で「電力」又は「ガス」の

使用量が、前年同月比で減った家庭・事業者の中か

ら抽選で景品をプレゼント！前年同月の使用量は今

年の検針票に記載されています。ぜひ検針票をチェッ

クして応募しましょう。

　2か月連続で減ったら2口応募して当選確率を2倍

に！（ただし景品は1世帯・1事業者につき1個のみ

となります）

　第1弾夏の陣の応募期間は2019年10月31日（木）

までです。詳細は下のQRコードでチェックしてくだ

さいね。

　また、当キャンペーンは第2弾冬の陣も実施いたし

ます。皆さまのご応募お待ちしております！

メールでの応募は
こちらから↓

キャンペーン
チラシ（PDF）
はこちら↓

（応募方法を必ずご確認ください）


