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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～

Index
P1 薪・ペレットストーブの暖かさと楽しい演奏を

堪能した1日

P2 薪ストーブ・ペレットストーブで森林資源を有

効活用！

木の葉ワークショップ at 薪ストーブのフェスタ

P3 ストップ温暖化センターみやぎ通信

P4 ストップ温暖化センターみやぎ通信

P5 ストップ温暖化センターみやぎ通信

P6 仙臺農塾／かんきょう見聞記「物語の背景」

P7 会員団体からのお知らせ 

／目指せ100人！環境リレートーク　平松希望さん

P8 トピックス／イベント一覧／編集後記

　今年で5回目を迎えた薪

ストーブ・ペレットストー

ブ展示・体験フェスタ。例

年通り、薪ストーブ、ペ

レットストーブの販売業者

や森林関係団体、自治体等

のブース出展により、森林

の大切さを知り、薪・ペ

レットストーブの魅力に触

れる賑やかなイベントとな

りました！今年は新しい試

みとして、「＠なおポップ」

「Vinculo」「デクノボーブラ

ザーズ」の3組のミュージ

シャンによるステージイベ

ントを加え、さらに楽しい

1日となりました。（詳細は

P2参照）

「薪・ペレットストーブの暖かさと楽しい演奏を堪能した1日」

第5回　木を使って森を元気に！

薪ストーブ・ペレットストーブ展示・体験フェスタ

日　時：2月15日（土）10：00 ～ 15：00

会　場：勾当台公園　市民広場

共　催：仙台市認定　緑の活動団体

後　援：宮城県

参加者：約700名

車両も使った多彩な展示の様子

実際に火を入れて暖かさを体験！
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の」で遊んでもらい、その魅力を感じてもらえたのでは

ないかと思います。

　薪ストーブのフェスタで、木の葉ワークショップを行

いました！　この活動は山で拾った落ち葉を材料に、し

おりや壁掛けを作って楽しんでもらおうという企画で

す。現在、里山では管理が不十分であり、荒れてしまっ

ている所が多く存在します。これは、以前と生活の形が

変わってしまい、私達にとって里山が遠い存在となって

しまったことが、大きな理由の一つであると考えていま

す。そこで私は、山で拾った落ち葉を「里山のおくりも

の」と捉え、ワークショップを通して一般の方々に楽し

んでもらうことを思いつきました。山のものに実際に手

を触れることで、里山の魅力を伝えられたらと思いなが

ら活動しています。今回のイベントでは、子ども達をは

じめとして、大人の方にも体験していただき、大盛況で

した。世代を超えて、たくさんの方に「里山のおくりも 「里山のおくりもの」で作ったしおりと壁掛け

　イベントを盛り上げたステージでのライブ演奏も好評

でした。地元尚絅学院大学出身のソロアーティスト「＠な

おポップ」の透き通るような歌声、定禅寺ジャスフェス

などで活動しているボサノバグループ「Vinculo」の軽

快な演奏、森林を愛し森林活動を行う人たちで結成した

「デクノボーブラザーズ」の森林愛溢れるロックの響き、

どれも個性的

で楽しく会場

を盛り上げて

くれました。

　今後もこの

ようなイベン

トで楽しく森

林の活用につ

いて知ってい

ただきたいと

思います。

　薪ストーブ・

ペレットストー

ブ 展 示・ 体 験

フェスタは、多

くの販売業者や

森林組合、森林

活動団体、自治

体等が工夫をこ

らしたブースを

出展し、森林資源の普及啓発を目的に開催しています。

この業界では販売業者が一堂に会する機会は少なく、県

内最大級の薪ストーブ・ペレットストーブの展示体験会

です。ストーブの説明を聞くだけでなく、実際にストー

ブを焚いて暖かさを体験してもらったり、ストーブで調

理した料理や飲み物の試食・試飲があったり盛りだくさ

んの内容で、環境の側面から森林資源の活用を訴えるだ

けではなくストーブそのものの楽しさを味わってもらう

こともできたと思います。

薪ストーブ・ペレットストーブで森林資源を有効活用！

演奏とステージのマネージメントをお願いした
＠なおポップさん

薪割り体験も行いました！

木の葉ワークショップ at 薪ストーブのフェスタ
成澤朋紀（みやぎ里山応援団として出展）

出展協力／特定非営利法人川崎町の資源をいかす会、豊臣工業株式会社、守屋木材株式会社、株式会社建築工房零、有限会社デクソン仙台、石村

工業株式会社、宮城県森林組合連合会、有限会社デクソン仙台、加美町地域おこし協力隊、特定非営利活動法人フォレストサイクル元樹、株式会

社ディーエルディー、ストップ温暖化センターみやぎ、仙台市認定　緑の活動団体、仙台花と緑の会、緑を守り育てる宮城県連絡会議、尚絅学院

大学 環境デザイン教育研究センター、office  Hello Garden、Friday For Future Sendai、みやぎ里山応援団、自然エネルギー等普及プロジェクト、

エコ住宅部会、屋台学会、CSOインターン、日本薬用植物友の会、特定非営利活動法人遠野エコネット、＠なおポップ、Vinculo、デクノボーブラザー

ズ、東北放送株式会社、楽炭（順不同・敬称略）
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　2019年12月2日～ 15日マドリードで開催された国際

会議COP25について、参加した環境省の方と学生から

報告を受けました。講師のお2人とも20代で、講演後の

フリートーキングでは若者らしい未来への展望などを聞

くことができました。現地に赴いた人ならではの現場の

雰囲気などが紹介され、COP25という国際会議の理解

が深まっただけでなくパリ協定を始め気候変動対策の国

極地から見える気候変動

　元南極・北極観測隊である山
やまのうち

内 恭
たかし

さん（国立極地研

究所及び総合研究大学院大学名誉教授、国立極地研究所

特任教授）より「地球温暖化と南極・北極そして私たち」

と題して講演していただきました。講演に合わせ、日本

の南極観測隊が採取し、南極観測船「しらせ」で持ち帰っ

てきた南極の氷や南極観測隊の装備を展示！ 氷は約１

～２万年前に降っ

た雪が押し固まっ

てできたもの。当

時の空気がそのま

ま閉じ込められて

いるため、水に入

れるとプチプチと

太古の空気がはじ

けでる音が！ 皆さ

地球のために、宮城から「みやぎ環境フェスタ」

日　時：1月12日（日）11：00 ～ 16：00

会　場：せんだいメディアテーク1階オープンスクエア

参加者：500名

ん実際に氷

に触ったり

音を聞いた

りして楽し

んでいまし

た。

　 さ ら に

「 南 極・ 北

極○×クイ

ズ」も開催

しました。ここで1つ問題！ 『南極の氷は一番厚いとこ

ろで富士山の標高よりもある』○か×か？ 答えはこの

ページの下に記載されているので後で答え合わせをして

くださいね。

　その他、ステージではケンタロ・オノさん（一般社団

法人日本キリバス協会代表理事）が大賞に輝いた「宮城

県ストップ温暖化賞」の表彰式、ブースでは気候変動な

ど環境問題に取り組む県内の企業や団体、学生などの

16団体が出展。最後まで多くの方に来場していただき

ました！講師の山内さん

○×クイズ開催中！

ブース出展団体 (順不同 )

宮城教育大学 大気科学研究室、仙石エコ隊、宮城県再生可能エネルギー室、みやぎ生活協同組合、仙台管区気象台、東北地域エネルギー・温暖

化対策推進会議、宮城県環境政策課、東北電力株式会社 宮城支店、宮城県気仙沼高等学校、株式会社三創、海辺のたからもの、宮城県白石工業

高等学校、ストップ温暖化センターみやぎ、宮城県水産業基盤整備課、花王グループカスタマーマーケティング株式会社、MELON 情報センター

※このイベントは、「ダメだっちゃ温暖化」宮城県民会議 (宮城県 )主催により、MELONが運営団体となり開催しました。

若手2人が登壇　COP25 報告会in 仙台

日時：2月1日（土）　13：30－15：15
会場：青葉の風テラス（地下鉄　国際センター駅2階）
講演① 「地球温暖化対策に関する世界・日本の動きと

個人が取り組めること」
　　　 岡野泰士さん（環境省地球環境局国際地球温暖

化対策担当参事官室　係長）
　　② 「世界の気候変動に対する態度、地方の可能性」
　　　 平澤拓海さん（東北大学工学部機械知能航空工

学部3年
　　　 青 年 環 境NGO CLIMATE YOUTH JAPAN　

COP25派遣リーダー）

際交渉について判りやすい解説の場となりました。

　前年に比べて多くの参加者があり、質疑応答時間には

海面上昇問題の最前線国キリバスの方からの質問で、よ

り温暖化について掘り下げられました。会場の出展ブー

スの過半数が学生団体だったこともあり、明るくオープ

ンな雰囲気で、会場に隣接しているCafeのお客様にも

アピールができ、大きな相乗効果が生まれました。

答え：○（解説：氷の厚さは一番厚いところで4,776ｍ。

標高3,776ｍの富士山よりも1,000ｍ高い！）

フリートーキング
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ても喜んで

いました。

　15歳以上

向けはカナ

ダの自然や

各州につい

て 紹 介 し、

カナダの中

学生対象の

環境学習教材で木・森林の役割を解説しました。必要

に応じて気象用語の説明を加えて理解を深めました。

英語レベルの制限なしで行ったにも関わらずアンケー

トの満足度は高く、気候変動に対する森林（植林）の

大切さの理解が進みました。次回開催や1時間以上の講

座の希望が寄せられ、気候変動についての関心が広ま

りさらに知りたいという探求心が湧いた方もいたよう

です。

　ネイティブが英語でカナダの教材を用いながら環境学

習をするプログラムと、会場の図書館が良くマッチング

して、来年度も続けたい講座となりました。

　昨年に引

き続きカナ

ダ大使館の

後援を得て

2回目の開

催。子ども

向けではカ

ナダの自然

とくらしを

紹介、丸太4本の樹木当てクイズ、そしてカナダの小学

生対象の環境学習教材で気候変動における木・森林の

役割をネイティブが解説しました。本物の丸太や木片

に直接触れて木の温もりを体験ができ、参加者は、と

日　程：1月25日（土）

会　場：名取市図書館

後　援：カナダ大使館

講　師：ショーン　ローラーさん

　　　　カナダ林業産業審議会/カナダウッド

講　座：①子ども向け　　13：30-14：30

　　　　②15歳以上向け　15：00-16：00

推進員：佐藤憲司さん、若山陽子さん

カナダの教材でネイティブから英語で学ぶ環境学習

　昨今、台

風や大雨な

どによる気

象災害が本

当に増えて

きました。

もちろん省

エ ネ な ど

CO2を削減

し気候変動を防ぐ取り組み、「緩和策」はとても大事です。

その一方で、有識者の研究・分析によると、緩和策だけ

では平均気温の上昇は止められず、今後も異常気象が頻

発すると言われています。気候変動によって実際に起こ

る影響に、どのように対応していくかの方策を「適応策」

といいます。

　今年度MELONでは宮城県からの委託事業として、県

民に気候変動適応策を知ってもらい具体的行動を起こす

きっかけ作りをするための気候変動適応策推進事業をサ

知っていますか？　気候変動適応策！

雰囲気ある図書館で環境学習

子ども向け講座

イエンスカフェ、シンポジウム、ワークショップの三本

立てで行いました。適応策に関する意見交換の機会を作

れたことは貴重で有意義でしたが、その反面、緩和策と

適応策を混同している方もいて、今後も普及啓発してい

く必要性を感じました。

　適応策の具体的な例としては、気象災害に備えてハ

ザードマップを確認し避難経路を知っておくこと、猛暑

に対する適切なエアコンの使用・水分補給などの熱中症

対策、気温上昇に備え農作物を高温に強い品種に変え

たり作付け時

期を変更する

などさまざま

な対策があり

ま す。 い ざ と

いう時に備え

てぜひ今から

学んでくださ

い！

気候変動適応策シンポジウム

ハザードマップに興味津々のサイエンスカフェ参加者
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　静岡県といえば富士山！移動中、新幹線の車窓からま

だかまだかと待ち構えていましたが生憎の曇り空。その

お姿を眺めることは叶いませんでした。

　しかし、気を取り直して静岡県地球温暖化防止活動推

進センター（以下静岡県C）のオフィスへ！ まず驚い

たのはエコオフィス！！ スタッフの机や床までふんだ

んに静岡県産材が使われたぬくもりあふれるオフィスに

なっていました。それ以外にも個別スイッチがついた照

明は全てLEDだったり、太陽光照明装置が設置されて

いたりとたくさんの工夫がされていました。

　思わずいろいろなところに目移りしてしまいそうに

なりながらも静岡県Cの取り組みについてチーフマネー

ジャーの青島加奈さんより教えていただきました。特に

興味深かったのは「再配達防止事業」。宅配便の荷物を

1回で受け取ることを推奨するこの取り組みは環境負荷

軽減だけでなく、宅配業者の働き方改革などにもつなが

る取り組みです。2019年度は46事業所が取り組みに賛

同し職場受取を実施。実際に利用した方からは「時間を

気にせず受け取れた」や「家族へのプレゼントを内緒で

受け取れた」などさまざまな効果もあったとのこと。今

Fridays For Future：毎週金曜日に各家庭での食品整理
～滋賀県地球温暖化防止活動推進センターの取り組み紹介～

　2回に渡った訪問記の番外編としてFFFの取組みを紹

介します。スウェーデンのグレダさんの活動を連想した

方は国際派ですね。滋賀県のFFFは「毎週金曜日に家庭

内の冷蔵庫内の食品整理」です。共働きがほとんどの世

帯では週末にまとめ買いをする傾向があります。ついつ

いお買い得品に手が出てしまい購入したが使い切ってい

ない食品を見直すというのがFFF（未来のための金曜日）

です。ざっくりまとめると3つの効果があります。

１．不要な買い物を減らす

　　　・・・・・・・・・・・・経済的効果

２．詰め込みすぎの見通し

　　　・・・・・・・・・・・・電気使用削減

３．食材の有効利用

　　　・・・・・・・・・・・・食品ロスの削減

滋賀県のFFFプロジェクト

静岡県地球温暖化防止活動推進センター訪問記（前編）

訪問日：1月27日（月）

訪問先：静岡県地球温暖化防止活動推進センター

　　　　（特定非営利活動法人アースライフネットワーク）

訪問者：吉田美緒事務局員

後の活動の参考にしてぜひ実践してみたいですね！

　エコオフィスの概要や主な事業内容などは下記記載の

静岡県Cウェブサイトをご参照ください。（後編は翌日

28日の施設見学報告です。お楽しみに！）

静岡県Cウェブサイト：http://sccca.net/

静岡県Cの入口。扉も静岡県産材！

電気の個別スイッチには、
かわいいひろまろ（ひのき）くんが♥

　週末のお客を見込んでの広告チラシと合わせて「冷蔵

庫の食品✓も忘れずに！」が滋賀版FFFです。宮城県に

も広がるといいな！　キャッチフレーズは「やっぺし、

金曜日✓」　はいかがでしょうか？
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ながら学

びました。

　オーガ

ニック食

品の製品

分 類 で

は、乳飲

料の中で

も特に豆

乳製品な

どが普及しているとのことです。またオーガニック運動

は、強い市民社会を作ることが真の成長といえるのでは

ないかといった言葉が印象的でした。現在、オーガニッ

ク・ウィーク仙台では紹介マップを作成中です。ぜひ参

考にして下さい

　谷口さんは、この春から仙台を離れられることとな

り、一緒に活動してきた農家さん、学生さんなども参

加され、谷口さんの市民活動への想いや、皆さんとの

仙台の思い出を分かち合い楽しい時間が過ぎていきま

した。

　今回の仙臺農塾は、オーガニックをテーマに開催しま

した。ゲストの谷口さんは、仙臺農塾、オーガニック・

ウィーク仙台などのプロジェクトの立ち上げ者でもあり

ます。

　 谷 口 さ ん

から、最新の

デ ー タ な ど

を 基 に お 話

があり、オー

ガ ニ ッ ク 野

菜 を 取 り 入

れ た 食 事 を

楽 し く と り

仙臺農塾 大人の食育プロジェクト

市民活動への想い溢れる谷口さん

オーガニック野菜で栄養たっぷりのサラダ

Vol.8 第2回

「データに見るオーガニックの現状」

■日　時：2020年2月28日（金）19：00 ～ 21：00

■ゲスト： 谷口葉子さん（宮城大学　食産業学群　准教授）

■会　場： 居酒屋　仙きち（青葉区国分町3-1-15 IINEビル 2F）

■参加者：20名

　

　昨年度も仙台・宮城でいくつか「ホタルまつり」

が開かれたり、観察会が開かれたりしています。蛍

が棲める環境を考えるということでは、それぞれの

団体の努力があります。子どもたちだけでなく、大

人も、身の回りに起こしてしまった自然環境の破壊

を考えるいい機会だと思います。

　ホタルは発光をするので、人々が目を向けてくれ

るのですが、小さな甲虫は絶滅の危機に瀕している

ものがたくさんいます。昆虫学者の小松貴さんが、

生物多様性は人間にとって、大事だということをラ

ジオで話しておられました。

　さて、落語の中にもホタル見物が出てくるものが

あります。古典落語の名作で、桂歌丸が語る「乳房榎」

（テイチクレコードエンタテインメント、TECR-

23280、2008年10月）を聴いてみましょう。本来

なら、2倍も3倍もの時間をかけて語られるおどろ

おどろしい物語です（「怪談牡丹灯籠・怪談乳房榎」

三遊亭円朝、角川ソフィア文庫、2018年7月）。

　絵の師匠重信に対して不義をはたらいた間男、磯貝

浪江はその師匠を殺めてしまおうと、下男の正介を

使って「落合の蛍狩り」に誘い出す場面があります。

そこは今の東京都新宿区下落合の神田川といわれます

から、昔はホタルが棲める場所だったんですね。重

信は酔って「正介、あの大粒のホタルが飛んでいく

様は、絵にも描けない美しさだのう。」と感歎します。

　さて、この作品には、浪江が重信の妻を見初める

お花見から、重信が殺されるホタル乱舞、大滝の音

の不気味さ、フクロウの声、そして乳房榎が出す甘

い汁など、人間の業をあぶりだす「物語」の背景に

必ずというほど、自然が描かれています。それは、

聞くだけでも、私たちの五感に訴えるような想像力

をかき立ててくれます。

　それにしても、交尾相手を見つけるため光を放つ

ホタルの乱舞を、起こりつつある人間の欲望劇の背

景とした、作者三遊亭円朝には驚かされます。

「物語の背景」
落語篇⑯
桂 歌丸「乳

ち
房
ぶさ

榎
えのき

」 
石垣政裕（MELON理事）
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　野菜農家の平松希望です。仙台市若林区の荒浜と

荒井で、ブロッコリーや人参、とうもろこしなどを

生産しています。

　畑がある仙台の沿岸には、冬になると白鳥が飛来

します。特にせんだい農業園芸センター横の大沼

は、白鳥やカモなど渡り鳥が集う場所です。畑での

作業中、白鳥の高い声が響き、見上げると何羽も連

なって飛んでいきます。大きな羽を広げかっこいい

姿です。「コォー」や「クァー」と特徴的な声ですが、

田んぼにいるとき、沼にいるとき、飛んでいるとき、

それぞれ鳴き方が違うので、白鳥も会話しているん

だなぁ、とほほえましく思います。

　私は富山県出身で、震災の年に仙台市内の大学に

目指せ100人！
環境リレートーク

入学しました。実家のほうには飛来しないので、白

鳥が田んぼにたくさんいるのを見て本当に驚きまし

た。灰色だった子どもも、見分けがつかないくらい

成長し、今年は2月20日ごろにはみんなで飛び立っ

ていきました。南風に乗りシベリアまで渡るそうで

す。長い旅ですね。

　昨年春、大沼の清掃が震災後初めて再開されまし

た。放棄されたごみが多く、悲しい気持ちになりま

す。農家としても、渡り鳥が安心して冬を越せる環

境を守っていきたいと考えています。

　また来年も、お互いに元気で会えますように。

■平松農園

Twitter　平松希望＊仙台平松農園　@nouenhiramatu

https ://note.mu/hiramatsunozomi

  

… 次号執筆者紹介 …

佐藤好宣さん（自然農園MITU）

会 員 企 業 ・団 体 か ら の お 知 ら せ
MELON の会員企業・団体の活動、環境に関する情報をご紹介します。

食育ＮＰＯ「おむすび」

「笑顔をつなぐ食の楽しさ大切さ～つくる人とたべる人をつなぐ～」
　食育ＮＰＯ [おむすび」のスタッフ3名は専業主婦です。いつでもどこでも手をかけなくても食べ物が

簡単に手に入る食環境は、家庭から「食事作り」の場を奪い、食生活を営む基礎的な知識や技能を低下さ

せています。健やかに生活するためには、誰もが実際に調理できることが大切です。「食育の基盤は、家

庭の食事作りから」そんな思いを持って2007年、食育ＮＰＯ「おむすび」の活動を立ち上げました。

　魚離れが進む中、食卓にもっと魚料理を登場させてほしいと始めたのが「お魚がきっと好きになる料理

教室 (親子向け )」です。子どもたちは魚をおろすところを見学し、調理をします。初めて包丁を握る子、

マダラのおなかの中の白子にびっくりする子、苦手だった魚が食べられるようになった子。『体験は宝物！』

自分で調理をすることで食への関心は広がっていきます。参加者からのアンケートには「家でも作ってみ

ます」「楽しかったまた参加したい」とあり、活動の原動力になっています。これからも主婦の目線で『笑

顔をつなぐ食の楽しさ大切さ』を伝えていきます。

食育NPO「おむすび」の活動は、ブログ

「おむすびちゃんとむすぶくんからこんにちは」

で検索できます。

https ://blog.canpan.info/omusubi

 

 

第76人目の執筆者

平松希
のぞ

望
み

さん

（平松農園）

「おむすびちゃん」
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〈会員状況〉

562 名
法人� 59

任意団体� 10

個人� 493

2020 年 3月25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。

■ 主人の転勤により退職し、福岡市に移住しました。今まで本当

にお世話になりました！（菅田華江）

■ 2月20日をもって退職いたしました。短い間でしたが、お世話

になりました。今後もMELONからの情報を参考にして、家庭で

できる省エネ、ごみの減量などに取り組んでいきます！（長澤香）

■ 海岸でごみを集め、夜な夜な集めたごみを整理。変形して小さ

くなったプラスチック包装の中に、「かつおぶしの包装の食品

表示欄」を発見！ 仙台中のスーパーやコンビニを駆け回って

同じかつおぶし包装を探しています！（畠山紳悟）

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。

4/23（木） 4R 推進部会　例会

6/7（日） 広瀬川水質調査

※�現在、コロナウイルスの影響で開催予定のイベントは以上となりま
す。今後、変更になる場合もございます。ご了承願います。

新職員を紹介☆
　2月からMELON事務局に新職員が入りました。どう

ぞよろしくお願いいたします！

畠
はたけ

山
やま

紳
しん

悟
ご

（担当：海洋ごみ、４R推進部会）

　元々 2018年6月から8 ヵ月間インターン生として

MELONで活動していました。その後は4R推進部会員・

MELONcafeメンバーとして、主に海岸でのプラスチッ

クごみの調査活動をMELON会員さんや職員と共に行っ

てきました。東北大学の4年生として大学に通いつつ、

今年6月に仙台市荒浜の海水浴場前にcaféをオープンさ

せる準備をしながらの勤務になりますが、どうぞよろし

くお願いいたします。

 

「太陽光発電で節電&災害対策」

　「災害時の対策、これで足りてるかな？」と思うことはあ

りませんか。「タイニーライト・ナノ発電所セット」は、女

性でも片手で持てる太陽光発電パネルと充電式バッテリーの

セットです。

　スマートフォン、iPadなどを充電したり、パソコン、小型

扇風機などを動かすことができます（※一般家電製品で活用

する場合は、別売のインバーターが必要です）。

　夏はベランダや

お庭で、冬は室内

の窓辺でも発電可

能。小さな太陽光

発電、はじめてみ

ませんか？

詳細チラシ（PDF）

https://www.melon.or.jp/img/paper/hatsuden.pdf

　2020年4月号から会員の皆さんの環境への思いやイベント

に参加しての感想を声にしていきます。

　2/15の薪ストーブ・ペレットストーブ展示・体験フェス

タも根付いてきた。大学生のような若い人がこのようなイベ

ントに出展したり、一緒に活動するのはすごいことだと思う。

（仙台市青葉区在住ウッディ浅野さん）


