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MELONとは…●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、団体でつくられた、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。
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  MELON の活動に参加しよう！
　各部会・プロジェクトでは随時新メンバーを募集し

ています。まだ活動に参加したことがないという方、6

月 17 日（土）に開催する総会の会場では、各部会・

プロジェクトの活動パネルを展示しますのでぜひ見に

来てください。興味のある活動が見つかったら、お気

軽に事務局までご連絡ください。
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6/17（土）13：30 ～ 16：15
せんだいメディアテーク１F オープンスクエア

（仙台市青葉区春日町 2-1）

♪入場無料

♪来場者先着 150 名様に

　リメイクキャンドルプレゼント
※リメイクキャンドル…使用済みのウェディングキャンド
　ルをリメイクして作ったキャンドル。家に帰ったら火を
　灯して、電気を消して、100 万人のキャンドルナイト
　（詳しくは 6 面をご覧ください）に参加しましょう。

タイムスケジュール

13：00  開場 

13：30  ( 財 ) みやぎ・環境とくらし・

ネットワーク（MELON）維持会員総会 

14：40  環境クイズ 

15：00  記念講演

　　　　「普通の人のエコロジー

～ NPO エコロジーオンラインの挑戦～」 

　　　　講師／上岡裕さん

（NPO エコロジーオンライン代表）

16：15  閉会
※記念講演の詳細は別紙チラシをご覧ください。

　 『維持会員』とは

　MELON の運営費はほとんどが会員の皆さんの

会費によって維持されています。そこで、財団法

人では法人の財産 ( 運営財産 ) の立場から会員の

みなさんを『維持会員』と呼んでいます。

   『総会』とは

　「2006 年度機関誌 MELON」を持ってご参

加ください。総会は、MELON 会員の皆さんに

MELON の運営や活動について報告する大事な会

です。財団法人として寄付行為に基づいて開催し

ています（寄付行為の詳細は機関誌をご覧くださ

い）。

　  総会で『議決権』はあるの？

　財団法人の場合、理事会が議決機関となります

ので、維持会員総会には株式会社の株主総会のよ

うな議決権はありません。

     報告はどんな形で進められるの？

　会の進行は議長が行ないます。また、2005 年

度の活動報告は 10 分程度のビデオにまとめて上

映します。

『第 11 回 MELON 会員と市民のつどい』ご案内

MELON の活動のパネル展示
　活動母体である各部会・プロジェクトの活動を

パネルにまとめて展示します。

＊＊＊会場での催しのご案内＊＊＊

世界に 1 つの”まいばっく”を作ろう  
 先 着 3 0 名 様 ま で ！

　会場でマイバックのペイントを実施します。布

用のペンや絵の具で、無地のバックをカラフルに

ペイントして、世界に 1 つの自分だけのマイバッ

クを作りましょう。

　できあがったマイバックはお持ち帰りいただき

ます。お買い物の時に使ってくださいね。

　また、描き終えたバックはスタッフが撮影させて

いただきます。撮影した写真は MELON の Web-

Site 内『世界に 1 つだけのまいばっく展』に掲載

させていただきますので、ご了承ください。現在

Web 上には、スタッフが作成したサンプルを掲載して

いますのでご覧ください。

環境クイズ  
　総会と講演の合い間の小休止に、環境クイズを行

ないます。MELON スタッフが用意するやさしいク

イズに勝ち残った方数名には、MELON や MELON

を支える協同組合からステキな賞品をプレゼントし

ますよ♪お楽しみに！

＊＊世界に 1 つだけのまいばっく展＊＊
http://www.melon.or.jp/melon/

MELON の Web-Site で公開中です。
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　MELON 協力商品券の金額の一部が MELON の環

境保全活動と組織作りに活かされます。お買い物の際

にはぜひご活用ください。MELON 協力商品券は２種

類あります。

●日専連 MELON 商品券● 

  有効期間…発行日より満 5 年間。ご用命は日専連仙

台まで。　

● COOP 商品券●  

　期限なくいつでもご使用いただけます。ご用命はみ

やぎ生協の各店舗まで。　
日専連 MELON 商品券と COOP 商品券は、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 協力商品券を利用しましょう！

　MELON では、年間を通してボランティアスタッ

フを募集しています。お手伝いくださる方は事務局

までご連絡ください。

定期的に募集するシゴト

■情報紙の発送作業　

　今後の予定

 　8/5（土）、10/14（土）、1/13（土）、3/3（土）

　10：00 ～ 17：00、MELON 事務局にて

■役員資料等の発送作業

■総務のお手伝い

不定期に募集するシゴト

■イベント関連

　①イベントの企画　②イベントの事前準備　

　③イベント当日の準備と運営

■調査活動

特派員募集中

　情報紙に、ホームページに、MELON の活動の

新鮮な情報を掲載するため、特派員を募集してい

ます。MELON の活動やイベントに参加して、あ

なたの視点で見た活動のレポートを執筆・寄稿し

てください！

※詳細は事務局までお問い合わせください。

※ MELON の活動の中でボランティアとして参加して

みたい内容がある方は、事前に事務局へお知らせくださ

い。募集の際にご連絡いたします。

ボランティア参加すると
うれしい特典が…！

　　

　　ボランティアポイント制度

　皆さんが会費を納入した後、次号情報紙と一緒

にお届けしている『MELON Membership Card』

の裏面がボランティアカードになっています。

MELONの活動にボランティアとして参加する際に、

事務局スタッフにカードを提示してください。 

　■ポイント数 … １回のボランティア参加につき、

　　１個のスタンプを押印します。 

　■活動対象 … 事務局や各部会・プロジェクト、実

　　行委員会が主催（共催）する活動。（部会・プロ

　　ジェクトの例会も含む）

　スタンプが 5 個たまった時点で事務局にご提出く

ださい。1,000 円分の MELON 協力商品券と交換

いたします。

MELON の活動にボランティア参加しませんか？
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エコにこオフィスに認定されました

　仙台市内で事業活動を行い、ごみの減量やリサイ

クルの推進に積極的に取り組む事業所（小売店舗を

除く）を仙台市環境配慮型店舗・事業所認定委員会

が「環境配慮型事業所‐エコにこオフィス‐」とし

て認定しています。この度、MELON事務局も申請

し認定されました。

　事務局の具体的な取り組みとしては、紙類の分別、

マイカップ・マイはし・マイバックの使用、会議で

のパソコン導入による紙の使用削減など。難しいこ

とではなく、できることを実施しています。

　また、同委員会ではごみの減量やリサイクルの推

進に積極的に取り組む小売店舗を「環境配慮型店舗

‐エコにこショップ‐」として認定しています。お

買い物をする店を選ぶときに、価格や鮮度と一緒に

そのお店がごみ減量・リサイクルに取り組んでいる

かを考えてみてはいかがでしょうか。

　「エコにこショップ」「エコにこオフィス」の詳細

については、こちらをご覧下さい。

http://www.gomi100.com/million/07/　

事務局：

仙台市環境局廃棄物事業

部リサイクル推進課

（TEL：

022-214-8840）

　国際的な学力調査で、日本の子どもたちの学力の

順番が「低くなった」ということで、学校の総合学

習の時間が見直されることになったようです。ほん

とうに学力が低くなったのかは置いておいても、学

力の順番だけでなく、子どもたちの教育を考えてい

くことの大切な議論があったはずで、また、その「学

力の順番だけでない教育」の効果には長い時間がか

かるということや、その効果は必ずしも、学校の現

場だけではとらえきれないところがあるはずです。

そういう「議論」がスポッと抜け落ちてしまってい

ます。わたしたちがかかえる、さまざまな問題を「議

論」すること、「議論」をすることでわたしたちは、

コミュニケーションのい・ろ・はを身につけていく

のです。ほかの人の意見をしっかり聞くこと、自信

をもって自分の考えをつたえること、おたがいの考

え方をすりあわせていくことで、社会をつくって生

きていくことの基本的な能力の一面がしっかりとき

たえられます。その「議論」はいま、くずかごに捨

てられてはいないでしょう。

　絵と文マリー・マルクス、若林ひとみ訳「みどり

の森はだれのもの」（さ・え・ら書房）は今から 20

年も前にドイツでかかれた物語ですが、いまだに、

まるで半年のテレビドラマを 2時間の映画にでもし

たような、わくわくした、テンポの速い話の展開が

あります。

　5年B組の生徒たちは、自然先生とよばれるグロー

ス先生につれられて森の中に入っていきます。その

森で、子どもたちは森が人間の都合で変えられてい

ることに気づきます。さあ、子どもたちはどんな行

動をとるのでしょうか。この話がほんとうにあった

話かどうかわかりませんが、地球温暖化防止や環境

保護にたいするドイツ社会の関心や態度の高さを見

れば、20年もかけてこんな「『議論』のある」物語

が読まれてきたのかもしれません。わたしたちも、

いろんなところで、く

ずかごから「議論」を

拾い出してきて、しわ

を伸ばして大切に「議

論」していかなければ

なりません。速いテン

ポに追いつこうせず

に、一つ一つ、一人一

人の役割を意識しなが

ら読んでいくと、読ん

でいる方も楽しくなっ

てしまいますよ。

くずかごから「議論」を
ひろいなおして
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第 11回 目の執筆者

中村美由紀さん

（元和歌山県地球温暖化

防止活動推進員）

　和歌山県では、昨年 3月に温暖化防止活動推進員

が委嘱され、9月に温暖化防止活動推進センターが

開設され、できたてホヤホヤです。私は、大好きな

ダイビングのできる海を守りたくて、第 1 期の推進

員となりました。その夏に、和歌山城では『よさこ

い祭り』が市民の手で第 2回目を迎えようとしてい

ました。我々第 1 期生は、そのお祭りで、3R（リ

デュース･リユース･リサイクル）活動を推進してい

くことが、最初の活動となりました。一番苦労した

のは、リユースでした。何度も洗って再利用する食

器を、お祭りに出店されたお店に利用してもらいま

した。お祭りに初めての仕組みを導入する調整から

始まり、人手の手配、資金繰り…などなど。とにか

く、手間と時間がかかりました。多くの推進員の方々

のボランティアのおかげで大成功に終わり、来客の

方々もとても協力的でしたが、もし、これが実経済

の中だったら…と考えると、人件費は膨大で、とて

も成り立たない状況だったと思います。リサイクル

よりリユースの方が、環境にやさしいとわかってい

るのに、なかなか推し進められないもどかしさを感

じましたが、いろいろと考えさせられるとても良い

機会となりました。持続可能な開発・社会というのは、

とても難しい課題ですが、今後もあきらめずに、環

境保全と経済活動と社会的公正の 3つがうまく調和

するためには？ということを頭の片隅におきながら、

活動していきたいと思っています。

次号予告

　次は、菊井順一さん。

　財団法人ひょうご環境創造協会環境創造部長、

兵庫県地球温暖化防止活動推進センター事務局

長を務める。

MELON20周年をめざせ！

50人リレートーク

みやぎ環境学習パートナーシップ推進事業報告

　MELONは 2005年度に宮城県より『平成 17年

度みやぎ環境学習パートナーシップ推進事業』を受

託し、環境学習・環境教育に従事している方々のネッ

トワーク作りを目的として取り組みました。

　10月に夢メッセせんだいにて開催された「いい

モノテクノフェア」では、自然エネルギー・省エネ

ルギーをテーマにした「県民学習コーナー」を設置し、

クイズラリーを通して学習する機会を提供しました。

　3月には、『パートナーを見つけよう！～つながり

から始まる環境学習～』と題して左記のように企画

し、実践している方の体験とノウハウを伺いました。

また、これに合わせて県が募集した環境家計簿の表

彰式を実施しました。

　年度末には、事業の報告と環境学習施設の紹介等

を掲載した会報を作成し、パートナーシップ会議メ

ンバー・県内小中学校・こどもエコクラブ等に配布

しております。

パネルディスカッション

パートナーを見つけよう！

～つながりから始まる環境学習～』報告

日時：2006年 3月 4日（土）

　　　　　　　　13：30～ 16：00

会場：せんだいメディアテークスタジオシアター

参加者：約 60名

出演者：【コーディネーター】山田一裕氏（岩手県

立大学助教授）【パネリスト】石垣政裕氏（劇団仙

台小劇場演出家）、遠藤智栄氏（せんだい・みやぎ

NPOセンター事務局次長）、木村美智子氏（東北文

化学園大学助教授）、三浦隆弘氏（なとり農と自然

のがっこう代表）＜ 50音順＞

　環境学習をテーマにさまざまな切り口で活動され

ている方々の活動紹介、活動・情報の伝え方・広げ

方についてのパネルディスカッションを行ないまし

た。
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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からのお知らせ

　100 万人のキャンドルナイト
「オリジナルキャンドル作り」　

　地球温暖化防止の全国一斉の取り組み「100 万人

のキャンドルナイト」に連動して、オリジナルキャ

ンドルを作ります。今回はナチュラルな素材、蜜蝋

を使ったアロマキャンドルに挑戦します。夏至の夜、

電気を消して、仄かな香りを楽しみながら静かなひ

とときを過ごしてみませんか？ 

日　　時：6 月 21 日（水）1 0:30～ 12:00

開催場所：生協文化会館ウイズ研修室

募集人数：30 名（応募多数の場合は抽選）　

材 料 費 ：ロウソク１本につき 500 円（2 本まで）

講　　師：早坂幸
さ や か

野華さん（ジャパンハーブソ     

　　　　　サイティー公認インストラクター）

持 参 物 ： エプロン、軍手、割り箸１膳、持ち帰

　　　　　り用袋

申込締切：6 月 14 日（水）　

　参加希望者は下記環境活動事務局にハガキ、ＦＡＸ、

メールでお申込みください。

〒 218-5331　

仙台市泉区八乙女 4-2-2　生協文化会館ウイズ内

みやぎ生協生活文化部環境活動事務局　昆野

TEL 022-218-5331  FAX 022-218-5945

Email  kankyouk@snet.coop.or.jp

　　　　　　

100 万人のキャンドルナイトとは

　夏至と冬至の夜 8 時から 10 時までの２時間、み

んなでいっせいに電気を消しましょう。この呼びか

けに応えた人が、ひとり、またひとり、と増えてい

くことで、ゆっくりと広がってきた自主参加のムー

ブメントです。

　電気を消して、キャンドルに火を灯して、1 人

ゆっくりと時間を過ごしたり、家族でご飯を食べた

り、友達とパーティーを開いたり…皆さんもステキ

なキャンドルナイトをお過ごしください。

皆さんの過ごした

キャンドルナイトを

教えてください。

　どんな風にキャンド

ル ナ イ ト を 過 ご し た

のか教えてください。

MELON の Web-Site

で紹介させていただき

ます。タイトル、コメ

ント、氏名（ペンネー

ム可）、写真を添付して

送ってください。

　★ PC メール　melon@miyagi.jpn.org
　★携帯メール　melon@h.vodafone.ne.jp

Fax、ハガキでも受け付けます。6/30 締め切り。

Title:15 文字まで

Message:50 文字程度
　
Name: 最後に氏名を添え
てください。ペンネーム
可

File:
写 真 を 添
付 し て く
ださい。

夏至の夜。冬至の夜。

8時から 10時の 2時間だけ

でんきを消して

ろうそくに火を燈しましょう。

ひとりひとりがでんきを消して

広がるのは「暗闇のウェーブ」。

はじまるのは地球のための物語。

宇宙から見る地球は明るすぎると、

嘆く星たちの心が癒されるように。

地球を愛する想いを見失った、

私たちの心が癒されるように。

あたたかな緋色の光りは「想ひ」の色。

さあ、あなただけのスローな夜を。

2006 年 6月 17日～ 21日 20:00 ～ 22:00
Copyright(C) 2006　MELON

1000000 人のキャンドルナイトに参加しましょう
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ストップ温暖化センターみやぎ『通信』Vol.28

　４月 18 日（火）県庁にて宮城県地球温暖化防止

活動推進員の委嘱状交付式が行なわれました。新た

に 14 名の推進員が誕生し、宮城県内での現役推進

員は 64 名となりました。

　現在、推進員は地域イベントにて普及啓

発活動や学習会での講師活動しております

が、今後も更に幅広い活動が期待されます。

　また委嘱状交付式後に推進員交流会が行

われ、齋藤武雄氏（東北大学名誉教授）か

ら地球温暖化について講演が行われました。

またストップ温暖化センターみやぎの副セ

ンター長でもある門田陽子氏から、これま

での講演活動で使用していたデータの紹介

宮城県地球温暖化防止活動推進員　委嘱状交付式
と、話し方のポイントなどを分かりやすく説明いた

だきました。推進員は今後の活動に役立てようと真

剣に聞き入っていました。

　4 月 23 日（日）に東北大学植物園内にて「まさ

むねさんちの裏庭探検！」が開催され「ストップ温

暖化センターみやぎ」として参加してきました。

　前日の天気予報では雨の予報でしたが、当日は見

事に晴れ渡り 60 名を超える参加者が春の青葉山を

満喫しました。イベントは植物園の園長先生から青

葉山の歴史、青葉山に生息する植物、動物などの説

明で始まりました。ユーモアをまじえた説明の中で

も特に印象的だったのは、昔と今とでは生息する植

物が変わってきているという話です。なんでも青葉

山にキウイが自然に生息しているとか！これも地球

温暖化の一環ではないかという説明に、こんな身近

にも温暖化の影響は確実に現れていることを実感し

ました。

  その後、それぞれのテーマに沿ったコース（絶景

コース・桜コース・御清水コース・カタクリコース）

に分かれ、いざ！探検開始！

　私が参加した絶景コースでは仙台市が一望できる

到達点を目指し、途中さまざまな植物の説明を受け

ながらゆっくりと歩き、ついには素晴らしい景色を

眺めることができました。いつもの仙台とは一味違

う景色に疲れも忘れて一同ため息…。探検終了後は、

伊達政宗も飲んだという湧き水で入れたお茶をみん

なで飲み、遠い歴史に想いを馳せました。

　また、その日印象深かった植物や風景を各自絵に

描き、その絵は現在仙台市役所に展示されています。

　仙台にはこんな近くに青葉山という素晴らしい環

境があり、我々仙台市民は本当に恵まれているんで

すね～。久しぶりに遠足気分を満喫し、ふりそそぐ

太陽の下、自然のすばらしさを実感できた一日でし

た。

（井上郡康）

まさむねさんちの裏庭探検！へ参加
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編集後記

ようやく花粉症との格闘も終わり、夏が待ち遠
しい今日このごろ（梅雨は嫌い･･･）。夏までに
GW でちょっとだけ増えてしまった体重を元に
戻す予定です。年齢とともに体型維持が難しく
なるなあ、と実感してます。　　　　　　（小林）

最近、ワードとエクセルそれぞれに便利な機能があ
ることを発見☆とっても得した気分になれるから不
思議です。　　　　　　　　　　　　　　　　（星）

事務局の窓からの景色。ふと気がつくと、東北
大学農学部にある木々の“みどり”がとてもき
れい。黄緑・緑・青緑・若草色…さわやかな気
分になります。　　　　　　　　　　　　（太宰）

新しいソフトを導入、今号から紙面が大きく変化し
ました。思う以上のことができたり、思う通りにで
きなかったり…使いこなせるまでの道のりは遠そう
です。　　　　　　　　　　　　　　　　　（鈴木）

合計  1,057

法人 122

任意団体 18

個人 917

会員状況

（2006 年 5 月 10 日現在）

新会員のご紹介　
♪個人会員♪

　井上隆（佐賀県鳥栖市）、井上洋子（佐賀県鳥栖市）、

　大林正和（仙台市）、菊池恵美（仙台市）、

　南頼彦（仙台市）、簗取千枝子（仙台市）、

　大村美智子（亘理町）

2005.02.01 ～ 2006.04.30　

環境にちょっと興味のある人が集まって、
自由に話しができる、交流できる、

そんな場所があったら…
そこからはじまった

『環境サロン CLUB-FOREST』。
皆さんも参加してみませんか？
おいしいお茶とお菓子を用意して
お待ちしています。

　 主催は MELON と RNECS です。
　RNECS( ルネックス）は学生の環境サークル。
　一緒に企画しています。

    参加費は？
　無料です。募金ボトルに少しでもご支援いただけ
　るとうれしいです。

    どんなことをしているの？
講師を招いての学習会、ではありません。主催側
の MELON と RNECS が交代で話題を提供し、
お茶を飲みながらその話題について情報交換した
り意見を出し合ったり…環境についてちょっと学
んで、参加者同士の交流を楽しんでもらうための
会です。時には皆で実験したりゲームをしたり、
参加型の企画も用意しています。

    参加するには？
　申込不要です。参加してみようかな、と思ったら、
直接会場へどうぞ。途中からの参加も退出も自由で
す。都合にあわせてちょっとだけの参加でも気兼ね
なく遊びに来て下さい。

June 6/23（金）17:00 ～ 19:00　
会場／東北大学川内キャンパス

（予定）

「あなたとわたしの環境意識」
話題提供／ RNECS
　環境が大切なのはわかるけれど、何をすればいい
のかわからないし、めんどくさい？この回は、お互
いの環境意識を確認しつつ、どうすれば環境を意識
して行動できるようになるのか話し合います。

July7/14（金）18:00 ～ 20:00
会場／フォレスト仙台 5F501 会議室

「みんなで作ろうエコツアー」
話題提供／ RNECS
　夏休みといえば旅行。計画中という方、その中に

「エコ」というキーワードを盛り込んでみませんか？
どんなエコ旅行ができるのか、みんなで一緒に考え
ます。

CLUB-FOREST のご案内


