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Miyagi Environmental Life Out-reach Network 2006 年 9 月★第 69 号

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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「第 11 回 MELON 会員と市民のつどい」開催

　６月 17 日（土）せんだいメディアテーク１F オープンスクエアにて「第 11 回 MELON 会員と

市民のつどい」を開催しました。MELON が年に 1 度会員の皆さんに活動内容や決算・予算につい

て報告する「維持会員総会」を広く開放し、たくさんの方に MELON を知ってもらう機会にしても

らおうと企画しました。

　会場では MELON の活動パネルの展示や自分だけのオリジナルのバックが作れるペイントブース

を設置し、当日は約 100 名の来場者でにぎわいました。記念講演では、インターネットによる環境

NPO を主催している上岡裕さん（NPO 法人エコロジーオンライン代表）を迎え、やわらかい口調

とわかりやすいお話しが好評でした。

レポートは２面をご覧ください。
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　6 月 17 日、「第 11 回 MELON 会員と市民

のつどい」記念講演で NPO 法人「エコロジー

オンライン」の代表、上岡裕さんのお話しを聞

かせていただきました。

　上岡さんは、“普通の人のエコロジー”という

キャッチフレーズで、普通の感覚を持つ人々に

環境情報を伝えていくということをテーマに活

動されています。“普通の人のエコロジー”とは、

環境に対して強い関心を持っている人だけでな

く、普段環境にあまり興味のない人たちや、若者、

子ども、地域の人々に幅広く、環境情報や活動

を広めていこうという取り組みです。

　行政や企業、NGO や音楽アーティストと連

携した大きな活動や、個人や地域の他団体と連

携した小さな活動、人それぞれの関わり方、協

力の仕方を考えた循環型の活動に重点を置いて

いるところなど、学ぶべき点がとても多いと感

じました。

　　

　『そらべあ』という新しい環境キャラクター（地

球温暖化で北極の氷がとけてしまったことにより

母グマとはぐれてしまった「そら」と「べあ」と

いうホッキョクグマの兄弟という設定）を生み出

し、『そらべあ』をシンボルとしたユニークなプ

ロジェクトも行われています。

　上岡さんはメディア運動企画のプランナー

NPO として、小さいけれど広報力を持ったコー

ディネーターを目指したいと話していました。さ

まざまな活動の今後が期待されると感じました。

Report 三橋奈緒（MELON 会員）

100 万人のキャンドルナイトへの参加

を呼びかけるため、来場

者の皆さんにリメイクキャンドルをプレゼントしまし

た。ボランティアの協力のもと、不要になったウェディ

ングキャンドルをリメイクしたキャンドルです。小さな

キューブ型のキャンドルはとても好評で、皆さんに喜ん

でいただきました。

第 11 回 MELON 会員と市民のつどいレポート

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～」

上岡裕さん
（NPO 法人エコロジーオンライン代表）
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第 11 回 MELON 会員と市民のつどいレポート

大好評！まいばっくペイント
　無地のトートバックに布用のペンや絵の具を使って、自由にペイン

トしてもらう『まいばっくペイント』を実施しました。大人も子どもも、

夢中になって思い思いの絵を描いていました。

　すべての作品を MELON の Web-Site「世界に 1 つだけのまいばっ

く展」に掲載していますのでぜひご覧ください。

…『まいばっくペイント』実施予定…

♪エコフェスタ 2006　MELON ブースにて
　ひにち　2006 年 9 月 3 日（日）10:00 ～
　ところ　勾当台公園市民ひろば

※先着 50 名様まで
♪ CLUB-FOREST「作って使おうマイバック」
　ひにち　10 月 28 日（土）10:30 ～（予定）
　ところ　フォレスト仙台５F501 会議室

※先着 30 名様まで　※要・申し込み

☆参加無料
☆ペイントしたバックはお持ち帰りいただけますが、
　スタッフが撮影の上 MELON の Web-site 上でご
　紹介させていただきます。あらかじめご了承くださ 
  い。

　１回目の実施となったつどいでのペイント

は、大好評だったものの絵筆とパレットの数が

足りないという問題もありました。そこで、不

要になった絵筆とパレットの提供をメーリング

リスト MELONnet で呼びかけたところ、たく

さんの絵筆とパレットを提供していただきまし

た。提供してくださった皆さん、本当にありが

とうございました。大事に使わせていただきま

す。
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　1996 年 1 月から MELON 情報紙で連載して

きた「かんきょう読み聞かせ」が、50 回を数え

たことを記念して１冊の本になりました。1 ～

50 号までを一部加筆変更し、巻末には戯曲「よ

うこそ！クマジロウ」も掲載しています。

　購入をご希望の方は①直接 MELON 事務局へ

お越しください②郵送をご希望の方は事務局ま

でご連絡ください。郵便振替用紙を同封いたし

ますので、送料とあわせて郵便局で振り込んで

ください。（振り込み手数料はかかりません）③

MELON 主催のイベントにおいても販売いたし

ます。事務局スタッフに声をかけてください。 

定価 1,200 円（税込み）

著者　石垣政裕 
表紙イラスト　石垣鼓 

 
♪企 　画♪

MELON 情報センター、
吉野幸子

（NPO 法人劇団仙台小劇場）

♪発行者♪
財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク（MELON）、

NPO 法人　劇団仙台小劇場 

MELON 叢書②

『クマがおしえる　かんきょう読み聞かせ』発売！

　環境に負担をかけてしまうダムをつくらないと

主張して知事になった方が、ついこの間の選挙で

は負けたというニュースが流れていました。６年

前、私は「へえ、政治家はそういうこともできる

んだ」などと、また「環境に関する考え方もわた

したちの代表を選ぶめやすとなるんだ」と感心し

たりしたものでした。ユメと現実と理想について

考える機会でもありそうです。

　いろいろな選挙のたびに、環境のことが取り上

げられたり、また「とりあげたらまずいから、ふ

れないでおこうとしている」とわかったりもする

から、たぶん、これはユメだったんでなく「理想」

なんだろうなぁ。ユメならさめてもいいんだけれ

ど、ユメなら実現しなくてもいいんだけれど、「理

想」はそうはいかないんだろうから。アスベスト

のような「ユメの素材」が人々の健康に害をあた

え、原子力という「ユメのエネルギー」もいまだ

に危険といつも背中合わせにいます。わかい人た

ちに「ユメをもて」とはいいますが、「理想をもて」

という人は少なくなりました。ユメには責任がな

いから「ユメをもて」といえるのでしょう。わか

い人たちも「そういう時代だから」とユメが打ち

のめされやすい時代を臭いをちゃんとかぎとって

もいます。

　さて、オーケストラでスメタナの交響詩「モル

ダウ」を聞くまでもありません。たった１さつ

の絵本で、私たちの詩情をみたしてくれる、ゆっ

たりとした流れ「かわ」を表現してくれることも

あります。小野千世　絵と文　「かわ」（至光社

1978 年）をあじわいましょう。「かわは　いの

りをたたえゆっくりと　ながれていく」　冒頭か

らこのえほんのことばは、みじかいながらも、深

くわたしたちの心をえぐっていきます。こどもと

いっしょに、川岸に

こしかけて、読んだ

絵本のことばをつぶ

やいてみましょう。

　こどもの不思議そ

うな顔を見ている

と、「 じ わ ぁ っ と 」

わたしたちが時間を

かけても「理想」に

むかって流れていくことの「美しさ」をどうして

も感じてしまうのです。

ゆめと理想
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第 12 回目の執筆者

　菊井順一さん

（財団法人ひょうご

環境創造協会）

　兵庫県から出向し、財団法人ひょうご環境創

造協会で環境創造部長の職について今年で４年

目です。また、この協会が兵庫県知事から兵庫

県地球温暖化防止活動推進センタ－の指定を受

けていることから当センタ－の事務局長も兼務

しています。

　”環境”の活動のなかで、まだしかとその進

路がつかめていません。当団体は、兵庫県の外

郭団体として、県の環境施策の実施部隊として

実に様々な活動と事業（環境学習・教育、温暖

化対策、消費者運動、国際交流など）を行って

います。（でも県の言いなりではありません。極

めて自立志向です。）しかしながら、昨今、環境

に取り組もう、取り組みたいといった方々、団

体が増え、その中で私ども団体は、どういう役

割を果たすべきか苦闘中です。

　今、模索している方向は、中間支援組織として

の機能と役割です。環境に関する持続的な活動、

事業を進めようというとき、資金、人材の確保を

初めとして様々な条件を準備する、整えることが

必要です。こうしたバックグラウンドを理解した

とき、私ども団体は同じ目線にたちながら、ヒト、

カネ、モノに加え情報と場と機会を積極的に提供

していこう、本当の連携とは何か、そのために何

をすべきか一生懸命になって考え中です。

　考えるためには現場を歩き、また話を聞き、と

もに汗をかくということも必要です。このことを

皆に求め、実践を進めています。自分が熱くなり、

本気にならなければものごとは動きません。道半

ばですが今少しがんばってみようと思います。

次号予告

　次は、中西敬さん。

　NPO 法人「人と自然とまちづくりと」

理事を務める。

MELON20 周年をめざせ！

50 人リレートーク

　ユアテックスタジアム仙台で MELON とチー

ム、チームボランティアが行っている環境活動に

ついて学んでもらおうと、7 月 29 日（土）に「め

ざせ☆ベガルタ仙台・エコサポーター！！」を開

催しました。  

　まず、ごみを分別するエコステーションとごみ

集積所、お弁当を分別しているボランティア控え

室を見学。見学の後は『ごみ分別の必要性』と『ペッ

トボトルのリサイクル方法』について勉強しまし

た。その後、子どもたちが「プレイは華麗に！ス

タジアムはきれいに！」というメッセージが書か

れた横断幕を持ってチアリーダーと一緒にフィー

ルドを一周しました。初めてピッチを歩いた子ど

もたちはとても感激した様子でした。

　今年はボランティアさんの指導のもと、エコス

テーションでのごみ分別ナビゲート体験も行いま

した。子どもたちにはこの体験がとても好評で、

「とっても楽しかった」「分別の種類が良くわかっ

た」と感想を寄

せ て く れ ま し

た。

　試合観戦後は

座席の清掃活動を行いました。この企画に 2 年

連続で参加してくださったご家族は「今年は気

合いを入れて、ごみ袋を 4 枚持ってきました」

と熱心に清掃活動に取り組んでくださいました。

　ご協力いただきました関係者の皆さん、本当

にありがとうございました。 

夏休み特別企画

めざせ☆ベガルタ仙台・エコサポータ―



MELON 情報紙 69 号

　7 月 22 日（土）、大崎市田尻を会場に『田ん

ぼとメダカの学校～食べ物と生き物～』を開催し

ました。参加したのは、仙台市内在住の親子や里

山暮らしを夢見て栗原市に移住し米作りを行なっ

ている方など 26 名。「子どもに自然体験をさせ

てあげたかった」という方が多かったようです。

　当日はあいにく小雨模様となりましたが、佐々

木陽悦さん（エコファーマー宮城県認定第 1 号・

MELON 理事）のガイドのもと観察会を実施。

田んぼの生き物観察では、メダカ・アカガエル・

第 1 回 MELON 環境市民講座レポート

　田んぼは自然の学校！
ザリガニの親子などに触

れることができました。

その他、給食の残り物

などを堆肥化している

施設の見学や、施設で

作った堆肥を利用したナ

スの栽培場所の見学やミニ

トマトの収穫体験を行ないまし

た。昼食の時間には、見学したナス入りのおみそ

汁をいただき、短時間ではありましたが“つくる・

食べる・堆肥化する”という食の循環についても

学ぶことができました。

　また、時期的には珍しいトンボの羽化の様子や

絶滅危惧植物のミズアオイを見ることができた

り、ドロドロの田んぼや畑で遊んだりと大人も子

どもも楽しめるものとなりました。参加した方か

らは、「生き物観察、子どもがとてもうれしそう

でした」「初めて田んぼに行き、生き物に触れ感

動しました」という感想をお寄せいただきました。

第 2 回 MELON 環境市民講座レポート

　水と緑の大切さを学んで　

　7 月 27 日（木）、『水道のみなもと探検～青下

水源地散策』を開催しました。青下水源地は仙台

市内からもほど近い、青葉区熊ヶ根にあります。

講師に親川麗子さん（自然観察指導員）をお招き

し、ハイキングコースを散策しながら植物や動物

についてお話をうかがいました。梅雨の晴れ間で

暑いくらいの天気となりましたが、緑の中は涼し

く、参加者の気持ちよさ

そうな表情が印

象的でした。

　また、バスの中では野外活

動の注意点、水の循環についてお

話があり、水源地の自然保護の大切さを学びまし

た。

　散策後はダムの水をくんで、COD パックテス

トを実施し、仙台市水道記念館で水道や水につい

て学んでもらいました。

　親川さんのお話はとても丁寧でわかりやすく、

参加者からは「うわべだけではなく自然の奥深い

ところまで教えてもらって大変勉強になった」と

の感想が寄せられました。
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ストップ温暖化センターみやぎ『通信』Vol.29

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

ワタシの家の電気もダイエット！！

　地球規模で問題になっ

ている温暖化問題は待っ

たなし。CO2 などの温室

効果ガス削減のために、

家族で１ヶ月間、電気の

ダイエット（節電）に取

り組みましょう。

　10 月分の「電気使用量のお知らせ」のコピー

を報告書に貼って提出します。「電気使用量のお

知らせ」には前年の使用量と日数の記載があるの

で、どのくらいダイエットできたか比べることが

できます。みんなで取り組むことで、CO2 排出

量が減少し、地球温暖化防止につながります。

　平成 18 年度石油特別会計委託事業による第

１回地球温暖化防止活動推進員研修を 7 月 1 日

に開催しました。今研修は「行政と地域との効

果的なつながりをどう作るか」と題し講演＆ワー

クショップ形式で行ない、推進員とはどういう

存在なのか、という話から始まり、これまで各

推進員が活動してきた事例から良かった事例、

課題の残った事例を整理することで推進員全員

で課題を共有することができました。

　その後、気仙沼市担当職員の泉田正治氏より、

気仙沼市がこれまで推進員と連携してきた事例

を紹介いただきました。気仙沼市も予算が削ら

れ環境フェア等のイベントは市民主催型の形で

進んでおり、気仙沼市としては厳しい状況が続

いている、しかし環境活動が活発なところは行

政と市民両方の協力があってこその結果なのだ

第１回推進員研修報告

ということが確認できました。

　後半は推進員が活動していく上で必要となる

プロフィール作りや自分が環境問題に興味を

持ったきっかけに関してディスカッションを行

ないました。

＊実施詳細＊

■取組み期間■
　９月中旬頃の検針時～１０月中旬頃の検針時

　自分の家庭で取り組みます。

■募集人数■若干名　　

■参加費■なし　　

■申込み方法（どこに）■
　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。

■締切■ 8 月 31 日（木）　

　申し込まれた方には取り組みシート（報告書、

　ダイエットのヒントなど）と返却用封筒を送り

　ます。

■申込・問い合わせ先■
みやぎ生協生活文化部　環境活動事務局　　

〒 981-3194 仙台市泉区八乙女 4-2-2
文化会館ウイズ内

ＴＥＬ：022-218-5331
ＦＡＸ：022-218-5945
メール：kankyouk@snet.coop.or.jp
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※ MELON 情報紙は古紙 100％再生紙を使用しています。

編 集 後 記

最近 12 年使っていたテレビが突然映らなくな
り、迷った末に、液晶ハイビジョンテレビを買っ
てしまった。もともとスポーツとニュース以外
あまりテレビは見ないのだが、映りは鮮明だし
急にチャンネルは増えるし、にわかテレビっ子
になっている今日この頃。技術の進歩はすごい
けど、ちょっとコワイ気もします。（小林）

この夏に、バンジージャンプをすることになっ
てしまいました。もちろん怖いですが、ちょっ
とだけ楽しみです。（太宰）

やっと梅雨明けしそうですね。辛いカレーが美
味しく感じる季節になりました。今年の夏はバ
テないようがんばります。（井上）

合計  1,046

法人 120

任意団体 18

個人 908

会員状況

（2006 年 7 月 26 日現在）

新会員のご紹介　
♪個人会員♪

　佐々木一郎（仙台市）、佐藤一（仙台市）、

　三橋奈緒（仙台市）、門間友子（仙台市）、

　千葉千津子（仙台市）

♪企業会員♪

　特定非営利活動法人地域研究応用センター（仙台市）

2006/4/30 ～ 2006/7/31　

　ＭＥＬＯＮ事務局では 3 名のインターン生を

受け入れることになりました。主にストップ温暖

化センターみやぎで行う環境省委託事業の地球

温暖化防止活動推進員研修業務、また環境省補助

事業の普及啓発広報事業をサポートしてもらいま

す。6月中旬から8ヶ月間、共にがんばります！！

　MELON の活動は日々たくさんの方々に支え

られています。その 1 つがボランティア。地道

なコト、体力的なコト…ご協力いただいた皆さん、

本当にありがとうございました。

♪ 5/28（日）リメイクキャンドル作成…6 名

♪ 6/03（土）MELON 情報紙発送…3 名

♪ 6/17（土）MELON 会員と

市民のつどい…15 名

【左から】

勝
か つ た

田　健
けんすけ

介（東北大学農学部 1 年）

片
かたやま

山　雄
ゆ う き

貴（東北大学農学部 1 年）

佐
さ さ き

々木　絵
え り か

里香（東北工業大学環境情報工学科 1 年）

インターン生のご紹介

※ボランティアとしてご協力いただくと、ポイン

ト制度をご利用いただけます。最新の募集状況に

ついては、MELON の Web-Site にて随時ご案

内しております。皆さんのご協力をお待ちしてお

ります。

ボランティア協力
ありがとうございます！


