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　MELONが指定を受けるストップ温暖化センターみ
やぎでは、これまで多くの学校で気候変動についての
出前授業を行ってきました。内容は、SDGsについて、
気候変動の原因や影響、将来予測、対策（緩和と適応）
などです。子どもたちに「このままではまずい！」とい
う危機感を持たせることはできるのですが、子どもたち
自身が実際に行動に移すまでには至っていないのではと
いう反省がありました。いくつかの対策を紹介したり子
どもたちの前で「うちエコ診断」のデモンストレーショ
ンを行ったりしてみたのですが、その後の活動にはなか
なかつながりませんでした。

　そこで、子どもたちが気候変動の具体的な対策を学ぶ
ことができる教材がほしいと思い、今年度「うちエコ診
断」を参考にした学習教材の制作に取りかかりました。
まずは、子どもが家庭の協力を得ながら取り組めそうな
対策を洗い出しました。例えば「エコキュートにする」
や「電気自動車に乗り換える」などは投資額も大きく難
しいので、「シャワーを１日１分短縮する」や「エアコン
の温度設定を変える」など手軽に取り入れられる方法で
す。次に、それぞれの対策のCO2削減量と節約できる金
額を調べ、エクセルの表にしてみました。さらに、各対
策のボタンを押すとCO2削減量と節約金額が表示され、
右側の棒グラフの割合がどんどん減っていくようにしま
した。
　さっそく、岩沼市立岩沼西小学校６年生と栗原市立石
越小学校６年生のクラスで試してみました。子どもたち
からは、いろいろな反応がありました。
　「えっこれをしただけで？というのがいっぱいあって、
やってみよう！というきっかけになりました。」
　「もう少し堅い感じをなくして、キャラクター系にす
るといいと思います。」
　子どもたちのアドバイスを取り入れながら、現在、製
品化を行っているところです。教材を試してみたい方は、
事務局までご相談ください。

気候変動対策を学べる教材ツールの制作

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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SDGs教育プロジェクト～1年を振り返って

　エフピコ環境基金の助成を受けて2021年４月から始

めたSDGs教育プロジェクトも１年が経ちました。学

校以外の団体が学習プログラムを作成して小学校での実

践支援をしていくというあまり前例のない取り組みで、

試行錯誤の連続でした。

　まずは、小学校学習指導要領を参考にして防災と気候

変動のカリキュラムを体系的に編成しました。その後、

学年と教科等への位置付けを明確にしながらいくつかの

学習プログラムを作成しました。

　授業時間数が３時間を超える学習プログラム（学校で

は「単元」といいます）では、出前授業を核として観察

や実験、調べ学習、意見交流会など、様々な活動を取り

入れました。出前授業以外にも支援を要するので多くの

学校で実施するのは困難でしたが、探究型の学習を試み

ることができました。出前授業として作成した学習プロ

グラムでは、座学に終わらずに一つの体験活動を取り入

れるようにしました。１時間での探究型の学習は時間が

限られており、難しい面もありましたが、今後は多くの

学校で実施可能といえます。

　１年間で小学校10校、児童708名、先生33名に関わ

り、約50回にわたって学校を訪問して支援を続けてきま

した。学校現場は、どこも多忙を極めて問題が山積して

いる状況ですが、「持続可能な社会の創り手」を育てよう

と必死に頑張っている校長先生や担任の先生方に出会い

ました。かつて６年生で担任していた子どもが先生になっ

ていました。そして、学習する子どもたちの姿に明るい

未来を見いだしました。子どもたちに託すだけでなく、

わたしたち大人が持続可能な社会の実現に向けてもっと

本気で行動していかなければならないことを逆に教えら

れた思いでした。

　目指すのは、「将来に夢と希望を持ちながら防災や気

候変動対策の意識を持って行動し、たくましく生きよう

とする子ども」の姿です。継続して教育の視点で実践に

取り組んでいきたいと思います。

•支援学校数　計10校（相談のみも含む）
中野栄小学校　　南小泉小学校　　七郷小学校
岩沼西小学校　　石越小学校　　八木山小学校
芦口小学校　　泉松陵小学校　　燕沢小学校
大和小学校

•支援児童数　計708名
中野栄小学校4年70名・6年83名
南小泉小学校　　86名　　七郷小学校     124名
岩沼西小学校 175名　　石越小学校　　34名
八木山小学校  79名　　芦口小学校　　 57名

子どもたちに助言するケンタロ・オノ氏
（仙台市立中野栄小６年）

SDGsのつながりを考える子どもたち
（仙台市立中野栄小６年）

MELON情報紙 141 号

2



　 こ の 度 MELON が 一
緒に環境教育活動を行っ
ている一般社団法人日本
キリバス協会（代表理事　
ケンタロ・オノ氏）が、
事務所を移転されました。
　 ２ 月 ２ 日、MELONの
長谷川理事長、EPO東北
の井上統括が新事務所へ
お祝いに駆けつけました。

　キリバスでは、2022年1月に初の新型コロナウイル
スの感染例が確認され、医療体制が十分ではない上、マ
スクや消毒液等の品薄状態のため予断を許さない状況が
続いております。
　MELONでもキリバスの皆さんのために何か支援が
できないかと、今回募金のお願いを日本キリバス協会

と と も に 皆 さ
んに呼びかけ、
た く さ ん の ご
支 援 を い た だ
きました。
　 支 援 募 金 は
2022年２月２
日から３月22
日 ま で に、 合
計1,739,309円となりました。皆さんのあたたかいご
支援、心より感謝申し上げます。
　このお預かりした資金により、マスク２万枚と使い捨
て手袋５千枚を購入しました。物資はすでに発送し、３
月中旬にキリバス・タラワに到着しました。キリバスの
皆さんのご健康を心よりお祈りいたします。
　なお、支援募金は継続して行っております。引き続き
皆さんのご理解とご支援を、何卒よろしくお願い申し上
げます。詳細は下記の二次元バーコードよりMELON
ブログをご覧ください。

　既にご覧になられた方もいらっしゃるかもしれません
が、ネオニコチノイド系農薬についてTVの報道特集で
取り上げられ、インターネットで公開されている動画は、
2022年2月現在で再生数を150万回まで伸ばし、大変
な反響が起きています。
　ネオニコチノイド系農薬は殺虫剤として使用され、ミ
ツバチをはじめ昆虫への影響、さらにはヒトを含めた哺
乳類への影響も懸念されています。加えて、前述の動画
では、動物プランクトンの減少に伴い、食物連鎖で連な
る生態系と、それを資源とした水産業への被害も実例と
して紹介されていました。
　一方、勇気づけられる事例もあります。トキで有名な
佐渡島では、ネオニコチノイド系農薬によりトキの餌と
なる水生生物が生息できない状態にありましたが、規制
と努力により、トキの自然繁殖に成功したのでした。
　食部会では以前から取り上げてきたネオニコチノイド
系農薬ですが、今回の反響を知り、改めて一人でも多く

の方に興味を持ってもらえるように、そして佐渡島の例
のように、動きとして現れることを願って活動を続けて
いこうと思いました。
 （食部会　三浦佳明）

祝・新オフィスおよびキリバス支援ご協力への御礼

食コラム～ネオニコチノイド系農薬の影響について

■新 事 務 所：〒980-0014
　　　　　　　宮城県仙台市青葉区本町３丁目1-17
　　　　　　　やまふくビル 4 階-２
■新電話番号：022-397-9914
https://www.facebook.com/tekeraoikiribati/

新浜地区の田んぼの見学会

長谷川理事長とケンタロさん
船積みされる物資
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　みやぎ里山応援団を2011年より立ち上げ、森林の活
用、里山の保全を目的に活動をしています。
　森林の割合が宮城県では約60%を占めていますが、
その多くは約50年以上前に植林されて、手入れや活用
が十分ではない状況です。他団体との協働での体験講座

や生き物調査、親子で楽しく森に親しむ企画や薪ストー
ブ体験会などを通じて森の資源の活用の大切さをアピー
ルしてきました。
　また、仙台市では緑の保全や普及など、緑に関する様々
な活動を行っている市民団体を「緑の活動団体」として
認証し、支援しています。それぞれの活動内容は森林の
整備や公園の除草、植樹や体験学習など啓発活動などで
す。現在は約30団体ありますが、みやぎ里山応援団も
認証を受けて、「仙台市新緑祭」にも参加しています。
　４月24日（日）に勾当台公園市民広場において「新
緑祭」が３年ぶりに開催予定です。
　みやぎ里山応援団も、みやぎ生協と共同でブースを出
展します。木の種類当てクイズや木工品の販売、植物の
種の配布などを計画していますので、感染予防対策を取
りながら、ぜひおいでください。
 （みやぎ里山応援団リーダー　今野勇）

部会だより～「みやぎ里山応援団の活動」

遊亭小遊三』、コロムビア、2010年）。
　「ほぉん、感心に割り箸使ってんじゃねぇか。偉
いねぇ。」と使っている箸を褒める場面があります。
手軽で空きっ腹を満たしてくれるそばは江戸っ子の
町に普及していきますが、江戸時代は割り箸はとて
も珍しく、公家や武家の人々だけで使われ、ほとん
どが丸い箸を洗って使っていました。いつから、割
り箸が普通になったんでしょうか。
　今、日本で使われている割り箸の98パーセント
が中国・ベトナム産で、そのうち99%が中国だそ
うです。国産間伐材を原料とする割り箸もあります
が、とても価格の上で太刀打ちできません。
　森林資源は再生可能で、CO2を吸収してくれま
すが、しっかりとリカバリーが保証されているか。

「この辺に出る二八そば屋は大抵割ってある箸だよ。
そんなものはいけねぇや。な、誰が使ったかわから
ねぇ。心持ち悪いや。」そういう「江戸っ子」を真
似ないで、“使い捨て”をしない文化、何でもかん
でも価格だけで決めてしまわない生活に、私たちが
シフトしていく必要もありますね。

　そばが食べたくて、近県を渡り歩く筆者としては、
落語で『時そば』を忘れてはいけません。ある男が
通りかかるそば屋を呼び止め、そば（シッポク）を
注文します。「シッポク」とは麺の上にかまぼこや
ら野菜やらをのっけるそばのこと。男はそば屋の手
際や器、そばの中身まで、やたらと持ち上げ、お金
を払う段になって、「ひい、ふう、みい、よ、いつ、
むう、なな、やぁ。いま何時だい？」と聞く。そば
屋が「ここのつ」というと「とお」から支払い出す。
　実に旨そうにそばを食べてる演技を楽しんだり、
それを真似た間抜けな男が、あの男とはことごとく
反対の事態に遭遇していくユーモアで、みなさんに
もおなじみの作品です（三遊亭小遊三爆笑落語集『三

「時は待ってくれない」
落語篇㉓
三遊亭小遊三「時そば」
石垣政裕（MELON理事）

コロナ前の新緑祭
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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。

目指せ100人！
環境リレートーク

 

 

であるという事を実感できる馴染みのある方法は食
べ物を自分達の手で育てる事だと思います。その活
動の一環として、みんなが必要なものを一緒に作る
“みんなの田んぼ”といったコミュニティーファー
ミングを行い、生産者と消費者という役割を曖昧に
しようとしています。
　従来型の単一作物の農地では生き物や植物の種類
は限られていますが、農薬や肥料を使わない、耕す
ことも最低限の農地では次々と多様な生の営みが感
じられ、そこで実るものを食す私たちもその循環の
一部であるということがはっきりと理解できます。
単に、健康的で安全な“人間の食”を提供する農業
者ではなく、“すべての生き物”（植物、動物、微生
物、菌類　etc…）が存在しうる場を育んでくこと
が次代の農業の役割ではないでしょうか？

自然農園マユコべ
連絡先：ocome@mayukobe.com

… 次号執筆者紹介 …
児島 久美子さん

（親子サークルつちからき主催）

　自然農園マユコべ（徳島市）の河﨑由記子と雅人
です。農薬や化学肥料を使わずに主にお米をつくっ
ている農園です。私たちの暮らす地域も他の地方都
市と同様に、農業者の高齢化などにより宅地化が進
みソーラーパネルがせまる切り貼りしたような市内
の外れですが、古民家とその周辺に残された庭田畑
でパーマカルチャーの考え方をベースにした生活空
間と菜園作りをしています。まだまだ残る農地と綺
麗な地下水もあり、郊外型パーマカルチャーを進め
るポテンシャルを感じています。　
　地球の上で暮らす私たち“人”がその循環の一部

親子での参加も大歓迎！水源の森に木を植えよう！
　七ヶ宿町に新たに誕生する“こ〜ぷの森”に広葉樹などを植林します。午後には七ヶ宿町内観光もします！　動きやすい服装・運動
靴でおこしください。

〈お申し込み先〉
みやぎ生協　生活文化部　〒981-3194　仙台市泉区八乙女4-2-2　文化会館ウィズ
FAX：022-218-5945

【募集内容】
日　時：５月14日（土）8：30〜14：00（小雨決行）
場　所：「こ~ぷの森七ヶ宿」（七ヶ宿町）①~③の集合場所からバスで現地まで移動
　　　　①仙台駅東口観光・送迎バス乗降場8：30　②セラビ白石店8：50　③七ヶ宿道の駅
　　　　（〒989-0537 宮城県刈田郡七ヶ宿町上野8-1）
募　集：60人
　　　　※申し込み多数の場合は抽選　※申し込みの際に①〜③の集合場所を記入
　　　　※４月15日（金）までに案内書を送付
費　用：無料（七ヶ宿町地場産品の昼食付）
託　児：なし
持　物：飲料、軍手、帽子、敷物、雨具、動きやすい服装、運動靴
【お申し込み方法】
ハガキ・FAX・Webのみ（電話での申し込みは原則受け付けておりません）
下記内容をご記入の上お申し込み下さい。
①企画名　②郵便番号、住所　③氏名（ふりがな）　④電話番号（よくつながる連絡先）
⑤参加されるお子様の氏名（ふりがな）と年齢

スマートフォン
でのお申し込みは
こちらから

第84人目の執筆者
河崎 雅人さん
河崎 由記子さん

（自然農園マユコベ）
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ストップ温暖化センターみやぎ通信　Vol.94

SDGs環境出前講話の実施報告

　10月31日から11月13日までにイギリスのグラス
ゴーで開催された第26回気候変動枠組条約締約国会議

（以下、COP26）に参加した２名の講師より会議の様子
やその内容について報告していただきました。

　浅岡さんの報告
で はCOP26 で は
気 温 上 昇 を1.5 ℃
に抑えることが決
意をもって追及さ
れたことについて
お話していただき

　2021年７月 ~2022
年２月の間、県内の
小 中 高 校 を 対 象 に

「SDGs環境出前講話」
を行ってきました。講
師は、一般社団法人日
本キリバス協会のケン
タロ・オノ氏、第 49
次日本南極地域観測隊員の石井洋子氏、そしてMELON
スタッフや推進員の方々です。教科書に SDGsの内容
が加わったこともあって、募集したらすぐに定数に達し
ました。
　２月に予定していたキリバス編の３校は新型コロナウ
イルスの影響で中止となりましたが、キリバス編は 17
校（1,419人）、南極編は４校（159人）、気候変動編は６
校（654人）、合計では 27校（2,232人）で実施しました。
以下、児童・生徒さんの感想の一部です。

ました。さらに気候危
機はこれからますます
深刻になる一方であり、
それをどこで止めるの
か、1.5℃に抑えるため
に2030年 ま で の10年
間が重要なことは決定的であると報告してくれました。
　時任さんは現地で行われたデモに参加しその様子につ
いて報告してくれました。デモの参加者には気候変動対
策だけでなく、食料やジェンダーの問題解決への訴えを
している方も多かったそうです。さらに２日間行われた
デモには計13万人が参加し、町全体が１つのアクショ
ンを起こしているような、日本では味わえない一体感が
あったとお話してくれました。
　気候変動対策のパラダイムシフトが世界で起こってい
る中、日本でも宮城でも一丸となって取り組まなければ
ならないと改めて感じた報告会でした。ストップ温暖化
センターみやぎとしても行動変容に繋がる最新情報の発
信などを行っていきたいと思います。

　「ぼくには夢があります。誰にも理解されないだろう
と決めつけて逃げていました。もうちょっとその夢を追
いかけてみたいと思います。」（宮城野中学校２年生）
　「私は南極観測に行ったみなさんがすごいと思いまし
た。なぜなら、みなさんのチームワークが思った以上に
よかったからです。」（聖ウルスラ学院英智小・中学校３
年生）
　「世界で食べ物を食べることができず、栄養不足の人が
たくさんいる中、私たちが食品ロスをし続けていること

が申し訳ないし、あっ
てはならないことだと
感じました。」

（八木山小学校６年生）
　持続可能な社会の
創り手を育てるため
に、次年度も継続して
いきたいと思います。

日　　時：2022年２月12日（土）14：00〜16：00
開催方法：You Tube配信
当日視聴者：50名
総合司会：櫻田彩子氏（エコアナウンサー）
講　　師： 浅岡美恵氏（特定非営利活動法人気候ネット

ワーク理事長、弁護士）
　　　　　時任晴央氏（Fridays For Future Japan）
配信協力：特定非営利活動法人メディアージ

1.5℃目標に向かって行動を!～COP26報告会in仙台～

当日はオンライン配信のみの開催となりました。

質疑応答・ディスカッションの様子

中学生に話をする石井洋子氏

小学生に話をするケンタロ・オノ氏
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令和3年度うちエコ診断結果から見える省エネ術！

今年度の第３回地球温暖化防止活動推進員候補者養成研修が終了しました！

　第３回の養成研修は、すでに推進員として活動してい
る方々との合同研修を行いました。昨年の合同研修では
新型コロナウイルスの影響により直接交流ができません
でしたが、今年は多くの既存推進員の方の参加があり、推
進員候補者の方々も積極的に質問をされていました。
　ワールドカフェ形式で４人の推進員から、活動紹介が
行われ、それぞれの活動について活発な意見交換や質疑
応答が行われました。活動紹介者は、11期のメンバーか

ら小幡秀樹さん、後藤健一さん、佐藤憲司さん、佐藤俊彦
さんです。その後のグループワークでも、既存推進員から
活動を推進するにあたり注意点や課題、アドバイスなど
があり、それに基づいて今後の活動について、皆で話し合
いました。
　最後に代表して３名から発表がありました。発表では、

「ストップ温暖化センターやMELONのスタッフとよく
情報交換などを行い、支援やアドバイスを受け活動して
いきましょう」と意欲に満ちたお話が印象的でした。今後
も継続的にフォローし、より良い研修になるようスタッ
フも研鑽していきます。

　2021年４月から2022年２月末までに150件を超え
るうちエコ診断を実施しました。
　令和３年度で最も選ばれた省エネ対策は「暖房の設定
温度を控えめにする」です。やはり宮城県の場合、冬
が一番光熱費がかかってしまう季節。設定温度は１度
控えめにするだけで１割の光熱費とCO2が削減されま
す。しかし、無理は禁物ですので着るものを工夫してか

ら自分の体に合った
設定温度に見直して
みましょう。その他

「車の利用を半分に
する」という対策も
多く選ばれていまし
た。これから暖かく
なる季節、近所に行
くときは車ではなく
徒歩や自転車でのん

びりと移動するのもいいですよね。
　2022年１月に発行した小冊子「考えよう！ SDGsと
地球温暖化」では宮城県１人当たりが１年間で排出して
いるCO2に関するグラフやその他に手軽にできる省エ
ネ術を掲載しています。ストップ温暖化センターみやぎ
のウェブサイトからE-BOOK版が閲覧できますのでぜ
ひチェックしてみてください。
　令和４年度のうちエコ診断は４月から受診者の受付を
しております。光熱費が気になる、家でできる温暖化対
策を知りたい
という方はス
トップ温暖化
センターみや
ぎまでお問い
合わせくださ
い！

日　時：2021年12月18日(土)　13：30~17：00
会　場：仙都会館8F　会議
参加者：33名　(新規推進員13名、既存推進員20名)

うちエコ診断の様子 小冊子

ワークショップでの発表 活動発表する小幡さん
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　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。

編 集 後 記
■  2/21よりMELONのスタッフとなりました。担当は総務・経理

です。自宅では、ママにもできるベランダ発電や照明のLED化な
ど、暮らしで使う電気とのいい関係を模索中です。（早川昌子）

■  ３月でMELONを離れます。いくつかの部会や情報紙やメルマガ
なども担当させていただき、大変勉強になりました。ありがとう
ございました。この経験を生かし、頑張ります。（山形裕昭）

■  3/20付で退職いたします。2013年から大変お世話になりました。
MELONではたくさんの出会いをいただき、今後もそのご縁を大
切にいたします。これからは一MELON会員としてよろしくお願
いいたします!（高橋民子）

 

ボランティアポイントカード制度
をご活用ください

MELON協力商品券とは

〈会員状況〉
484名

法人 53
任意団体 8
個人 423

2022年３月１日現在

　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。

イベント一覧（４月〜７月まで）

4/25（月） 水部会例会
5/12（木） 4R推進部会例会
5/13（金） 情報センター例会
5/19（木） うちエコ診断会in県庁
5/21（土） 海洋ごみセミナー
6/12（日） 身近な水環境の全国一斉調査　広瀬川調査

COOL CHOICE にご賛同をお願いいたします！
地球温暖化対策のために、今できる「賢い選択」。

　「COOL CHOICE」は、脱炭素社会づくりに
貢献する製品への買換え、サービスの利用、ラ
イフスタイルの選択など、温暖化対策に資する、
また快適な暮らしにもつながるあらゆる「賢い
選択」をしていこうという取組です。

　身近な生活のなかで、未来のために、今選択
できるアクションを選ぶ。

　あなたも、ぜひ「COOL CHOICE」にご賛
同ください！

　３月になりましたね。宮城もやっと暖かくなり
春が近づいてくる気配。そして、MELONでは
報告書提出締め切りが近づいてる気配。がんばる
ぞー！
　そして、先月からストップ温暖化センターみや
ぎが作成したE-BOOKが公開されました！
　詳細はプロフィール欄のMELONウェブサイト
にアクセス！

　温暖化防止に関してどの様な取り組みが出来るか、難
しさを感じていました。
　MELONで色々なイベントに参加し、FMラジオ放送
にも出演して、自分の思いを発信することができました。
　地球環境を守り脱炭素社会実現の為に、市民啓発を図
る拠点としての「MELON」へ大きなエールを送ります。
 （地球環境を守るケンちゃん）

COOL CHOICE
賛同登録用
QR コード

賛同はこちらから

MELON
インスタグラムも
フォローよろしく
お願いします！

『今月の1枚』
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