
2022年７月★第142号Miyagi Environmental Life Out-reach Network

　会員と市民の交流を目的に開催している恒例の
MELONフェスタ。昨年第10期のフェスタはコロナ禍
によりオンライン開催となりましたが、今年
第11期はエル・パーク仙台6Fギャラリー
ホールにて対面式のイベント（オンライン配
信併用）で開催しました。
　久しぶりの対面開催でしたが、会場に80名�
の参加があり、会員同士の交流や役員・事務
局との情報交換などで盛り上がる様子が見ら
れ、有意義なイベントとなりました。
　今年はMELONの石垣理事が演出家をつ
とめる劇団仙台小劇場の環境劇「DANDAN
おんだんか」の上演を行いました。これは地
球温暖化をテーマに劇団仙台小劇場が1997
年COP3注1)の際に上演した演劇を何度かリ
ニューアルを重ねてバージョンアップしたも

のです。クマたちの恋愛物語ですが、気候変動や化石エ
ネルギーの問題を取り上げ、ユーモアの中にも鋭いメッ
セージを盛り込んだ内容でした。演劇という誰もが気軽
に見られる方法で伝えることで、地球環境問題を考える
きっかけづくりになったと思います。� （2面に続く）

注1）COP3（気候変動枠組み条約第3回締約国会議）：国連の国際会議の1つ
で気候変動枠組み条約の締約国が集まる会議。第3回は京都で開催され、この
時に地球温暖化防止に関する国際的な取り決め「京都議定書」が採択された。

「年に1度の会員と市民のお祭り、 MELONフェスタを開催」

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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第26回MELON会員と市民のつどい
� ～MELONフェスタ～
日　時：2022年6月4日（土）13:30～16:45
会　場：エル・パーク仙台6F　ギャラリーホール
参加者：95名（会場参加80名、オンライン参加15名）

環境劇「DANDANおんだんか」の上演



「MELONフェスタ、 今年も盛会でした！」

「キリバス共和国に支援物資を送りました！」

（1面から続く）
　その後は、MELONが小中学校への環境出前講話な
どで一緒に活動しお世話になっているケンタロ・オノ
さん（一般社団法人日本キリバス協会・代表理事）と
MELON理事長の長谷川公一（尚絅学院大学大学院・特
任教授）、MELON理事で今回のフェスタの実行委員長
でもある石垣政裕（NPO法人劇団仙台小劇場・演出家）
の3名によるディスカッション「地球温暖化は止められ
るか？」を開催しました。気候変動に関するこれまでの
活動事例や、危機的な状況から行動変容が求められる現
状についてなど、幅広い議論が行われ、来場者が自らの
行動について見直す機会を提供できたのではないかと
思っています。会場には、オノさんが出前授業を行った
クラスの先生が来場しており、マイクを向けると、授業
後に給食の残飯が減ったことなど子どもたちの行動に変
化があったことをコメントしてくださいました。現場の
こうした声を聞けたのはとても嬉しいことです。
　その他には、パワーポイント資料によるMELONの
活動紹介や理事長賞の表彰式も行いました。理事長賞と
は、長谷川公一理事長が表彰したいと思う個人・団体な
どを独断で選出し表彰するもので、MELONフェスタの
恒例企画となっています。今年は「東北環境パートナー
シップオフィス（EPO東北）」が選ばれました。EPO
東北は、環境省からの請負で2010年度からMELONが

環境省と協働で運営している東北6県の環境情報セン
ターのような機関（環境活動を促進するために人と人を
つなぐ拠点となるための中間支援組織）で、これまでの
活動実績や環境活動への貢献度が今回の受賞理由です。
　また、会場ではMELONを支える協同組合や部会・
プロジェクトによるブース出展もあり、ブースの前で来
場者が部会メンバーから説明を受けたり、来場者と役
員・ボランティアなどが交流したりする姿が多く見ら
れ、対面イベントの効果をあらためて実感しました。
　いつもMELONの活動を支えてくださる会員の皆さ
ん、ボランティアの皆さん、役員や事務局スタッフも含
め、会場にいた全員が楽しい時間を共有した有意義な1
日となりました。

　MELONでは、これまで気候変動により海面上昇の影
響を受けているキリバス共和国の現状などを伝える環境
教育を、一般社団法人日本キリバス協会と共に進めてき
ました。そうした経緯から新型コロナウイルスの感染拡
大に苦しむキリバス共和国の皆さんのために少しでも協
力ができないかと、2022年2月から募金のお願いを呼
びかけ、6月までに約200万円の募金が集まりました。
　キリバス共和国は医療体制が十分ではなくマスクや消
毒液なども不足しているということで、日本キリバス協
会のご協力のもと、3月に第1弾、6月に第2弾の支援
として、合計でマスク4万枚・使い捨て手袋5千枚・手
指消毒液370本を発送しました。

　募金に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！

ディスカッション「地球温暖化は止められるか？」

日本キリバス協会とMELONのロゴが入った支援物資
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海 洋 ご み セミナ ー を 終 えて

「海洋ごみセミナー
～マイクロプラスチック問題と私たちにできること～」
日　時：�2022年5月21日（土）14：00～16：00
場　所：��ぐりりホール（仙台市太白区あすと長町1-3-15　

khb東日本放送内）
参加者：��80名（会場参加49名、オンライン参加31名）
内　容：��講演「マイクロプラスチック汚染と未来への

アイディア」�
講師

� 　�高田秀重氏（東京農工大学�農学部環境資源
科学科�教授）

� 事例紹介
� 　①�「トレー回収でプラごみ削減」�

　株式会社エフピコ
� 　②�「＃ＺＥＲＯマイプラ」�

　宮城県農業高等学校�農業経営者クラブ
後　援：�khb東日本放送、宮城海ごみプロジェクト実

行委員会
配　信：特定非営利活動法人メディアージ

　このセミナーは、MELON4R推進部会が昨年度後半

より計画し、準備してきたものです。当日はオンライン

を含め多くの方に参加していただきました。

　内容は高田秀重先生による講演から始まりました。世

界のプラスチック生産と廃棄の状況、世界中の河川・海

洋のプラスチック汚染状況、それにより引き起こされる

水生生物（哺乳類・魚・貝類等）の誤食被害と体内汚染

状況、そして食物連鎖による人間への影響等、世界のプ

ラごみ問題全般の現状を解説していただきました。

　特に、陸上から海に流れ込んだプラスチックは波や紫

外線により細かく砕かれ、マイクロプラスチックになりま

す。マイクロプラスチックは環境ホルモンなどの有害物質

を吸着し、それらを誤食した生物に濃縮される危険性があ

ります。また多くのプラスチックは各種の添加剤を含んで

おり、それは生物由来や生分解性プラスチックも変わらな

いそうです。そしてすべてのプラスチックは燃やせばCO2

が排出されます。つまり、プラスチック汚染を防ぐには、

根本的にプラスチックの使用そのものを減らすことを、私

たちが考える必要があるのだとお話してくださいました。

　次の事例紹介では、PET食品容器等のリサイクル過程

や、プラスチック被覆肥料に代わる新たな肥料の開発につ

いてのお話など、発表した方々の情熱が伝わってきました。

　今後どうプラスチックに向き合うかは、世界中の大き

な問題です。現在私たちの生活は隅々までプラスチック

に依存していますので、今すぐプラスチックの使用を全

廃することは不可能ですが、私たち現世代、そして次の

世代に渡り、技術・社会の両面で取り組まなければなら

ないと思いました。

　会場では4R推進部会で採取したプラスチックごみの展

示を実施し、実際に触れてみる参加者もいました。アンケー

トからも「改めてマイクロプラスチック問題について考え

たいと思いました」「自分の生活の中で少しでもできること

があればどんどん実践していきたい」などの感想があり、

このセミナーで市民への啓発につながったと感じています。

� （4R推進部会　部会長　根岸誠）

講師の高田秀重氏 セミナーの様子
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　田畑を耕したり、荷物を運搬したりしたのはモウ
昔の話でございます。里子でもない子どもたちのた
めに乳を絞り出して栄養を与えている者もおりま
す。コロナ禍だからといって、この間は生乳が余っ
て捨てられると聞いて、暗澹たる気持ちにならない
牛はおりますでしょうか？
　若者にはワンコインでおいしい丼ご飯が食べられ
るように身を削り、「観光客が好む」といわれれば、
2枚舌でなくても舌を抜かれることを厭わない者も
いるのです。決して、脂ぎったおじさんのためにス
テーキを提供しているだけではありません。
　それなのに、聞いてください。私たちが悪者扱い
されている理不尽を嘆いているのでございます。
　先日、牛舎のテレビを見ていたら、どこかの国の
娘さんが「環境のために牛は食べないんです」とイ
ンタビューに答えていらっしゃったんですねぇ。

　そういえば、私が生まれる前から、私たち牛のゲッ
プが1日500リットルのメタンガスを出して温暖化
をすすめていると酷評され、その上、……尾籠（びろ
う）な話題で申し訳ないのですが、一日あたり糞と尿
が何キログラムなどとそこまで調べ上げ、そこからま
たメタンが出ると……私たちにとってはフンんだり
けったりなのです。モウ、ため息……ハッ！ため息
は地球環境に影響を与えたりしないでしょうね？
　私たちを飼う（カウ？）ために、穀物などのたく
さんの飼料と大量の水を使っているのだそうです。
こうやって、あげたらきりがございません。私たち
はどうしたらいいのでございましょう。
　こんなに甲斐甲斐しく人間のために役に立ってい
る私たちを、みなさんはどうしてほめてくれないの
でしょうか。私たちの糞尿からエネルギーを取り出
してくださっている方もいらっしゃるのですよ。落
語に「牛ほめ」というのがあって、すぐ、春風亭柳
好のCD（落語名人寄席其之参「春風亭柳好」コス
ミック出版、2012年5月）を買って聞いたのですが、
おじさんの家をほめるついでに、牛をほめているだ
けでございます。それも小遣いほしさに！ああ、私
たちはどうしたらほめてもらえる機会を与えていた
だけるのでしょうか。

川の岸辺も、海の砂浜も、みんなでキレイに！

広瀬川1万人プロジェクト「第31回�広瀬川流域一斉清掃」
日　時：2022年4月23日（土）10：30～12：00
場　所：仙台市若林区荒浜
参加者：荒浜海岸会場82名、全8会場合計895名
回収したごみ袋：�荒浜海岸会場20袋、�

全8会場合計227袋

杜の都・仙台のシンボルである広瀬川の自然環境を守
り、多くの市民が親しめる広瀬川とするため、100万都
市仙台の１％・１万人をキーワードとして、市民・企業・
行政などが実行委員会をつくり活動を展開しているのが
広瀬川１万人プロジェクトです。春の一斉清掃は３年ぶ

りの開催です。MELON
が荒浜会場の運営を担当
し、4R推進部会のメン
バーも５名参加しました。
お子様連れのご家族に
ザルを渡して、砂の表面
をすくってもらうと、直

径数ミリメートルのレジ
ンペレット（プラスチッ
ク製品の中間材料）など
が大量に姿を現し、「目立
たないけれど細かいごみ
が実はたくさんあるんで
すね～」と皆さんビック
リ。「こういう小さなごみを鳥や魚がエサと間違って食べ
ちゃうんです」と説明すると、困ったような表情を浮か
べていました。その他にも、バーベキューのごみがあち
こちに埋められていたり、また食器棚まで不法投棄され
ていたりしたのには、さすがに腹立たしさを覚えました。
4R推進部会では定期的に荒浜海洋調査を行っていま
すが、そのたびにプラスチックごみが紫外線や浜風など
により劣化し細かく砕けていっている状況を目の当たり
にします。ごみの無い、裸足で歩ける砂浜を一日でも早
く取り戻したいものですね。
「地球を守る正義のミカタ」、みんな集まれ～！
� （4R推進部会　畔野健司）

「ウシの嘆き」
落語篇㉔
春風亭柳好「牛ほめ」
石垣政裕（MELON理事）

清掃の様子

回収したごみの前で
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目指せ100人！
環境リレートーク

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。

ちゃん、おばあちゃん）
も息抜きになるような、
そんな居場所を、できる
だけお金がかからない方
法で、つくることを心が
けています。
自然体験は特別なもの
ではなく、すべての子ど
も（大人も？）にとって
の当たり前の権利。日常
の中で気軽に自然あそび
できる場や仲間を、今後
も拡げていきたいと思い
ます。

お問合せ先：tsuchikaraki@gmail.com

…�次号執筆者紹介�…
原島�香さん

（株式会社自然教育研究センター
インタープリター）

自分の息子が２歳になるちょっと前に、徳島県で
自然あそびの親子サークルを立ち上げました。
それまで、東京都や埼玉県でインタープリターと

して自然解説やキャンプスタッフの仕事をしていま
したが、地元徳島に帰って「森のようちえん」のよ
うな場所をつくりたいなぁと思っていました。
縁あって、子どもを授かったので、子どもと一緒

に楽しめることを、と自然あそびの親子サークルを
立ち上げ、息子が８歳になった今も続けています。
一度きりの体験ではなく、自然あそびを日常にす

ることで、子どもたちものびのびとたくましく育ち、
また子育て中のお母さん（時にはお父さんやおじい

親子企画「親子で体験！まなぼうさい！」
屋外で楽しく防災について学ぼう！　午前はローリングストックのお話と火おこし体験、備蓄食材で防災クッキング！作った後はおい
しくいただきます。午後は「こ～ぷの森・荒浜」で防災林について学び、実際に手入れ作業を行います。

〈お申込み・お問合せ先〉
みやぎ生協　生活文化部　〒981-3194　仙台市泉区八乙女4-2-2
TEL：022-347-3826（受付：月～金9:30～17:30／祝日除く）　FAX：022-218-5945

日　　時：2022年9月17日（土）10:00～14:30（予定）
場　　所：海岸公園冒険広場と「こ～ぷの森・荒浜」
集合場所：10:00海岸公園冒険広場（仙台市若林区井土字開発139-1）
解散場所：海岸公園センターハウス駐車場
募　　集：�親子15組　�

※申込み多数の場合は抽選。当選者のみ8月26日（金）までに案内状送付。
費　　用：無料
託　　児：なし
持 ち 物：�飲料、帽子、軍手、タオル、敷物、動きやすい服装、運動靴、筆記用具�

※防災クッキングの食材にアレルギーの不安のある方は、各自で軽食などをご用意ください。
【お申込み方法】
ハガキ・FAX・Webのみ（電話での申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

こちらの二次元
コードから
お申込み可能

第85人目の執筆者
児島�久美子さん

（親子サークルつちからき代表）
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ストップ温暖化センターみやぎ通信　Vol.95

　地域地球温暖化防止活動推進センター（以下、地域セ
ンター）は、「地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、
温対法）」に基づき全国の都道府県知事や政令指定都市な
どの市長によって指定されています。地域で地球温暖化
防止活動に取り組む法的な根拠をもった唯一の拠点です。
　宮城県の地域センターは2000年5月22日、全国で
4番目に当時財団法人であった公益財団法人みやぎ・環
境とくらし・ネットワークが宮城県知事から指定を受け
て、誕生しました。
　宮城県地球温暖化防止活動推進センター（愛称：ス
トップ温暖化センターみやぎ）の主な活動は下記の通り
です。

　特に2016年から続いている「環境出前講話」や昨年
度から実施している「SDGs教育プロジェクト」などで
小学校を中心とした環境学習に力を入れています。
　昨年度の環境出前講話は計27校、約3,000名の児童、
先生に向けて実施しました。「SDGs教育プロジェクト」
は、情報紙137号～141号で活動を紹介していますので
ご覧ください。2022年度も引き続き環境学習を実施し
ていく予定です。
　そうした中、2022年4月から「改正地球温暖化対策
推進法」（改正温対法）が施行され、地域センターは今
後市民だけでなく、事業者に向けても地球温暖化対策に
関する普及啓発を実施することが明記されました。
　気候変動対策のパラダイムシフト（注1）が世界で起こっ
ている中、日本でも「脱炭素社会」実現に向けた動きが
活性化しています。その中で宮城県の地域センターとし
て、ストップ温暖化センターみやぎは、今後も様々な活
動を通し、市民や事業者に向けて「脱炭素社会」に関す
る最新情報の発信や行動変容を促す取り組みを行ってい
きたいと思います。
　「地球温暖化に関する最新情報やデータが知りたい」
「私に何ができるのか知りたい」�という方は、ぜひストッ
プ温暖化センターみやぎにご連絡下さい！
TEL：022-301-9145　E-Mail：stop_gw@miyagi.jpn.org
（注1）その時代や分野において当然のことと考えられていた認識や思想、社
会全体の価値観などが革命的にもしくは劇的に変化すること。

① 環境省・宮城県補助事業
　地域における地球温暖化防止活動促進事業、うちエ
コ診断実施支援事業など
② �宮城県地球温暖化防止活動推進員（以下、推進員）
の活動支援
　推進員のスキルアップ・交流を目的とした研修の開
催、イベント出展の協力依頼など
③ 講師派遣
　学校の環境出前講話や自治体・企業主催の講座・講
演会などにスタッフや推進員を派遣
④ イベント出展
　自治体や団体等が開催する環境フェアや地域のお祭
りなどのイベントでブース出展

宮城県の地球温暖化防止活動に取り組む拠点！

小学校での出前授業の様子 家庭の省エネアドバイス中！
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みやぎ里山応援団～新緑祭へのブース出展～

伊達武将隊による種の贈呈式

　仙台市立南小泉小学校5年生の先生方から「昨年度に

引き続いてグリーンカーテンに取り組みたい」という要

請があり、ストップ温暖化センターみやぎで全面的に協

力することになりました。

　最初の活動として2022年5月16日（月）、せんだい

E-Action実行委員会との共催で、「伊達武将隊による種

の贈呈式」を行いました。当日はテレビ局4社と河北新報

社の取材がありました。

　はじめに、センターのスタッフから、SDGsや気候変

動、具体的な対策としてのグリーンカーテンの話をさせ

てもらいました。

　次は、伊達武将隊によるパフォーマンスです。子どもた

ちは、手拍子をしながらかっこいい演武を食い入るよう

に見ていました。その後は、省エネトークです。伊達武将

隊の皆様もSDGsに関心があり、省エネの活動を実践し

ているとのことでした。

　最後に、伊達武将隊から5年生の代表児童にゴーヤと

アサガオの種が贈呈されました。子どもたちからは、「地

球を守りたい」、「友達のように大切にしたい」という感想

が聞かれ、関心を引き出すことにつながりました。

　2022年4月24日（日）、仙台市勾当台公園市民広場

で新緑祭が3年ぶりに開催されました。MELONのみや

ぎ里山応援団は、みやぎ生協と共同でブース出展をしま

した。出展内容は、みやぎ里山応援団の活動紹介パネル

と山野草の写真の展示、樹木当てクイズ、植物の種の配

布、木工品販売などです。�天候に恵まれ、場所もよい

ので次から次に一般の方々が訪れました。

　樹木当てクイズは、11種類の樹木を見て触って木の

名前を当てるものです。ヒントカードも用意しましたが、

なかなか当たりませんでした。みやぎ里山応援団のメン

バーに樹木の解説をしてもらいました。メンバーである

フォレストサイクル元樹さんの木工品販売には、仙台市

長さんも立ち寄っていました。木の玉すくいが子どもた

ちに大人気でした。

　久しぶりのイベント出展で、活動することの喜びを感

じた1日でした。　　

樹木当てクイズ 木の玉すくい

武将隊から種を受け取る児童
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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
■��近所の美容院にジャックラッセルテリアがいて、お客さんがいな
い時は中で走り回っていたり入り口のガラスドア越しに外を見て
たりします。毎日前を通るたびにいるかどうかのぞくのが日課に
なってます。（小林）

■�センターの事業も本格始動し、忙しくなってきました。でも、こ
れから形にしていく楽しみもありワクワクドキドキです！（吉田）

■��近々自宅を引越しすることになり、物の多さに愕然としました。
これを機に日頃出来なかった断捨離して、理想のシンプルで好き
なものに囲まれた暮らしを目指していこうと思います。（高橋）

 

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〉
478名

法人� 54
任意団体� 8
個人� 416

2022年6月20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、（株）日専連ライフサービス
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（7月～10月まで）

7/28（木） 「太陽光発電システムを作ろう」
（あすなろ学院コラボ企画）

7/30（土） 水部会例会（Zoom）

8/1（月） 「太陽光発電システムを作ろう」
（あすなろ学院コラボ企画）

8/6（土） 犬猫熱中症対策セミナー

8/9（火） 食部会例会

　MELONフェスタ開催～！DANDAN温暖化の上
演やディスカッションなど内容盛りだくさんです！

　既に気候変動から気候危機にステージが移ってい
る。その中で、子どもから大人、お年寄りまで含め
て少しずつでも行動変容していくことが大切で、特
に食べ物を捨てるのは命を捨てること、という言葉
は強く印象に残った。
�（第26回MELONフェスタ参加者アンケートより）

COOL CHOICE にご賛同をお願いします！
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い換え、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り組みです。

　身近な生活の中で、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！

COOL CHOICE
賛同登録用

二次元コード

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！

『MELONフォト』

MELON情報紙 142 号

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
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