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　県内に14の教室を構える学習塾・あすなろ学院。「す
べての人が心ゆたかに生きられる社会の実現」という理
念のもと、小学生から高校生までの進学等を応援してい
ます。一方で、進学学習面のサポートに留まらず、子
どもたちが「未来を切り拓く力」を身に付けるSDGs
学習「ミライ思考」プロジェクトにも取り組んでいま
す。第一弾「気仙沼の海と山と人 小学生SDGs作文コ
ンクール」は、令和３年度に宮城県ストップ温暖化賞 
の大賞を受賞しました（※２面参照）。
　SDGs学習イベントとして毎年様々な企画を展開し
ているあすなろ学院の担当の佐々木陵太氏（SDGs推
進室 室長）から「わくわくするようなモノづくりの講
座を行いたい。」という相談があり、「太陽光発電システ

ムを作ろう」の講座を行うことになりました。
　７月28日（木）はあすなろ学院大学病院前校、８月
１日（月）は長町南校で開催し、両日ともに10名前後
の小中学生が参加しました。はじめに、MELONスタッ
フがSDGsと気候変動、電気についての話をして、次に、
製作に取りかかりました。各自、コンバーターを組み立
て、ソーラーパネルと接続。完成した太陽光発電システ
ムを外に持っていき、太陽光を当てると、参加した全員
のUSB扇風機が回りました！どの子もうれしそうに太
陽光発電システムを持ち帰っていました。
　環境団体と学習塾が手を取り合って講座を行うとい
う、新たな試みに可能性を感じた講座でした。

講座「太陽光発電システムを作ろう」by MELON×あすなろ学院

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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寄稿：学習塾におけるESDの壁と、 協働に見る光
あすなろ学院SDGs推進室　室長　佐々木陵太

　MELON様と学習塾の協働は初、と聞き、大変驚きま
した。子どもたち向けの様々な環境学習を行っているこ
とを知っていたからです。と同時に、学習塾でのESD（持
続可能な開発のための教育）の眼前にそびえる壁の一端
を見たように思いました。
　弊社内でもSDGsはどこか他人事、進学指導とは無
関係と感じている社員が多いですし、実際に通塾してい
る子どもたちや保護者の意識もそれほどではないように
感じています。
　学習指導要領で「生きる力」「持続可能な未来の創り
手」という言葉が強調され、学校では探究学習が必修化、
入試制度も企業の採用選考も変わってきています。子ど
もたちが社会に出た後、「持続可能性」に着目した課題
解決型の思考は、今よりさらに重要になっていることで
しょう。公教育では提供しにくい尖りを持ち、保護者や
子どもたちが「行かせたい」「行きたい」と思っていた
だけるようなESDイベントを考える中で、MELON様
にご相談差し上げた次第です。
　イベントは大成功でした。県内各地からの参加者は互
いに初対面。最初は気まずい沈黙でしたが、最後は参加

者同士・我々も含めて垣根なく盛り上がりました。強い
て言えば、興味関心が高まっている状態で、より深い学
びを提供できる連続性があると尚良いと思います。
　最後に、今回講師を務め運営にご協力いただいた
MELON職員の皆様にも、この場をお借りして心より御
礼申し上げます。今後もMELON様・会員様の多様な
知識・経験を、子どもたちにお伝えいただけますと幸甚
です。

「宮城県ストップ温暖化賞」とは
地球温暖化対策に資する優れた取組や活動等を行う個人又
は団体等を知事が表彰し、その功績を称えるとともに、取組
等の内容を広く紹介することにより、宮城県における地球温
暖化対策を促進することを目的に、宮城県が令和元年度に創
設した表彰制度です。

あすなろ学院の取り組み
地元みやぎで学ぶ子ども達応援企画　～ミライ思考～　第 1弾
気仙沼の海と山と人　小学生SDGs作文コンクール
東日本大震災から 10 年の 2021 年に、気仙沼でバイオマス発電
を通して行われている、海も山も人も幸せになる活動の動画を
見て、学んだことや考えたことを募集した SDGs 作文コンクー
ルを実施。今も未来も大切にする生き方について、子ども達に
考えるきっかけを作る取り組みとして、受賞しました。

令和 3年度「宮城県ストップ温暖化賞」
大賞をあすなろ学院が受賞しました！

講義の様子 発電の実験

コンバーターの組み立て
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宮 城 県 漁 業 協 同 組 合 に おじゃましました
MELON会員団体訪問記

　去年は宮城県沖でイセエビが獲れた。MELONの石垣

理事は、震災以降続けているボランティア活動の中で、

こんな話を浜の人から聞いたそうです。地球温暖化によ

る漁業への影響や漁業協同組合指導部の取り組みなどに

ついて、宮城県漁業協同組合 指導部 指導課の課長代理 

小山雄介さんと平塚愛菜さんにMELON情報センター

のメンバーがお話を伺いました。

獲れる魚が変わるとどうなるの？！
　「獲れる魚種は変わってきているという話は聞きます。

イセエビが今後も本格的に獲れるようになるのかは分か

りませんが、獲れる魚種が違えば漁具も獲り方も違う。

必要となる漁具、漁法の先進地視察を行い情報収集し、

既存の漁業とのトラブルを回避するためにどんなルール

が必要か等について検討・調整が必要となります」と小

山さん。

　私たちが店頭で新鮮な魚を入手できるのは、様々な

ルールの中で漁業が円滑に進んでいることが前提なのだ

ということを改めて知る機会となりました。

宮城の海の豊かさがずっと続くように
　「宮城の海は豊かだと感じます。昨年はノリ、ワカメ

が不調でした。一方、カキ、ホタテ、銀ざけは好調だっ

た感じです。特に銀ざけは、秋さけ等の不漁により、皮

肉ですがいい値段がついています。あとは、タチウオ、

トラフグが獲れました。西の方ではよく獲れる魚種です

がこちらでは珍しい。そうすると、調理方法などの普及

も同時に進める必要がでてきます」

　平塚さんによると、魚離れが進む中、獲れた魚が売れ

るようにと食育・魚食普及活動として料理教室なども開

催しているそうです。

　海ごみについて尋ねると、漁具はプラスチックばかり

なので、もともと浜ごとに持ち帰りのルールがあり、置

く場所が決められているとのことでした。

　「SDGsと言われています。漁業の場合は、魚を獲り

続けられる環境について若い世代から理解するのは大事

かなと思います。」と小山さん。

　今回、小山さんと平塚さんへのインタビューを通じて、

宮城の豊かな海がこれからも豊かであり続けて欲しいと

願う人たちの思いと取り組みを知ることができました。

　そして、魚が一層おいしくありがたく感じられるよう

になりました！

（ MELONのHPより「MELON会員団体訪問記　第9

弾」のフルバージョン記事がご覧いただけます。）

取材中の様子

漁業協同組合の壁に貼ってあったポスター。宮城の海は魚がたくさん！
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部会だより〜広瀬川の水質調査・水辺観察活動を行いました！

MELON水部会で、広瀬川の上流から下流までの5地
点にて水質調査・水辺観察活動を行いました。この活動
は、宮城県内の健全な水環境保全を進めるため、「身近
な水環境の全国一斉調査」（注1）に参加する形で2007年
から続いており、2009年からはMELON水部会独自の
調査項目が追加されています。

（注1）身近な水環境の全国一斉調査
2004 年から毎年、世界環境デー（6 月 5 日）に最も近い日曜日
を中心に、国土交通省と市民団体が協働して行われています。参
加を申し込むと検査キットが届くので、水質調査をし、その結果
を提出します。全国から集まる調査結果を元にマップが作成され
公開されています。
詳細はこちら：http://www.japan-mizumap.org/

水部会で一緒に活動しませんか？
　自分が暮らす地域の水環境について、なんとなくキレ
イ、キタナイだけではなく、その先の学びがあります。
活動に興味のある方は、MELON事務局にお問合せくだ
さい。

　秋が深くなるとどうしてもお酒が恋しくなってし
まいます。家路を急ぐ左党のわたしに「酔っていき
なよ」とタヌキの置物が話しかけてきます。
　どうしてタヌキでないといけないのだろうか？
カッパじゃ駄目なのか？もしかしたら、ここのマス
ターが似ているんだろうか？…などと「？」マーク
のような目をしながら、素通りしなければいけない
恨めしさで、居酒屋の前を通り過ぎます。
　笠をかぶって、通い帳をぶら下げて、手（前足か
な？）には徳利…ほう、そうか、タヌキは今や脱プ
ラスチックでトレンディになってしまった「量り売
り」でお酒を買っていたんだ。見習わなければ…。
　ということで、今回は五代目柳家小さんの「たぬ
き」（キングレコード「昭和の名人－古典落語名演

集二－五代目柳家小さん」、2009年）を聞いてみ
ましょう。
　このタヌキの話は「たぬき」「たぬさい」「狸の札」
と名前を変えて、バリエーションもいくつかありま
す。昼間助けてもらった子ダヌキが、夜になって、
タヌキのためになけなしのお金をはたいてしまった
八五郎のところにやってくる。恩返しをしたいとい
うので、借金のある八五郎は一円札（さつ）五枚に
なってくれという。それはできないがタヌキは頑
張って、五円札に化ける。さて、使われたタヌキの
おさつはどうなったでしょう。子ダヌキと八五郎の
会話が実に楽しい。
　小さいものでも何でもプラスチックの容器や包装
にしてしまう日本は、確かに衛生上はいいかもしれ
ませんが、コロナ感染者数が世界一といわれると、
ほんとにそうかなと思ってしまいます。でも、やっと
大きなスーパーやお菓子屋さんまで、量り売りで焼
酎やワインを売っているところもでてきていますね。
　おや、誰ですか？食品ロスを防ぐために、徳利の
中身は絶対に残さないといっているお方は！

「人間も恩返しできるかな？」
落語篇㉕
柳家小さん「たぬき」
石垣政裕（MELON理事）

〈調査活動概要〉
日　　時：2022年6月12日（日）9：30〜15：30
参 加 者：水部会5名、MELON事務局1名
調査箇所： 仙台市広瀬川の5地点（関山トンネル、ニッ

カ橋、大沢橋、牛越橋、千代大橋）
調査項目： COD（D）3回、アンモニウム態窒素NH4

+-N、
硝酸態窒素NO3

--N、リン酸態リンPO4-P、
透視度、五感を使った観察、電気伝導率EC
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目指せ100人！
環境リレートーク

どんな想いのもとに、どんな活動をしているのか
寄稿していただいているコーナー。執筆者に次
の方を紹介していただくリレー形式で、環境活
動の輪を広げていくことを目的としています。

ス マ イ ル ポ イント社 会 貢 献 コ ー ス の ご 紹 介
貯まったポイントを寄付して、社会貢献活動を応援することができます。

いてほしいからです。
　「環境教育」「自然
保護」などの解説な
ど は 一 切 し ま せ ん。
ごくごくシンプルに、
自然をちょっと好き
になってもらう事を
イメージして活動を
しています。好きな
ものって大事にした
いものですから。
　今後も、人と自然
の橋渡し役をしつつ、
いつかその皆さんの活動場所へとも繋がっていけ
ば、とても嬉しく思います。

組織所在地：東京都西多摩郡奥多摩町
お問合せ先：0428-86-2551

… 次号執筆者紹介 …
小川 結希さん

（株式会社自然教育研究センター
／一般社団法人 日本インタープリテーション協会）

　「ここ、何が出来るんですか？」
　ケーブルカーもアクテビティも遊具もない。私の
働く自然公園「山のふるさと村」では、定期的にそ
んな言葉が窓口に寄せられます。
　そして笑顔でこう返します。
　「なんでもできますよ！」
　公園の場所は東京の西端・奥多摩。秩父多摩甲斐
国立公園の自然や歴史・人文を主なテーマとした自
然体験プログラムを毎日実施しています。来園者は
関東近郊、特に東京都心部の方が多く、そして前述
のような「わかりやすい自然体験」を求める層が一
定数います。
　私たちはこうした方にこそ、「自分自身の感覚で
発見する」「正解のない」自然体験をしてもらいた
いと考えています。「あー、楽しかった」だけでは終
わらず、家に帰った後にも自然への関心や興味が続

第86人目の執筆者
原島 香さん

（自然教育研究センター 
／山のふるさと村ビジターセンター勤務）

日専連カードでのショッピングご利用金額に応じて貯
まる「スマイルポイント」というサービスをご存じです
か？ 1,000ポイント以上で素敵なアイテムと交換でき
る仕組みです。

実は、貯まったポイントを社会貢献活動に取り組む団
体に寄付することができます。マイネットプラス会員
になり、社会貢献コースから寄付先の選択が可能です。
MELONも寄付先の一つとして掲載していただいてお
ります。

地球環境保全をミッションに掲げる私たちの活動は
「美しく豊かな地球環境を子どもたちに引き継ぎたい」
そんな思いのもと続けられ、皆さまのご支援によって支
えられてきました。日専連カードをご利用の方は、ぜひ
ご検討をお願い致します。

「豊かさをかたちに」をビジョンに掲げ、クレジット事業や保険事業などのサービス
を展開している株式会社日専連ライフサービスは、MELONの活動を支えてくださ
る法人・団体会員の1つです。
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ストップ温暖化センターみやぎ通信　Vol.96

　いま世界中で記録的な熱波や集中豪雨などが増加傾向
にあります。その原因のひとつが地球温暖化と言われて
おり、人間だけでなく生態系にも大きな影響を及ぼして
います。
　地球温暖化による影響で猛暑が続くようになると、人
間と同じく、一緒に暮らすペットも熱中症のリスクが高
まります。今回はいつもと視点を変えて、ペットの熱中
症対策から地球温暖化について考える「犬猫熱中症対策
セミナー」を開催しました。
　最初にストップ温暖化セ
ンターみやぎより地球温暖
化に関する最新情報をお話
した後、山﨑先生から犬や
猫の熱中症対策について

　今年度も、環境省の補助事業にてSDGs環境出前講
話を小中学校、高校等で実施しています。キリバス編
30校、南極編・気候変動編10校、計40校を募集した
ところ、８月の時点で定数に達しました。宮城県内のい
ろいろな学校から申込みがあり、８月下旬から２月まで、
多いときは週に４回実施します。キリバス編は、（一社）
日本キリバス協会代表理事のケンタロ・オノ氏、南極編
は、第49次日本南極地域観測隊員の石井洋子氏、気候
変動編は、地球温暖化防止活動推進員の方やMELON
スタッフが講師となっています。
　今年度最初の講話はキリバス編からスタート。８月
29日（月）、仙台市立北六番丁小学校第5学年で行いま
した。「国がなくなる？キリバス共和国と地球温暖化」

お話していただきました。
日本の夏は高温多湿。人
が辛いと思う温湿度環境
は、ペットも同じく辛い
のです。黒船来航を機に、
日本には様々な外国出身
の犬や猫がやってきまし
た。寒冷地域にいた子た

ちは、特に暑いのが苦手であり、熱中症だけでなく皮膚
病になるリスクも高くなってしまうそうです。
　人もペットも熱中症対策の基本は「温度管理」と「水
分補給」。冷房を使う際は、エアコンの設定温度だけに頼
らず、部屋に温度計を設置してチェックするなど、室内
が適切な温度になるよう管理をしましょう。もしワンちゃ
んやネコちゃんの様子が気になったら、かかりつけの病
院に電話をして相談することで大切な家族を守れます。
　今回初めてペットを通した環境学習セミナーを実施し
ましたが、今後も開催できるよう企画していきたいと
思っています。

というタイトルで、ケンタロ・オノ氏にキリバスの生活
や文化、そして、地球温暖化、SDGsについてお話し
ていただきました。学区内を流れる梅田川はかつてドブ
川と呼ばれるほど汚い川でしたが、住民の努力によって
今ではとてもきれいな川になりました。子どもたちは
同じように地球温暖化も必ず解決できる！というメッ
セージを受け取り
ま し た。 タ イ ム
リーな開催報告を
MELONウェブサ
イトに掲載してお
りますので、ぜひ
ご覧ください！

ワンちゃん、ネコちゃんも必見！熱中症対策セミナー

大人気！ SDGs環境出前講話

日　　時：2022年８月６日（土）14：00〜15：30
開催方法：オンライン配信（Zoom）
参 加 者：25名
講　　師： 山﨑 真大氏（岩手大学 農学部 共同獣医学科 教授）
後　　援：宮城県獣医師会

講師の山﨑先生

SDGs環境出前講話キリバス編
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推進員だより　No.34

CSOラーニング制度についての紹介とご挨拶

　CSOラーニング制度とは、大学生または大学院生が
SOMPO環境財団の協力のもと、環境問題に取り組む
CSO（市民社会組織、NPO・NGOを含む）で８か月
間のインターンシップを行う制度のことです。MELON
でも２人の受け入れを行い、6月から活動を開始してい
ます。ラーニング生の活動内容は派遣先のCSOによっ
て様々で、地区ごとに毎月開催される定例会で共有した

り情報交換をした
りしています。ま
た、期間中に２回
の合宿があり、全
国のラーニング生
が集まって交流や
グループワークを

します。今年の夏はコロナ
ウイルスの影響でオンライ
ンになってしまいましたが、
とても充実した２日間にな
りました。
　私たちはこのインターン
シップを通して環境問題や
市民活動のあり方などにつ
いて考え、より視野の広い
社会人になることを目的とし、一人一人が目標を立てて
取り組んでいます。６月から始まった活動もいよいよ折
り返しとなります。さらなる成長をお見せできるように
頑張りますので、これからもよろしくお願いいたします。
 （CSOラーニング生　芳賀眞結子・吉川円香）

　今年から少しずつ地域のイベント等が復活する中、7月は2件のイベントにブース出展を行いま 
した！ブース内では宮城県地球温暖化防止活動推進員も大活躍！

【活動①】7/10（日）楽天サステナブルデー
　楽天生命パーク宮城で行われた楽天サステナブ
ルデーに「エネルギーのかばん」のブースを出展
しました。１人が１日で消費するエネルギーの重
さをポリタンクに入れた水の重さとして持っても
らい、どこの国かを当てるゲームです。推進員の
お二人には答え合わせを担当してもらいました。
正解して喜ぶ参加者の姿に、推進員の方々もとて
も素敵な笑顔で接しておられました。炎天下の中、
お疲れ様でした。

【活動②】7/17（日）サイエンス・デイ2022
　リアルでの開催は2年ぶり。今年は講座型で「地
球温暖化防止活動推進員に聞いてみよう！」を実
施しました。自転車から考えるSDGs、旬な食材
や水の環境から考える地球温暖化など、推進員が
自ら考えた内容で講座を行いました。
　このイベントでは「サイエンス・デイAWARD」
という表彰制度があり、なんと「わかりやすくお
いし賞」を受賞しました！今回の受賞は、推進員に
とってもいい経験となりました。今後も色々な所
でますます活躍していただけそうで楽しみです！

夏のイベントで大活躍！

ラーニング生 芳賀さん

ラーニング生 吉川さん

イベントの様子 講座の様子
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編 集 後 記
■  息子が「TickToker（※）になる」と言い出しました。冗談かと

思ったのですが、どうやら本気のようです。我が子の言うことは
応援したいですが、親心としては…。※短い動画に特化したSNS
の「TikTok」に動画を投稿する人のこと（亀崎）

■ 5月頃、農家さんから稲の苗をもらったので、ベランダで育てる
ことにしました。JAのウェブサイトの「バケツ稲」の育て方を参
考に、稲の花を見たり、穂の中の米粒を確認したり、こどもと一
緒に体験し、いよいよ収穫です。（早川）

■  兄の真似をしたい妹。彼の使う物は何でも憧れ。自分も試したい
ようです。お箸、大きな保育園リュック、お食事チェア…自分の
母に「あなた達が小さい頃は何でも同じものを用意しないとなら
なくてね〜」なんて言われたことを思い出しました。（小山田）

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〉
469名

法人 54
任意団体 8
個人 407

2022年７月31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（10月〜１月まで）

【ご協力のお願い】「読者アンケート」を実施します！

11/8（火） うちエコ診断会&電力なんでも相談会inゆりが丘公民館

11/9（水） 水部会例会

11/13（日） 石巻環境フェア

11/16（水） うちエコ診断会&電力なんでも相談会inゆりが丘公民館

11/17（木） 4R推進部会例会

11/25（金） うちエコ診断会&電力なんでも相談会inゆりが丘公民館

12/4（日） 気候変動×SDGsギャラリートークイベント

1/19（木） うちエコ診断会in県庁

キリバス共和国・新型コロナウイルス感染
拡大に伴う支援のための募金活動について

　いつも「MELON情報紙」をご覧いただき、誠に
ありがとうございます。

　11月30日まで「読者アンケート」を実施いたします。

　今回のアンケートを通して、
皆さまの期待にそう情報発信を
目指したいと考えております。

　多くの方にご回答をいただけ
れば幸いです。抽選で３名様に
MELON商品券をお送りします。 URL： h t t p s : / / f o r m s . g l e /

GaEGVDhGCxqbDbDf6

　打ち水で地球を救
え！ 8月初旬に荒町
商店街で開催された

「毘沙門天王祭」。初
日の朝、お祭りを過
ごしやすくするため
にも打ち水が行われ
ました！

　マスク等の支援物資は、３月に第１便、６月
に第２便が日本を出発し、寄付先であるKiribati 
Climate Action Network（キリバス気候アク
ションネットワーク）へ引き渡されました。皆
さまのご協力に心から感謝いたします。ありが
とうございました。

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』
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