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　皆さま明けましておめでとう
ございます。2023年は､ 1993
年６月５日に設立された､ みや
ぎ･環境とくらし･ネットワーク

（MELON）30周年のお祝いの
年でもあります｡ 1992年の地球
サミットを契機に産声をあげて､
早くも30年｡ MELONは､ 行政
の外郭団体などではない､ 地域

に根ざした純民間で､ 環境問題に総合的に取り組む環境
NGOとして､ 全国的にみても草分け的存在です｡
　今日まで活動を活発に継続してこられたのも､ ひとえ
に会員の皆さまのご支援､ 活発な部会活動があってのこ
とであり､ あらためて皆さまのご努力に深謝申し上げま
す｡
　この30年の間には､ 環境基本法の公布（1993年）､
環境影響評価法の公布（1997年）､ 気候変動に関する
京都会議COP3の開催（1997年）､ 特定非営利活動促
進法（NPO法）の公布（1998年）､ 環境庁から環境省
への移行（2001年）､ 東日本大震災と東京電力福島第
一原子力発電所の発災（2011年）､ 国連のSDGsの策
定（2015年）など､ 環境問題をめぐって､ また市民に
よる環境運動や環境行政のあり方などに､ 国内外で大き
な変化がありました｡ ここ数年は､ 企業側の意識の変化
にも顕著なものがあります｡

　MELONは､ これらの変化の先鞭を付け､ 宮城県内に
おいても､ また全国的にもフロント･ランナーの役割を
果たしてきました｡ 東北６県にまたがるEPO東北の活
動やキリバス共和国の環境団体Kiri-CANとの連携協定
の締結（2018年）なども､ 特筆すべき活動です｡ 任意
団体から財団法人（1995年）へ､ さらには公益財団法
人（2012年）へと､ 組織基盤も拡充してまいりました｡
　しかしなお色々な課題が横たわっていることも否めま
せん｡ 残念ながら､ 会員数の漸減傾向が続いています｡ 
60代以上が多い会員の若返りをはかる必要もあります｡
役員のゆるやかな世代交代も不可欠です｡ 財政基盤の確
立も難題のままです｡ MELON自身が､ 10年後も､ 20
年後も､ 次の30年後も持続可能でありうるのか､ が問
われています｡ 財団発足時からMELONの目的の一つ
に掲げられた調査･研究､ 政策提言能力のレベルアップ
にも取り組んでいかなければなりません｡
　東日本大震災と福島原発事故を契機に､ また気候危機
にともなう近年の台風の大型化や集中豪雨被害などに
よって､ 環境とくらしにとっての大きなリスクとして､
宮城県内でも､ 災害の脅威が浮かび上がるようになって
きました｡ 防災や減災への取り組みも､ 今後検討すべき
大きな課題です｡
　このように課題は目の前に山積しています｡ 持続可能
な社会と､ 持続可能なMELONをめざして､ 引き続き､
皆さまのご支援とご叱声をお願い申し上げます｡

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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なぜ、 今行動しなければならないのか？～気候変動×SDGsギャラリートークイベント

　近年、台風の大型化や記録的な豪雨による大規模な水
害等の気象災害が頻発しており、生態系だけでなく私た
ちの生活にも大きな影響が及んでいます。日本、宮城県
においても2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロ
にする「脱炭素」を目指すことが表明されました。こう
した時代背景から、私たちは意識と行動の変容が求めら
れていると言えます。
　今回のイベントでは３名の講師をお招きし、気候変動
に関して科学的知見と現実に起こっている影響をお話い
ただきました。
　江守氏からは、11月６日～20日まで開催された国連
気候変動枠組条約第27回締約国会議（COP27）の論

点についてお話いただきました。特に気候変動による
様々なリスクの深刻さへの認識が、世界的に高まってい
る傾向があるそうです。
　その後、オノ氏からキリバス共和国で起こっている影
響についてお話いただきました。気候変動によってただ
気温が上がったり、海面が上昇したりするのではなく、
キリバスの人々が何千年も築き上げてきた暮らしや文化
が失われてしまうという切実な問題であることを訴えて
いただきました。
　最後に、太齋氏より宮城の海の現状について話題提供
していただきました。南三陸ではシロザケが何千トンも
取れていたのに、今は数匹とほぼ取れない状況が続いて
おり、南の地方の魚が生き残れる海に変化してきている
とお話いただきました。
　後半のギャラリートークでは、特に「気候変動対策を
進め、SDGsを達成するためには、何かを我慢するの
ではなく、今の生活をどう発展させていくのか、そのた
めに私たちが何を選択していくのかが重要だ」という主
旨の話が、登壇者から共通して聞かれました。また、私
たちが個人の生活を変えるだけでなく、気候変動に関す
る情報にアンテナを立てて、社会の仕組みをより良い方
向へ変える意識を持って行動していくことの重要性も訴
えられていました。
　あっという間の２時間で、とても内容の濃いイベント
となりました。気候変動解決に向けて、なぜ今行動しな
ければならないのか、一人ひとりが意識するきっかけに
なったと思います。

日　　時：2022年12月4日（日）13：30～16：00
開催方法： フォレスト仙台2階第2フォレストホール

（仙台市青葉区柏木1-2-45）
　　　　　YouTube配信
参 加 者：100名
内　　容： 
　講演会① 気候変動に関する最新情報
　　 江守正多氏（東京大学 未来ビジョン研究センター 

教授、国立環境研究所 上級主席研究員）
　講演会② キリバス共和国について
　　 ケンタロ・オノ氏（一般社団法人日本キリバス協

会代表理事）
　話題提供 地球温暖化影響による魚種の変化について
　　 太齋彰浩氏（一般社団法人サスティナビリティセ

ンター代表理事）
　ギャラリートーク兼質疑応答

ギャラリートークの様子 会場の様子
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キリバス共和国への渡航報告

　MELONは、キリバス気候アクションネットワーク
（Kiri-CAN）と、地球環境保全のため、そして地球温暖
化防止に向けた取り組みを効果的に進めるため、2018
年に「地球温暖化防止活動推進の連携と協力に関する協
定書」を締結しています。これまでお互いの活動の情報
共有や意見交換を重ねながら、交流を深めてきました。
　現在、MELONでは地球環境基金の助成を受けて、
Kiri-CANと人材育成のプロジェクトを進めており、
2022年11月上旬から中旬にかけて、プロジェクトの状
況確認と打ち合わせのためにMELONスタッフがキリ
バス共和国を訪問しました。 船上から見られる風景

空と海がつながりそうな朝 元気な子どもたち

高校の教室の様子 一般的な住宅

海岸沿い ラグーンにある建物 朝焼け
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ゼ ロ 村 牧 場 パ カ ラッチョ! ! に おじゃましました
MELON会員団体訪問記　第10弾

　泉ヶ岳の麓に、馬も人ものびのびと暮らす牧場「ゼロ
村牧場パカラッチョ!!」があります。隣には川が流れ、
谷地になっている場所なので夏場でも日影ができ、馬に
とって過ごしやすい環境です。乗馬だけではなく、馬の
お世話体験や馬をとりまく動植物、馬の文化や歴史、馬
糞たい肥を利用した畑での活動など、様々な学びの機会
を創り出し、「馬とくらす」を実践されている、牧場長
の平井崇昇さんと研修生の増田美鈴さんにお話を伺いま
した。

“持続可能”な馬とのくらし
　大学で観光を専攻していたという平井さんは、大規模
な商業施設の例を挙げ、資本を投じて施設をつくり、そ
の施設で資本回収しながら、さらに次の大きな投資をす
るというサイクルに限界を感じたそうです。
　「もっと身の丈に合った方法はないのかと思い独立し
ました。“環境問題”には興味がありますが、この問題
を問うとき、資本主義のカウンターカルチャーとして感
応することに疑問を感じています。資本主義経済はよく
できたシステムです。私たちは、資本主義によって発展
したモータリゼーションやインターネットテクノロジー
の恩恵を受けています。
　パカラッチョの具体的な事例をあげますと、うちには
馬が４頭しかいません。『自動車は環境に悪い。馬は環
境によい乗り物だ！』などと移動ツールを自動車から馬
への移行を推奨して、子どもたちが馬に乗って、公道を
ガンガン走り回っていたら、結果的に馬をブラック企業

の従業員なみの扱いをしていた、なんてことになったら
本末転倒です。そこで、利用者を増やすにあたって、提
案の仕方を変えました。開業当初は乗馬教室といった習
い事でしたが、今年の春から、馬好きの子のための総合
学習の塾へと切り替えたのです。プログラムは総合学習
ですから『馬の歴史の勉強』などを取り入れることにし
ました。馬に乗るだけでなく座学や畑作業を入れること
で馬の仕事を減らすことができました。あそこにいる馬
たちをみて、ちょっと暇そうだな、と思われるかもしれ
ません（笑）。試行錯誤の結果としてのんびりとした馬
のいる風景を演出できています。」
　「もし、自分でこの土地を買っていたら、お金を回収
するために、コンスタントな引馬などを行い、薄利多売
になる可能性がありました。しかし建築工房零さんと一
緒に事業をやることで、土地代に膨大なお金をかけずに、
子どもたちの成長にエネルギーを注ぐことが可能になり
ました。

乗馬体験による価値と馬を起点に広がる価値
　「乗馬のいいところは、ものの５分で成功体験ができ
るところ。４～５歳くらいの小さな子どもだと最初は乗
れない。それが、お姉ちゃんと乗る？と聞くと乗ってみ
る。最初は一歩だけ、次に三歩と、小さな子どもにとっ
て馬はとても大きいですから、それに乗れたというのは
大変な成功体験になります。」と平井さん。
　地固めの時期が過ぎ、馬をきっかけとした能動的な学
びの場、サポート体制の整備など、次のステージに進み
始めたゼロ村牧場パカラッチョ!!。
　泉ヶ岳の麓にある牧場には、循環、学び、持続可能な
発展のヒントがたくさん詰まっていました！

（MELONのHPより「MELON会員団体訪問記　第10
弾」のフルバージョン記事がご覧いただけます。）

●ゼロ村牧場パカラッチョ !! ／仙台市泉区福岡字森下 12
乗馬や馬のことを学ぶ体験プログラムの企画運営（馬とくらす、
PACA ファーム、PACA サロンほか）を行っている。
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部会だより～みやぎ里山応援団主催「七北田公園樹木観察会」の報告

　2022年10月29日（土）、みやぎ里山応援団の主催
で「七北田公園樹木観察会」を行いました。秋晴れのす
がすがしい中、里山応援団のメンバー、お子さん、一般
参加者、計14名が参加しました。最初に突風が吹いて
出店のテントが飛ばされそうになってヒヤッとしました
が、その後は穏やかな天気でした。仙台市七北田公園は、
東京ドーム五つ分の広さがあり仙台市内で一番大きな公
園です。講師の佐藤さんと篠崎さん、さらには、里山応
援団の今野さんと長島さんによる樹木の解説を聞きなが
ら歩きました。みなさん、知識が豊富で、なかなか先に
進みません。（笑）質問も次々に出ました。カツラの木
の下を歩くと、ワタあめのような甘い匂いがしました。
キョウチクトウの枝には毒があるので、箸に使ってはダ
メだということ、ドングリは総称であってブナのドング
リは三角形だったなど、初めてのことばかり！メモ用紙
がたちまち埋まってしまいました。途中、ドングリゴマ

も作って回しました。60分の予定では足りず、90分と
なりました。参加者の方からは、「仙台に住んで30年以
上経ちますが、七北田公園があんなに素晴らしい場所と
は知りませんでした！もし良かったら、第２弾、第３弾、
季節ごとの観察会をぜひお願いいたします^_^」という
メールをいただきました。ありがとうございました。

 

 

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。

を機に広がりました。
まずは自分の子に対
し、成長に合わせた
自然体験を実践する
日々。その経験はも
ちろん仕事にも活き
ました。そして、子
どもと参加した「森
のようちえん」のス
タッフに向けた自然
体験研修を担うよう
になったり、インター
プリターが互いに高
め合う場となるフォーラムや勉強会などを開催した
りするようになりました。これからも自分や世の中
の変化に合わせ、この活動を楽しみ、大事にしてい
きたいです。

組織所在地：東京都

… 次号執筆者紹介 …
茂木 みかほさん

（フリーランス／観音崎自然博物館非常勤等）

　東京の自然豊かな地域に生まれ育った私は、自然
にふれあうことが大好きでした。さらに両親の影響
で、環境を大事にしたいという気持ちが次第に強く
なっていきました。
　就職も迷わず『インタープリター（＝環境教育に
おけるコミュニケーションの専門家）』となり、多
くの人へ自然の美しさ面白さを共感し、その環境の
持つ価値に気づき・守りたいと思うためのきっかけ
づくりなどをしてきました。それは、自然豊かな場
所の活動だけではなく、都市のビル群の中、学校授
業、野外音楽フェス、干潟、水族館などさまざま。
多様な場所で多様な人々に伝える難しさはあります
が、悩み工夫して対応する分、喜びは何倍にもなり
ます。
　また、インタープリターとしての活動は、出産

第87人目の執筆者
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）

解説を聞く参加者の皆さん
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ストップ温暖化センターみやぎ通信　Vol.97

　最初に川口市センターから推進員との連携についての
事例紹介をしていただきました。特にすごいと思った取
り組みは、小学校の給食時間に校内放送で地球温暖化防
止を呼び掛ける活動です。有名アニメの替え歌を使って
呼び掛けしている事が印象的でした。
　今回、宮城県推進員代表として活動発表も行い、２日
かけて行われたグループワーク内で「温室効果ガスを
８年後の2030年までに-48％（家庭部門-66％）を達
成するための課題」、「『個』から『共』にするための課
題」、「課題を乗り越える協調アクションを考える」につ
いて話し合いました。私のチームは ｢おらほのカルタ全

　宮城県では地球温暖化防止のための正しい知識・対策
を普及させるため県内で活動する推進員を募集してお
り、ストップ温暖化センターみやぎは宮城県からの委託
を受け、外部講師をお招きし本研修を運営しています。
　第１回はコミュニケーションの実践について、第２回
は気候変動の現状や対応策と緩和策、宮城県で行ってい
る政策について、第３回は既存推進員による活動例を聞
くとともに交流を行い、参加者20名での全３回の養成
研修が終了しました。
　研修を修了された方々は、宮城県知事からの委嘱を受
けると令和５年４月から地球温暖化防止活動推進員とし
て活動できるようになります。心強い仲間が増えること
になり私たちもうれしい限りです。

国大会｣ を提
案。青森県の
環境カルタを
基に、各県の
方言を活かし
てカルタ大会
を実施するこ
とにより、カ
ルタを作る人、ネイティブな方言で読む人等、お年寄り
も含めた全世代の皆さんを巻き込むことができると考え
ました。
　研修終了後は郡山市内で開催されていた「ふくしま
ゼロカーボンDAY！ 2022」を視察。２日間を通して、
他県推進員の活動内容や取り組み方法などを聞く機会が
今まで無かったので、今回の研修は自分のモチベーショ
ンアップにも繋がりました。今回の研修で得た知識を今
後の推進員活動に活かしていけたらと思います。

（宮城県地球温暖化防止活動推進員　川村真貴）

【日時】2022/10/29（土）、11/26（土）、12/10（土）

※ 地球温暖化防止活動推進員：「地球温暖化対策の推進に関する
法律」第37条の規定に基づき、宮城県知事が委嘱します。（委
嘱により何らかの権限を持つことはありません。）推進員は、
自らの省エネ行動の率先実行、普及啓発の企画や自治体や各種
団体の要請により普及活動をボランティアで行います。

東北の推進員が勢ぞろい！東北ブロック合同推進員研修

令和4年度　地球温暖化防止活動推進員候補者養成研修を開催

日　　時：2022年10月14日（金）～15日（土）
会　　場：福島県郡山市内
参 加 者：28名
テ ー マ：ゼロカーボン宣言時代の推進員の活動について
ファシリテーター： 平田裕之氏（全国地球温暖化防止活

動推進センター（JCCCA） 事務局長）

ストップ温暖化センターみやぎとは 宮城県地球温暖化防止活動推進センターの通称「ストップ温暖化センターみやぎ」。2000年にMELON
が宮城県知事の指定を受け誕生しました。全国各地の地球温暖化防止活動推進センターは、1998年に

制定された「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地球温暖化防止活動の拠点として、各都道府県知事や政令指定都市等の市長が指定しています。

記念撮影！
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　株式会社ウジエスーパーから毎年いただいているレジ
袋の売り上げによる寄附金を活用して、今年も10月３
日（月）、古川黎明高校にて「カーボンニュートラルと
再生可能エネルギー」の特別授業を行いました。講師は、
東北大学多元物質科学研究所教授でMELON理事でも
ある村松淳司先生です。参加したのは、２年４～６組の
理系クラスの皆さんです。
　はじめは村松先生による全体講義です。内容は、温室
効果ガスと地球温暖化の話から始まり、カーボンニュー
トラル、エネルギー全般、再生可能エネルギー、地熱発
電と続いていきました。生徒の皆さんはメモを取りなが
ら真剣にスライドを見ており、あっという間に予定の
60分が経過したようでした。その後は数名の生徒が自
ら手を挙げて質問し、質疑応答も活発に行われました。
講義が終わった後も、先生のところに行って質問する生
徒もいました。
　続いて、各教室に戻ってのワークショップです。５、
６人グループで事前に以下の中からテーマを決めて話し
合いが行われました。
①  「2050年カーボンニュートラルを実現するために僕

らができること」
②  「2050年カーボンニュートラルを実現するために大

崎市でできること」
③ グループ独自のテーマ設定
　どのグループも、その場でスマートフォンを使って情
報収集したり、村松先生に直接質問したりしながら、しっ
かりとテーマに沿って話し合いを行っていました。とて
も真剣にテーマに向き合い議論しており、古川黎明高校
２年理系クラスの皆さんにカーボンニュートラルの未来
を見るような思いでした。

　「算段」などという言葉はもうトンと聞かなくなっ
てしまいました。
　「夏になると履くよ？」「それは『サンダル』！」、

「これかぁ？」「なんでじぶんのおなかをみてるの？
それは『三段…』」。「算段」は「なんとかうまく切
り抜ける」ということです。
　さて、最近、震災の前から原発が安全だと思うよ
うに「算段」していたところが、なんとオリンピッ
クでも「算段」していたことがだんだんわかってき
ました。
　ということで今回は、桂 文珍の「算段の平兵衛」

（桂 文珍13、ソニー・ミュージックジャパンイン
ターナショナル、2004年4月）を聞きましょう。
　金に困った平兵衛は、以前庄屋のお目掛けさん
だったお花を使って、庄屋から脅し取ろうとしたが、

庄屋を殺してしまった。平兵衛は死骸をかついで庄
屋宅へ。そして、声色を使って、「中に入れてくれ」
という。お花に嫉妬している奥さんは、中に入れよ
うとはせず、「首でもくくれ」という。平兵衛は死
骸を庄屋宅の庭に吊して、家に帰る。
　庄屋の死骸を見つけた奥さんは自分のせいで夫が
自殺したと思い、平兵衛に相談し、25両のお金で「算
段」してもらう。さあ、次も平兵衛によって死骸が
隣村の男たちのところに運ばれたため、男たちが殺
したことになってしまった。呼ばれた平兵衛は、「算
段」するからとまた25両を懐にします。
　いままで40年だった原発の寿命を、いつの間に
か60年超にまで延ばそうという話が突然出てきて
いますが、あの福島の災害を忘れてしまうように誰
かが「算段」しているのでしょうか。
　温暖化防止を口実に安全性のあやふやな原発の延
命を図ったり、「新しい原発」開発を目ざすといっ
たり、地域の人々の意見も聞かずに再生エネルギー
のプラントの計画が練られたり、耳を疑うような話
がどんどん首をもたげています。誰が「算段」して
いるんでしょうか、「平兵衛」は落語の中だから許
されているんですが。

「算段の効能」
落語篇㉖
桂 文珍「算段の平兵衛」
石垣政裕（MELON理事）

古川黎明高校にて特別授業を行いました！

村松教授に質問する生徒
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編 集 後 記
■  コロナ禍以後３度目の年末年始、以前は自分の人づきあいの上で

かなりウェイトの重かった飲み会の位置づけが、「なきゃないで
どうにかなる」という位置づけに変わりつつあります。（小林）

■ 運動不足解消のため、最近ヨガを始めてみました。見様見真似で
やっていますが、運動が苦手な私には合っているようです。自分
のペースでゆるっと続けてみようと思います。（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〉
471名

法人 55
任意団体 8
個人 408

2022年12月15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（1月～4月まで）

1/18（水） 4R推進部会例会

1/19（木） うちエコ診断in県庁

1/21（土） 水部会例会

1/22（日） 海を守ろう地球温暖化と私たち
＠仙台うみの杜水族館

3/8（水） 食部会例会

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。

事務総長交代のお知らせ
　2022年11月21日付けで、当団体の事務総長
が交代いたしました。

前事務総長　野崎和夫 → 新事務総長　小澤義春

　今後も変わらぬご支援を賜りますようお願い
申し上げます。

MELON情 報 紙 の バ ッ ク ナ ン バ ー は
MELONウェブサイトにてPDFで公開 
しております。

読者アンケートへのご協力
ありがとうございました！

　2022年11月末まで実施した読者アンケートにご協
力いただき、誠にありがとうございました。多くの貴
重なご意見やご感想をいただきました。一部ではござ
いますが、寄せられた声をご紹介いたします！

　皆さまの声が私たちの活動の励みになります。紙
面改善や電子化対応などの今後のサービス拡充に生
かしてまいります。

・ 仙台農塾が再開されたら、入会して食部会に参
加してみたいです。

・ 情報紙、楽しく読んでおります。会員さんによ
る特集ページや解説記事など、より顔が見える
紙面を期待しております！

・ PDF版にしていただければリンクを貼りやす
くなるし、記録も残しやすくなるので是非ご検
討いただきたいです。

COOL CHOICE
賛同登録用

二次元コード

賛同はこちらから
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この印刷物は、
輸送マイレージ低減によるCO2削減や
地産地消に着目し、国産米ぬか油を
使用した新しい環境配慮型インキ
「ライスインキ」で印刷しており、
印刷用紙へのリサイクルが可能です。


