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※イベント内容は変更となる場合がございますので予めご了承ください。
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 もったいない・あおもり県民運動

8,619 ㎏（８月31日現在）

　地球温暖化の防止や電力不足に対応するため、
私たち一人ひとりが環境に配慮したライフスタイ
ルを心がけることが必要です。
　このプロジェクトは、環境に優しい取組を行う
県民、事業者、学校・団体のみなさんが、それぞ
れメリットを感じながら、取組を促進・継続する
ことができ、連携・協力しながら地域全体のエコ
につなげようという新たな取組です。

１． ＣＯ2 排出量削減！
 ２．省エネでお金にも余裕が！ 
 ３．お得なサービスが受けられるカードがもらえる！ 

４．身近な場所の環境保全が進む！ 
 ５．環境に配慮している事業者・学校・団体であるこ

とを県民に知ってもらうことができる！ 
 ６．集客が期待できる！ 
 ７．地域で行われている環境保全活動を直接支援する

ことができる！ 
 ８．活動の輪が広がることが期待できる！ 

　あおもりエコの環スマイルプロジェクトでは、サイトに登
録してエコ活動を記録することで自分のＣＯ2 削減量の確認
と、県内のＣＯ2削減量の確認ができます。
　また、会員のページではＣＯ2 削減量とともに「エッコー」
が成長していきます！

家電、住宅、エコカーなど最新の省エネ商品を一堂に展示！
仮面ライダーショー、リフォームファッションショー、
クイズラリーなど子どもから大人まで楽しめるイベントも
盛りだくさん！
是非、ご家族でご来場ください。
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あなたのエコが、環境価値に生まれ変わり、地域の環境貢献につながります。
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プロジェクトに参加すると…プロジェクトに参加すると…

♣氏名♣　エッコー

♣性別♣　おとこ

♣趣味♣　エコ活動

♣好きな言葉♣
　　「もったいない」

♣くちぐせ♣　「エコケッコー」

♣モットー♣　「一家団らん」

うちエコ
と

♣エコなお店を県が応援「あおもりＥＣＯにこオフィス・ショップ認定」！
♣プロジェクト協力店はみんなの「環境価値」を購入。
　これがまちエコの原資に。
♣さらに、プロジェクト協力店を利用する際、カードを呈示する
と、サービスを受けることができます。
　エコなお店へＧＯ！

♣参加登録してエコライフでＣＯ２削減チャレンジ！
♣簡単チェック表で取組結果を事務局に毎月報告。
♣みんなの成果が「環境価値」に！
♣そしてエコなあなたには特典が！３ヶ月以上報告すると
　「モッテコーカード」がもらえます！

みせエコ
で

♣参加者のみなさんが創出した
「環境価値」売却益を原資として、
地域の環境保全活動に取り組む
学校や団体を活動助成。

まちエコ
に

詳しくは３ページへ→

詳しくは 2・３・４ページへ→

詳しくは４ページへ→

ＣＯ2 を削減して、エッコーを育てよう！ＣＯ2 を削減して、エッコーを育てよう！

プロジェクト参加県民のＣＯ2 削減量

■開  催  日■ 10月 20日（土）～21日（日）
■会　　 場■ 青森産業会館／青森市第二問屋町四丁目４－１
■お問合せ先■
 あおもり省エネフェア・キャンペーン実行委員会事務局
 青森市長島一丁目１－１（県環境政策課内）
 電話 ０１７－７３４－９２４３
 FAX０１７－７３４－８０６５

観覧無料
仮面ライダーウィザードショー

開催のお知らせ　開催のお知らせ　

家電から住宅、さらにはエコカーまで！家電から住宅、さらにはエコカーまで！



ＮＰＯ法人ＥＣＯリパブリック白神

●駅前や事務所に学校、ボランティア、自社による花壇を整備 

●本社・各駅舎・事務所等を適正な温度に設定。また節水、節電を実施 

●用紙の両面使用やごみの分別、マイはし、マイコップの使用 

●一部駅舎に LED 照明を導入 

●県内移動や出張の際は、できるだけ車を使わず、自社線で移動

・ 省エネルギーや省資源活動

・ 環境に配慮した商品の提供と

  サプライチェーン

・廃棄物の発生抑制と分別による

　再資源化　など

※環境の国際認証ISO14001を本部で取
得し、環境活動を推進しています。 

弊社は、青森県の「もったいない・
あおもり県民運動」に賛同し、レジ
袋削減や古紙のリサイクル率向上な
どの環境保全活動に協力させていた
だいています。  

①青森県が主催する「もったいない・あおもり県
民運動」に参加し、次のような取組に協力して
います

○レジ袋削減の取組への協力

　買物袋持参運動自主協定の趣旨に賛同し、
2009年２月２日よりレジ袋の無料配布を中止
しています。レジ袋の使用量を削減すること
で、石油消費を減らします。また、ゴミを削減
することでCO２を減らし地球温暖化防止に貢献
します。

○古紙リサイクルの推進への協力

　家庭ゴミの削減と資源の有効利用の観点から、
青森市内11の店舗に「古紙リサイクルエコス
テーション」を設置し、家庭からの古紙を回収
し、リサイクルの推進に貢献しています。

②その他の取組

○お買い物バスの運行

○家庭内廃油の回収

○地域町会へのクリーンボックスの提供

　2000年より、地域の町会へのクリーンボッ
クスの提供に取り組みました（申し出に応じて
設置費用の半額程度負担）。現在青森市内に
300台以上設置し、市内の美化に努めています。

いつも環境活動にご協力いただき、
誠にありがとうございます。
株式会社ユニバースは、皆さまにご協力
をいただきながら、“地域に貢献し、環
境にやさしい企業” を目指して、環境活
動に取り組んでいます。

弘前市百石町38-1　ＴＥＬ：0172-88-8808
http://shirakamifund.jp/

http://www.michinokubank.co.jp/

田中建設株式会社

大矢建設工業株式会社

プロジェクトの趣旨に賛同していただき、
支援を行っていただける協賛企業を
募集しています。
ご協賛いただいた資金の一部は地域の
環境保全活動の支援に充てられます。

プロジェクト協賛企業紹介

八戸市江陽二丁目11-13　TEL：0178-45-2100

青森市大字野沢字川部63 TEL：017-739-5224

十和田市東一番町2-50 TEL：0176-23-3521

張山電氣株式会社
http://www.hariyama.jp/

弘前市大字徳田町３０番地１　TEL：0172－32－6223

青森市羽白字沢田302-5
TEL：017-788-5656

　社外スローガン「人が、街が、環境が喜ぶ未来へ」を掲げ、
地域社会に認知される企業を目指して活動しています。当社
は『地球環境に配慮した営業』を目指し、『自然エネルギー
の有効活用』について考え、取り組んでいます。
　太陽光発電設備は自社で運営するグループホーム智水寮で
使用しており、風力発電設備
はイルミネーションに使用し
ております。エコ活動では八
戸市の金浜海岸清掃や八戸市
民の森「不習岳」でツツジの
植樹、草刈りを、毎年行って
います。

　金融は経済活動における黒子役に例えられま
す。青森銀行では、「あおもりエコの環スマイル
プロジェクト」の黒子役であり続けるため、環境に配慮した金融商品の開発に日々取り
組んでおります。
　事業者の方に対しましての、環境・エネルギー分野に関する運転・設備資金のご融資
をはじめ、個人のお客様に対しましての、エコ・省エネ等の環境配慮型設備工事に該当
するリフォームローンの金利優遇は、おかげさまを持ちましてご好評を頂いております。
また、CSR 活動の一環として、青森県が発行する「青森県県有林 J－VER クレジット」
の第１号購入者となり、売買可能なクレジットを 50ｔ購入致しました。
　金融という、目には見えない商品だからこそできること、そのことを常に考え、探し
続けることで、これからも「あおもりエコの環スマイルプロジェクト」の推進に貢献し
て参ります。

　2012年度のパナソニックねぶたは、約 1,900 個の LED球を使用
した 100％LEDねぶたでした。その結果、使用電力を 76％削減（当
社比）することができました。
　当店では、太陽光発電システム・LED照明器具の導入により「CO２
削減」に努めております。専門家（有資格者）による一般住宅用太陽光
発電システムの光熱費試算・設置工事も承っております。
　国内全メーカーの家電修理・工事・メンテナンスを実施することによ
り「もったいない」家電ゴミの軽減を目指しております。
　ストーブ掃除・エアコンなどの分解掃除も行っております。燃焼機
器整備事業連合会加盟店（賠償責任保険付）。定期的な点検・修理によ
り燃費も良くなり「節エネ」にもつながります。
　各ご家庭に合った電気料金契約もお得な「節電」につながります。お
気軽にご相談ください。

　当社は、産業廃棄物処理を業として行っているた

め ISO14001 をベースに、環境・リサイクルに全

社をあげて取り組んでいます。

　又、毎年必ず社員総出で周辺

道路の清掃を行っております。

１．ホームページの環境認証 
２．給与・賞与明細書のペーパーレス化 
３．グリーン電力購入 
４．特殊反射板の導入で蛍光灯本数削減
５．企業グループによる清掃活動奉仕
６．稲生川沿いの桜の枝剪定
７．県下一斉ノーマイカーデー参加 etc

最近のエコ活動の取組

①．事業活動、製品、サービスにかかわる環境側面を常に認識し、     
　　地球環境保全の視点から、継続的改善による環境負荷低減及び     
　　汚染の防止に取り組みます。     
②．投射の環境側面に関係する法律、規制、協定等を順守します。     
③．お客様に環、環境にやさしい電気設備製品や工法の提案を促進　　     
　　し、お客様のもとで環境負荷低減に貢献します。     
④．再生紙の導入を始めとするグリーン購入を推進します。     
⑤．この環境方針は一般に公開します。     

当
社
環
境
方
針

当
社
環
境
方
針

　環境破壊を起こさぬよう「自然との共存」
を念頭に、生態系に配慮した景観保護、自然
を復元する緑化工法導入、自然エネルギーの
活用など、トー
タルかつ効果的
に環境保全が行
えるよう、環境
マネジメントシ
ステムを導入し
て日々活動して
います。

清掃奉仕活動

　青森県庁生協・青森県民生協では、青森市内の店舗を運営しながら、地域社会に貢献する組
織を目指して、地域の環境保全に貢献してきました。

　三方を海に囲まれ、八甲田連峰、十和田湖、世界遺産である白神山地に代表される、
日本有数の自然環境に恵まれた青森県に本拠地を置く当行は、「みちのく銀行環境方針」
に基づき、この美しい自然環境を次世代に引き継いでいくための活動を継続しております。
　最近の主な活動として、青森県が発行する「県有林Ｊ－ＶＥＲクレジット」の購入、
青森市植林事業への寄付金拠出および職員による植林活動の参加、および環境保全に積
極的に取り組んでいる企業をサポートするための「みちのくＣＳＲ型私募債」の発行など、
全役職員が一体となり、さまざまな活動を展開しております。
　今後とも環境にやさしい企業を目指し、地域でのリーダーシップを取って環境保全に
努めて参ります。

　私たちは《世界自然遺産白神山地とそれを取り囲む都市住民に対

し、環境教育やその他の環境に関する事業を行い、未来を担う子ど

もたちのために美しい自然を愛でる心を伝えていくことを目的とす

る》NPOです。これまでエコキャップの回収や子ども向け環境家計
簿の普及事業等行ってきました。現在、10月末までの毎週日曜
（9-14時）、弘前の中心市街地にある遊歩道「えきどてプロムナー
ド」で、津軽を中心とした農家さんが新鮮な農産物を対面で販売す
る青空市場「弘前マルシェFORET（フォーレ）」を開催中です。地
産地消のエコな市場「FORET」にぜひ一度遊びに来てください！

このステッカーが目印！

　張山電氣株式会社は青森県において電気工事業を
営んでおりますが、事業活動が環境に少なからぬ影
響を与えていることを認識し、環境マネジメント活
動を効果的に推進することによって、お客様に喜ば
れる仕事をして、自然環境豊かで住みよい地域づく
り、国づくりに貢献して参ります。 

エコな移動手段である鉄道。
当社は、環境に優しい公共交通機関として、
地域の振興、福祉の向上にも取り組んで参ります。 

青森市篠田一丁目６-２　ＴＥＬ：017-752-0330

http://www.aomoriken-coop.or.jp/

今年も沿線高等学校等の御協力をいただき、花壇整備など駅舎の環境整備を行いました。

毎日が新鮮！
価値ある安さと
豊富な品揃えで
提供いたします

植林事業への参加植林事業への参加行員による清掃活動風景行員による清掃活動風景

公衆街路灯清掃活動公衆街路灯清掃活動

青森県庁消費生活協同組合・青森県民生活協同組合
 主な取り組み



稲見建築設計事務所
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お得なエコライフお得なエコライフ

まずは、ホームページ等から参加登録をして、環境に優しい取

組（節電・節水・ごみの減量など）を毎月報告してください。

３ヶ月以上報告すると「モッテコーカード」をもらえ、協力店

を利用するとサービスを受けることができます。

また、みなさんの取組が地域の環境活動支援につながります。

モッテコーカードをもらうには？モッテコーカードをもらうには？

プロジェクト協力店案内
プロジェクトの趣旨に賛同していただき、プロジェクト参加県民を支援いただける協力店を募集しています。

このステッカーが目印！

「モッテコーカード」「モッテコーカード」

有効期間　平成24年 8月 1日～平成25年 7月 31日
あおもりエコの環スマイルプロジェクト実行委員会

モッテコーカードとは、このプロジェクトに

参加するエコなお店（協力店）を利用すると

お得なサービスを受けることができるカードです。

※サービス内容はお店によって異なります。
　協力店・サービスの最新情報はプロジェクトＨＰで確認できます。

　・カードは各世帯に１枚です。家族で仲良く使いましょう。

　・カードの有効期限は毎年７月末です。

　・継続して環境に優しい取組を報告しているご家庭には、

　　有効期限が更新されたカードをお送りします。

　 （有効期限が切れたカードは返却する必要はありません。)

参加方法・登録は簡単！

ＳＴＥＰ❶ ＳＴＥＰ❷

ホームページで
簡単に登録できます

参加登録
しよう！

毎月、家庭で

実施した

エコを

報告する

ア
ル
ミ
缶もったいない

ＳＴＥＰ❸ ＳＴＥＰ❹

３ヶ月以上

報告すると

「モッテコーカード」が

もらえます！

協力店で

さっそくカードを

使ってみましょう！

有効期間　平成24年 8月 1日～平成25年 7月 31日

あおもりエコの環スマイルプロジェクト実行委員会

もったいない

★モッテコーカード注意事項★★モッテコーカード注意事項★

※参加登録・取組報告はホームページから、または事務局へ郵送・ＦＡＸにより行います。

ぺんたん

研修を受け、認定された診断員があなたの家
庭に合った省エネプランを個別にアドバイス。  

● 応 募 資 格 ：青森県在住の方どなたでも
● 診断実施期間：2012年 7月～ 2013年 2月末
● 診 断 時 間 ：45分程度
● 診断対象地域：青森市、弘前市、八戸市はじめ県内各地
● 診断スタイル：
　①［会場診断］（うちエコ診断会場・イベントへお越しください）
　②［窓口診断］（当センター事務所にて診断を受けていただきます）
　③［グループ診断］（皆さまの集まりに日程調整のうえ診断員が出向きます)
● お申込み方法：お電話またはメール。必要書類をお送りします。
　またはWEBからが便利です！　http://uchieco-shindan.go.jp/

［ 青森県地球温暖化防止活動推進センター ］
お申込み
お問合せ

〒030-0801 青森市新町1-13-7 和田ビル３F

tsuda@eco-aomori.jp
http://uchieco-shindan.go.jp/★診断体験された方には素敵な『エコグッズ』をプレゼント！★

■サービス内容■
■サービス内容■

■青森県弘前市田町４-11-13　■TEL：0172（32）6884

■営業時間■ ・本店  ９：00～18：30（年中無休）

 ・さくら野弘前店 10：00～20：00

日本茶・茶器の専門店。
本物にこだわって品揃えしております。ご贈答品はおまかせください。
さくら野弘前店内では、全国からお取り寄せした「お茶ともスイーツ」 も人
気です。
※弊社では弘前市内において、エコキャップの回収の窓口になっております。

〒030-0962　青森県青森市佃1-5-7

TEL：017-742-2636 

mail：staff@a173.org

URL：www.a173.org

カード持参で設計監理業務を申し込んだ方に、

設計監理料１％引き

子供達の未来のためによりよい住環境を…

をテーマに地球と家計に優しい家造りに取り組んで
います。
可能な限り、地元の木材や民芸品を建築材料として
採用をして地元経済の活性化と輸送マイレージを減
らすこと。省エネだけでなく、材料の維持管理を追
求し建物を長く使えるようにし、その建物が解体さ
れるときにも解体時に発生するCO２を削減する材料
を使うことで、建築物のライフサイクルCO２を大幅
に減らす取り組みをしています。
年に数回無料講習会を開催したり、年に一度県立美
術館などで「すまいのエコロジー展」を開催し、海
外の住宅先進国の設備を紹介したり、事例を紹介す
るイベントを開催して、県民の皆様に本当のエコ建
築を知ってもらう活動も多く開催しています。
　※協賛企業としても参加登録しています。 

「家庭の消費電力見える化サービス」「家庭の消費電力見える化サービス」

無料体験モニターを募集します！無料体験モニターを募集します！

　青森県では、節電をはじめとする省エネ行動の促進・継続を図
るため「家庭の消費電力見える化サービス（NTT 東日本のフレッ
ツ・ミルエネ）」を無料で利用し、節電に取り組んでいただくモ
ニター世帯を募集しています。

※家庭全体や個別の家電製品の消費電力データを、インターネットを利用してパソコンやスマートフォンなどにリアルタイムに近い形で表示するサービス。

１.募集モニター世帯数　120 世帯（予定）
２.モニター期間　～平成26年3月頃まで
３.モニター条件・　あおもりエコの環スマイルプロジェクトへの参加登録、
　 モニター内容　　フレッツ光の契約、1回/月以上のモニターレポートの提出等
４.費　用　無料（ただし、フレッツ光契約に係る新規契約料・月額利用料等の費

用は、各モニターの負担となります。既に契約済みの場合は、基本的
に新たな費用負担は発生しません。）

見える化サービス 検索

消費電力をひと目でチェック!
手軽に楽しく節電・節約!!
消費電力をひと目でチェック!
手軽に楽しく節電・節約!!

OFF!

もったいない

■申込・問い合わせ■ 青森県環境生活部環境政策課　低炭素社会推進グループ
 TEL：017-734-9243
※詳しくは県庁ＨＰ　http://www.pref.aomori.lg.jp/

※

カード呈示で５％OFF（既割引品は除外）

　モッテコーカードが
使えるお店を
 紹介します。



♣
♣
♣
♣
♣

青森県地域婦人団体連合会

♣事業者・学校・団
体のみなさんの優
れた取組を、県
が表彰します。

  ♣あおもりエコの環ス
マイルプロジェクトに参加登録している事業者、学
校・団体からエントリーを受け付けます（エントリー
受付は１月予定）。 

♣３月に表彰式・事例発表会を行い、県民のみなさん
に広くＰＲします。

１　県から認定証及び認定ステッカーを交付します。
２　「あおもりＥＣＯにこオフィス・ショップ」のロゴマークを使用

できます。
３　ＨＰや県広報誌等を通じて、取組を積極的にＰＲします。
４　優れた取組を行う事業者を表彰します。
５　認定期間は、毎年12月末までです。（取組状況を報告のうえ更新可）

 「もったいない・あおもり県民運動」は、県民や事業者、各種団体、行政な
ど多様な主体がパートナーシップのもと、これまでのライフスタイルを見直
し、「もったいない」の意識をもって、ごみの減量やリサイクルに取り組んで
いこうという目的で、平成20年にスタートした県民運動です。
　平成23年７月、地球温暖化対策と３Ｒの推進により低炭素・循環型社会を
めざす「もったいない・あおもり県民運動」として新たにスタートしました。 

事業者の皆さまの環境に配慮した取組を県が認定し、県民にPRします。

県民の皆さんはＥＣＯにこオフィス・ショップを積極的に利用しましょう。

　プロジェクト参加県民の取組と参加企業の協力
により、学校や団体等が行う環境活動へ助成を行
い、地域の環境保全を進めていきます。

●容器包装リサイクル法では、スーパーなど小
売事業者は、レジ袋削減のための取組が求め
られています。
   ●青森県は、ごみの排出量が多く、平成22年度で
は、県民１人１日当たりの排出量は1,047ｇで全国
44位、リサイクル率は12.9％で全国45位で、いずれ
も東北では最下位となっています。
   ●青森県では、事業者、事業者団体及び協力団体と協議し、ゴミの減量
に努める契機とするため、レジ袋の無料配布を取り止める取組を推進
しています。   
   ●循環型社会の形成と地球温暖化の防止のため、一人ひとりがライフス
タイルを見直し、ごみ減量に取り組む第一歩として、マイバック等の
持参にご協力をお願いします。

あおもりＥＣＯにこオフィス・ショップ認定あおもりＥＣＯにこオフィス・ショップ認定 もったいない・あおもり県民運動もったいない・あおもり県民運動

表彰制度のご案内表彰制度のご案内環境活動支援について環境活動支援について

あおもりエコの環スマイルプロジェクトに参加登録している学校、こどもエコク
ラブ、ＮＰＯ法人、その他の団体。

地球にやさしいライフスタイルの第一歩。

　買い物はマイバッグ持参で！ ～レジ袋削減の取組について～
地球にやさしいライフスタイルの第一歩。

　買い物はマイバッグ持参で！ ～レジ袋削減の取組について～

青森県地球温暖化防止活動推進センター（NPO法人青森県環境パートナーシップセンター）
〒030-0801 青森市新町1-13-7 和田ビル３F　TEL 017-721-2480　FAX 017-723-7631　E-mail info@econowa-smile.com

青森県商工会議所連合会　青森県商工会連合会　東北電力青森支店　青森県エルピーガス協会　青森県電機商業組合　青森銀行
みちのく銀行  青森県消費者協会  青森県生活協同組合連合会  青森市  弘前市  八戸市  青森県  青森県地球温暖化防止活動推進センター

事 務 局

あ お も り エ コ の 環 ス マ イ ル プ ロ ジ ェ ク ト 実 行 委 員 会　 お 　 り 　 コ 　 環 　 マ 　 ル 　 ロ 　 ェ 　 ト 　 行 　 員 　編集・発行

http://www.econowa-smile.com/
あおもりエコの環 検索

エコ活動を
報告しましょう！ 

ロゴマーク認定ステッカー 店頭に掲示して、
県民にＰＲしましょう。

名刺や宣伝ちらしに
印刷して使えます。

♣ＨＰから無料で簡単に申請できます。

　認定を受けると…

♣助成対象者

12月（予定） 　詳しくは実行委員会事務局まで。

認定を受けるには…

県で定めている20の取組のうち、５つ以上の取組を既に実施している事業者が
申請することができます。

♣申請手続き

地球温暖化防止、廃棄物の減量、リサイクルの推進、自然環境の保全等、地域の
環境保全に係る実践活動及び学習活動（植林活動、廃品回収、海岸清掃等）。♣助成対象事業

次の額を上限として、助成対象経費の３分の２以内の額を助成します。
①学校及びこどもエコクラブの場合　100,000円

②①以外の団体の場合　50,000円
♣助成金の額

１．外ヶ浜町三厩地区

　　ＥＭ菌利用の堆肥作りで、可燃物ゴミ
の減少に貢献している。年間６トンの減
少であり、生ゴミ処理による堆肥は農作
物栽培に役立ち一石二鳥の効である。

２．平川市碇ヶ関地区

　　冬期間の生ゴミ処理を段ボール箱利用
で堆肥作りをしている。ピートモスと燻
炭によって悪臭もなく、良質の肥料に変
化し、行政の指導協力もあり実施してい
る。

３．八戸市

　　食用油の廃油回収を企業と協力しながら
実施。車の動力源の再利用に役立てている。

４．黒石市

　　古紙等の資源ゴミ回収に協力し、手数
料を婦人会の活動資金に充当している。

　以上は各地域の顕著なエコ活動を紹介しま
したが、県地婦連全体としては、レジ袋削減
運動に積極的に参加協力しています。マイ
バッグ作りも同時に行い、各家庭に眠ってい
るハギレや古い傘布のバッグ作りもグループ
毎に行われています。低炭素の環境作り、節
電等は今後に残されている課題ですが、家庭
経済と直結する問題なので、事例発表等の情
報交換を通して、望むべく数値目標達成に向
けて生活見直しを実行、効果のある生活習慣
を身につけてもらいたいと思います。

青森市中央３丁目17-1 アピオあおもり２Ｆ　TEL 017-773-6293

弘前おもちゃ病院
電話 0172-26-8557　FAX 0172-26-8558
URL http://homepage3.nifty.com/warashi/hirosaki-toy-hospital/

■定期開院会場／日時■弘前市社会福祉センター２階／毎月第４日曜　午後１：30〜３：30

　弘前おもちゃ病院は、壊れたおもちゃの修理を行うボランティア団体です。2008年から1,000個
以上ものおもちゃを修理しています。
　弘前市内のイベントで出張修理をした時には、赤ちゃん用のメリーさんが動かなくなったと持っ
てきた親子がいました。兄妹や従姉妹で順番に使って、７人目の赤ちゃんに使おうと出してみた所、
動かなくなっていたとのこと。おもちゃドクターが受診すると動く様になり、お母さんはとても感
動して、目がうるんでいました。お客さんのほとんどが、治らなかったら捨てるから診て欲しい、
捨てようと思っていたけど、なんかもったいなくて…と、壊れたおもちゃを大切に持ってきます。

その９割以上が、元気になって、子ども達や、親御さんの手に戻って
います。使わなくなって捨てたらゴミになりますが、他の人がまだ使
うかもしれません。壊れていても、修理すればまた使えます。
　このエコの環が拡がり、青森市と五所川原市にもおもちゃ病院が出
来ました。平川市、八戸市にも設立の予定があります。ここ数年で青
森県はおもちゃ病院とおもちゃドクターが多い県となっています。壊
れたおもちゃがありましたら、捨てずに、お近くのおもちゃ病院に
持ってきてください。お待ちしております。

団体のエコ活動紹介！
地域のキラッと光るエコ活動をピックアップ！

県内で活動する団体のエコな取組をご紹介します。 　平成22年９月、県地婦連は「北海道・東北地方婦人幹部研修会」を「もったいない」を
テーマにして開催しました。婦人会の活動原点は日常生活の充実を目指すところにありま
す。大会のテーマを「物」「命」「エネルギー」の３点に絞って実践活動の発表と実演、講話
講演等を交えて２日間研修しました。
　この研修をベースに、県内各地域の婦人会は地域の実態に合わせて、エコ運動を継続し
ています。具体例を紹介します。


