もったいない・あおもり県民運動
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あおもりエコの環 スマイルプロジェクト通信
物を大切にするこころを育む

「弘前おもちゃ病院」
あおもりエコの環スマイルプロジェクトの登録
団体でもある「弘前おもちゃ病院」では、壊れた
おもちゃを原則無料で直す活動を行っています。
今回は、
「弘前おもちゃ病院」院長の小山内忍さん
にお話を伺いました。

◆弘前おもちゃ病院をはじめたきっかけは…
2005年、娘のおもちゃを修理したことをきっかけに、
もっと良い修理方法がないかインターネットで探した
ところ、おもちゃ病院の存在と、おもちゃドクター養
成講座
を日本
おもちゃ
病院協
会が開
いてい
るとい
うこと
を知り
ました。
入門編
と中級
私は、昨年から日本おもちゃ病院協会公認講師とし
て、養成講座入門編を、県内や北東北で開催すること
になりました。昨年12月に八戸、今年１月末に三沢で
開催しています。
◆昨年、当プロジェクトの環境活動助成金を活用

してどういった活動をされたのですか？

県内５病院のドクターが集結して、初の合同勉強会
を開催しました！助成金はその勉強会の部品代などに
活用させていただきました。
今後、新しいおもちゃ病院を開設したい地域の社協
や団体が助成金を活用して、講座開催をしていただけ
ればうれしいです。
◆ご家庭でも、さまざまなエコに取り組んでいる

と伺いました。

震災前はあまりエコには興味がありませんでしたが、
震災後、家の中でかなり電気を使っていることがわか
りました。
ブラウン管の32型テレビを使っていましたが、地デ
ジ対応で無かったので、地デジチューナーをつけ、ア
ンテナにブースターをつけ、サラウンドシステムを使
い……というテレビをまずやめました。また、電気
カーペットと灯油ファンヒーターの併用をやめました。
白熱電球は蛍光灯に変えました。
エコワットを買って、ワット数を機器に書いたり、
スイッチ付きのコンセントをつけて使用しない時は切
ることにしました。毎朝７時に電気メーターを確認し、
炊飯器を使用した、電子レンジを使った、掃除機を使
用したなどメモを書き込み、前日との検針の差を出し、

協賛企業

編を受講し、当時住んでいた小平市のおもちゃ病院に
インターンとして参加しました。楽しくて楽しくて、
会社を休んでまでも参加したくらいでした。
2008年に弘前に引越し、新しい仕事に就いたので、
おもちゃ病院は仕事が落ち着いてからと考えていまし
たが、ブログを見た秋田県の人から「東京でおもちゃ
ドクターをしていたのであれば、ぜひ壊れたおもちゃ
を診て欲しい」と依頼があり、修理することになりま
した。
そこで「弘前でも早くやらなければ！」と思い、ボ
ランティア支援センターや「ＮＰＯ法人弘前こどもコ
ミュニティ・ぴーぷる」さんにお願いして、私が講師
となり養成講座を開き、仲間を集めました。
◆現在はどういった活動をされているのですか。
弘前では社会福祉センターでの定期開院（第４日
曜）に加え、今年１月からヒロロで定期開院（第２土
曜）をすることになりました。依頼があればイベント
などへ出向き修理をしています。これは「出張修理」
と呼んでいます。
県内では、2011年に青森、2012年に五所川原、そ
して2013年に八戸、平川と４つのおもちゃ病院が開院
し、昨年４月には「青森県おもちゃ病院ネットワー
ク」を設立しました。
各病院は、弘前にならって、月１回〜２回の定期開
院と出張修理を行っています。おもちゃドクター養成
講座（日本おもちゃ病院協会主催）や、私が開いた養
成講座、勉強会などで腕を磨いたドクター達が活躍し
ています。ドクターはほとんどが定年退職したシニア

その増分で次月の検針日までの予想が出るエクセル表
を作りました。炊飯はたまに土鍋を使い、電子レンジ
はなるべく使用しない、掃除には平川市の津軽ほうき
を使うようにしました。
一番徹底してやっていた時は、深夜時間帯にネット
や電話関係の機器をタイマーで停止するようにしてい
ました。だいぶ電気使用量が下がってきたところで、
契約ワットアンペアを20Ａにしました。電子レンジと
ドライヤーを同時に使用しない様にすることなどに注
意すれば、ブレーカーが落ちる事はありません。
その結果、一番少ない月で３人家族121kWhという
記録が出ました！昭和40年代の電気使用量と同程度で
した。このほか、畳半分くらいの簡易太陽光パネルを
買い、バッテリーとチャージコントローラ、直流を交
流に変換するインバータを組み合わせて、２階の電気
を太陽光でまかなうということもやってみました。
◆では、最後に今後の活動についてお聞かせくだ

さい。

今年は、さらに何箇所かで養成講座を開き、おも
わ
ちゃ病院の環が広がって、県内どこに住んでいる子ど
もでも気軽に壊れたおもちゃを持ってこられる環境を
作りたいと思っています。
私の出身地であるつがる市、何度か出張修理に行っ
ているむつ市で養成講座を開催し、おもちゃ病院がで
きれば良いなあと思っています。
おもちゃ病院では、ドクターや受付業務をするナー
スも募集しています。弘前おもちゃ病院のホームペー
ジでも養成講座等の情報を掲載していますので、ご興
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おもちゃドクター養成講座で講師を務める小山内院長

世代で、直して使う意識と「老後をイキイキと過ごそ
う！」という意識もあります。

味のある方はチェックしてみてください。
おもちゃドクターは、修理の依頼主（子ども）をお
客様とし、お客様の目の前で直すことを心構えとして
います。おもちゃを持ってくる子どもたちとのふれあ
いを大切にしながら、今後も活動していきたいと思い
ます。
☆弘前おもちゃ病院とは？☆
おもちゃの無料修理ボランティアグループで、日本おも
ちゃ病院協会公認のおもちゃ病院です。「物を大切にする
こころを育む」「修理する楽しみを知ってもらう」「喜び、
感動を一緒に感じる」「世代間交流・ゴミを減らす」「生
きがい発見」をコンセプトに、壊れたおもちゃを原則無料
で修理しています。
「弘前おもちゃ病院」についてくわしくは…

弘前おもちゃ病院

検索

http://homepage3.nifty.com/warashi/hirosaki-toyhospital/

皆さんの環境活動を応援しています！
鮮度とおいしさを
豊富な品揃えで
提供します！

青森県民生活協同組合

※青森･岩手･秋田に50店舗展開中！

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

本部／八戸市大字長苗代字前田83番地１
TEL／0178-21-1888

★ 学校・団体 の エコ活動紹介 ★
エンゼル子どもの家保育園
青森県八戸市根城字大久保21-63
TEL : 0178-45-4150
http://www.enzel8.net/

わたしたちもエコ活動に取り組んでいます！

青森市立油川中学校

学校法人

青森県青森市大字羽白字沢田471番地
TEL : 017-788-0428
http://www.aomoricity.ed.jp/aburakawachu/

五戸江渡学園 江渡幼稚園

青森県三戸郡五戸町古堂後23-3
TEL : 0178-62-4305
https://sites.google.com/site/etoyouchien/

心 の豊 か な子どもに育つように

地 域 のリサイクル 拠 点となって

生きる力と心 を育てます

エンゼル子どもの家保育園では、
「心の豊かな子どもに育つ基礎を
培う」という保育方針のもと、
「あかるくやさしいこども」「よ
くあそぶげんきなこども」「さい
ごまでがんばるこども」を目標と
しています。
平成20年度から、年長さんの
八戸リサイクルプラザへ工場見学
を継続して行っています。牛乳パック・新聞紙・ダンボールを使っ
た紙すき体験を通してリサイクルに対する意識を高めています。
平成22年度からはペットボトルキャップの回収を各家庭へ呼び
かけ、集めたキャップについているシールをはがしたり、汚れたも
のを取り除く作業を行い、世界の子どもたちにワクチンを届ける運
動に参加しています。
日頃の活動の中でも、自然観察、園周辺のゴミ拾いや落ち葉集
め、広告用紙などを利用した遊び、畑の作業と収穫物の調理、廃品
を利用したおもちゃ作りなど、自然を愛する心や環境保全、ものを
大切に使うことを学んでいます。

青森市立油川中学校では、ペッ
トボトルキャップ・アルミ缶・プ
ルタブや段ボール等の古紙の回収
を行っています。
ペットボトルのキャップ回収は
ポリオワクチンをアフリカや東南
アジア等に贈ることを目的として
います。また、アルミ缶・プルタ
ブ・古紙の回収では車椅子に交換することを目的としています。ア
ルミ缶・プルタブ・古紙は、先ごろ車椅子２台と交換になりまし
た。車椅子への交換は４年ぶりのことです。
この回収運動では、当中学校だけでなく、地域住民の方、小学校
や施設からも受付を行っています。地域のみなさんと協働し、こつ
こつと回収を行った結果が形になりました。
車椅子の寄贈先は現在検討中ですが、年度内にはお贈りする予定
です。
これからも地域の拠点となって、地域のために世界のために回収
活動を行ってまいります。

青森県五戸町の自然豊かな環境
にある、江渡幼稚園は、県立五戸
高等学校に近い閑静な場所にある
木造平屋建てのかわいい幼稚園で
す。豊かな自然に囲まれながら、
子ども達はのびのびと生活し、い
ろいろな行事や学習にチャレンジ
しています。
特に音楽教育に力を入れており、３歳児から演奏を体験して、毎
年公民館で発表会を開催しています。過去３年間の発表会の演奏は
YouTube でも見ることができます（http://www.youtube.com/
user/etoyouchien）。
また、オリジナルのエコかるたを作り、エコ意識の徹底・実践に
力を入れています。
１年に１度、買い物ごっこで、物を大切にする買い物の実践活動
を行っています。

学校法人

尊徳寺学園 弘前大谷幼稚園

青森県弘前市新寺町156-2
TEL : 0172-32-3309
http://ootani-youchien.com/

弘前大学公認

環境サークルわどわ

「皆で輪になりエコ活動」それが、
わどわ

つよく、
あかるく、
なかよくのびる子
本園は、仏教的情操教育を施す
就学前教育機関として設立された
幼稚園で、特に情操を育む教育を
大切にしています。
エコに関する活動では、ペット
ボトルキャップ・空き缶・紙ゴミ・
廃インク回収・リサイクル、節水、
節電、ゴミの減量を心がけてい
ます。
また、田んぼに裸足で入っての
田植え体験や、今では貴重な足ふ
み脱穀機を使っての脱穀体験、菜
園でのイチゴやラディッシュ、ブルーベリー、枝豆等の収穫、梅も
ぎをしての梅ジュース作りなど、栽培、収穫、調理等を体験するこ
とで、
食文化の大切さと自然のいのちに感謝できる心を育んでいます。

わどわは弘前大学の学生で構成され
る大学公認の環境サークルです。
2003年12月24日に、リサイクル
市（リユース市の前身）を行うために
結成されたと言われています。2013
年12月でサークルの活動は10年目を
迎えました。
◆リユース市
毎年3月下旬、卒業生をから使わな
くなった家電製品、家具、自転車、専
門書などを集め、新入生や在学生にリユースしてもらうことを目的と
して弘前大学構内で行っています。
◆放置自転車撤去活動
大学生協と連携して行っている活動です。学内の放置自転車を撤去
し、使える自転車は希望する学生へと譲り渡し、使える部品は大学生
協指定のリサイクルショップに提供してリユースしています。
◆学内の裏紙を使用してのメモ帳作り
大学内でコピーの裏紙を回収し、メモ帳を作っています。これは大
変好評で、大学の食堂に設置するとすぐなくなります。
2014年1月、弘前市ヒロロで開催されたイベント「あおもりエコの環
スマイルプロジェクトin弘前」に活動紹介やエコ体験コーナーのお手伝
いで参加した時には、
このメモ帳作りを子ども達と一緒に行いました。
◆大学周辺のごみ拾い
4月から冬になるまで毎月数回、学内周辺のごみ拾いを行っていま
す。昨年は初めて、わどわ以外の学生にも声がけをして一緒に活動し
ました。
少しでも興味がもてたら一緒に活動してみませんか？
活動の情報等はホームページ（http://hirodaiwadowa.web.fc2.com）
やツイッター
（@hirodaiwadowa）
をご覧ください。
（代表：一戸雄斗）

ぜひ一度、江渡幼稚園に遊びにおいでください！

若者による

わ

「エコの環スマイル
・サポーターズ」

ネットワークづくり

あおもりエコの環スマ
イ ル プ ロ ジ ェ ク ト で は、
2014 年 11 月〜2 月、大
学生を中心とした若者の
皆さんに「エコの環」を
知ってもらい、そこからさ
らに県民の皆さんへ広め
るべく、若者向け事業（※）
を実施しました。
当事業では、地産地消
＆省エネで行う調理の体験や、
「ウォームシェア鍋」の作成、
「コーヒーから考えるエコ」トーク等、楽しくエコについて考
えられるようなイベントやグループワークを開催しました。
参加していただいた約 50 名の皆さんには「スマイルサポー
ター」として交流や「エコの環」普及促進をゆるやかに行っ
てもらえるような場づくりを、今後も実施していきたいと思
います。
※地域における市場メカニズムを活用した取組モデル事業「あおもりエコ
の環スマイルプロジェクト」普及拡大事業 若者による「エコの環スマイ
ル・サポーターズ」
ネットワークづくり
（環境省）

もったいない・あおもり賞表彰式を開催！
わ

、障害者支援施設千年
♣
【事業者の部】生活協同組合コープあおもり（青森市）

受
賞
者

青森県では、「あおもりエコの環
スマイルプロジェクト」において、
優れた取組を行った登録団体等を
表彰する「もったいない・あおも
り県民運動 もったいない・あお
もり賞表彰」を実施しています！
平成 25 年度は、5 事業所、5 学校・
団体に表彰を行いました！

園
（弘前市）
、株式会社河原木電業
（八戸市）
、青森オリンパス株式会社
（黒石市）
、
株式会社ジャスター
（本社：盛岡市、営業所：青森市、八戸市等）

♣【学校・団体の部】社会福祉法人長幸会おおぼし保育園（青森市）、弘前お
もちゃ病院
（弘前市）
、特定非営利活動法人もったいないつがるの会
（弘前市）
、
HEP21エコクラブ
（弘前市）
、五所川原市立五所川原第三中学校
（五所川原市）

受賞者の皆さんとエッコー

【平成24
24年度環境活動助成金】
年度環境活動助成金】 助成金を受けてエコ活動がさらに発展しました！
【平成
環境活動助成金のご案内

特定非営利活動法人

八戸市立第三中学校

弘前おもちゃ病院

エコねっと未来あおもり

プロジェクト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。助成金をもらうためにはプロジェクトに登録
する必要がありますので、お早めにご登録ください！
わ

助成金で、回収したアルミ缶をため
ておくための物置を購入しました。
ある程度たまったところで、洗浄等
のボランティアを募集し作業を
行っています。
洗浄したアルミ缶は養護学校にお
送りしています。
今後も、物置を活用して、アルミ缶
の回収活動を行っていきます。

弘前・青森・五所川原・八戸・

青森市内のペットボトルキャッ

平川と県内５市のおもちゃ病院

プ回収のボックスを、キャップ

ドクターで集まって、初めて合
同勉強会を行いました。
※弘前おもちゃ病院院長・小山内先
生のインタビューは表紙に掲載され
ています。

回収にもご協力いただいている
「おおぼし保育園」等の子どもた
ちの協力を得て、新たしいもの
を作り上げました！

♣助成対象者

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、その他団体。

♣助成対象事業

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。）

♣助成金の額

50,000円を上限に助成します。

♣募集時期

平成26年4月を予定

♣ウェブサイト

http://www.econowa-smile.com/

ア ー スレンジャーの 今 日 か ら で き る
うちエコ 豆 知 識
きょうこ

アースレンジャーの 今 京子です。
自分のエコ体験から、みなさんにオススメしたい取り組みを３つご
紹介します。

★アースレンジャーとは？★

正式名称は青森県地球温暖化防止活動
推進員（通称「アースレンジャー」
）とい
います。「地球温暖化対策の推進に関する
法律」に基づき、県が委嘱している人達
のことです。アースレンジャーは、自ら
率先して省エネなど地球温暖化防止活動
を実践し、また、地球温暖化防止活動の
リーダーとして、地域住民のみなさんへ
の助言・指導、情報提供などの普及啓発
を行うことで、家庭における CO2 排出量
を削減するための重要な役割を担ってい
ます。現在、22 名のアースレンジャーの
皆さんが県内で活動しています。

①冷蔵庫の設定温度を「弱」にする

我が家で試したところ、暑い夏でも「弱」の温度設定で十分に対応で
きることがわかりました。ただし、物を詰め込みすぎないこと。我が
家は「中」から「弱」に変えることで年 間 2 , 5 0 0 円 程 お 得（※）に
なります！（※家庭の省エネを診断できる「うちエコ診断」の結果に
よる）

②冬道こそエコドライブをする

路面の凍結、狭い道幅等、路面状況が突然変わる冬道の怖さは半端で
はありません。だからこそ冬道でのエコドライブが必要だと思いま
す。特にふんわり発進（最初の５秒で時速20キロ又はタイヤひと転が
し）、十分な車間距離をとっての走行、他の走行の妨げになる駐車を
しないことの３つは、自分の車の燃費改善だけでなく、他の車の燃費

改善と安全にもつながっていくことで
す。私もただ今エコドライブに挑戦中＆
燃費確認中です。

③アクリルたわしと廃油石鹸で
洗剤要らず

「アクリルたわし」は、親油性があって
吸水性がないため、油汚れをとりやすく
水で洗い流しやすい利点があり、洗剤を
使わなくても食器などの汚れを洗い落とせます。また手にも環境にも
優しい「廃油石鹸」も洗濯物や台所用品等の汚れをよく落とす石鹸で
す。私は、これら２つに「重曹」を加えて台所仕事を進めています。

これら一つ一つはよく知られている小さな事ですが、実行
する人の数が増えれば大きな力になります。
みなさんもぜひ取り組んでみましょう！

大人気☆なぎさなおこ先生エコで美味しいお料理レシピ☆
今日の食事からさっそくエコ実践！！
2.炊飯器に枝豆以外の材料を全部入れてスイッ
チを入れる。
（火にかける前に、夏は約30
分、冬は約1時間お米に水を吸わせてから炊
くと、ふっくらおいしく炊きあがる）
3.炊けたら茹でた枝豆を入れてしっかりと混ぜ
て、10分位蒸らして完成♪

◆ひじきと切干大根の炊き込みご飯◆
【材料（4人分）】米 2合、水 2カップ、
切干大根 10グラム
（ぬるま湯で戻す）
、
乾燥ひじき 5グラム
（ぬるま湯で戻す）
、
しめじ 2分の1株、油揚げ 2枚、枝豆 20
房くらい、しょうゆ 大さじ2、酒 大さじ2

【作り方】
1.お米を洗い、切干大根とひじきをぬるま湯で
戻し、水気を切っておく。しめじは石づきを
取ってほぐし、油揚げは千切りにする。

◆お豆腐ときくらげのつくねハンバーグ◆
【材料（4人分）】鶏挽肉 400グラム、
たまご 1個、木綿豆腐 2分の1丁（水切りす
る）
、たまねぎ 2分の1個、
乾燥きくらげ 10グラム
（ぬるま湯で戻す）
、
片栗粉 大さじ2、塩 小さじ1

【作り方】
1.豆腐は水切りする（レンジで1分チンして水
気を切っておく）
2.たまねぎはみじん切りにする。きくらげはぬ
るま湯で戻して千切りにする。
3.材料を全部入れてしっかりと混ぜ合わせ、空

あなたも地球温暖化対策の達人！
？

エコクイズに
チャレンジ！！

【問題】自分で排出する温室効果
ガスのうち、どうしても削減で
きない量の全部又は一部を他の
場所での排出削減・吸収量で埋
め合わせることを何というで
しょうか？ （出典：環境省リーフ
レット）
☆答えはフリーペーパーのどこかに
あるよ！探してみてね☆

ない
たい
もっ

こん

今回は青森市でアースレンジャーとして活動している
今 京子さんにお家でできるエコについて紹介してもらいます！

気を抜きながらまるく形を整えて、フライパ
ンで両面しっかりと火を通したら完成♪

◆大根の皮とホウレンソウのささっと炒め◆
【材料（4人分）】大根の皮 3分の1本分、
ホウレンソウ 2分の1束、しめじ 2分の1
株、かつおぶし 1パック
（5グラム）
、
ごま油 大さじ2、しょうゆ 大さじ2〜3
（大根
の大きさで調整）
、砂糖・みりん 各大さじ1、
白ゴマ 大さじ1

【作り方】
1.大根の皮は千切りにする。ホウレンソウは3
センチ幅にカットする。
2.フライパンにごま油を入れて、大根の皮を炒
める。大根がしんなりしてきたら、ホウレン
ソウ、しめじを入れて更に炒める。
3.調味料、かつおぶし、ゴマを入れてよく混ぜ
たら完成♪（味見しながらしょうゆの量を調
整する）

【なぎさなおこ先生

紹介】

八戸市にある野菜中心の家庭料理
が人気の「ナギサカフェ」オーナー
シェフ。地方紙「デーリー東北」の
食育コーナーでの連載や、子ども料
理塾主宰、企業の魅力を引き出すレ
シピ開発、健康講座の講師、食育番
組のラジオパーソナリティーなど、
多方面で活躍しています。
料理だけではなく食事のコミュニ
ケーションを重視した料理教室は3
歳から80代までと幅広い年齢層に支
持され、開始4年で受講生は4,000人
を超えています。
著書「キッチンであそぼ！」が世界料
理本大賞にノミネートされています。

①エコクイズの答え ②郵便番号・住所 ③氏名 ④年齢 ⑤電話番号 ⑥フリーペーパー のご感想・ご意見を
はがき、FAX又はメールであおもりエコの環スマイルプロジェクト実行委員会事務局「青森県地球
温暖化防止活動推進センター」に送付すると、抽選で10名様にオリジナルエコグッズ詰め合わせ
をプレゼント☆
【応募締切】平成26年3月14日（金）必着
【送 付 先】青森県地球温暖化防止活動推進センター
エコクイズ係
〒030-0801青森市新町1-13-7和田ビル3F
FAX：017-723-7631
E-mail：info@econowa-smile.com

プロジェクトホームページ
にはもっとたくさんのエコ
クイズがあるよ☆
「あおもりエコの環」で
検索、検索〜☆

私たちは県民の皆さんの環境活動を応援しています！

そして、私たちも環境に優しい取り組みを実践しています！

東管工業株式会社

株式会社 青森ビジネスマシン
青森市八ツ役字上林12-5
TEL：017-739-3252

田中建設株式会社
十和田市東一番町2-50
TEL：0176-23-3521

東北建設企業グループ

八戸市江陽二丁目11-13
TEL：0178-45-2100

大矢建設工業株式会社

青森市羽白字沢田
302-5
TEL：017-788-5656

青森市大字野沢字川部63
TEL：017-739-5224

TEL：0178-27-0456

San Computer
株式会社サン・コンピュータ

八戸市北インター工業団地一丁目5番10号
TEL：0178-21-1100

新型車両「青い森 703系」デビュー！
「筒井駅」（青森駅〜東青森駅間）開業！

弘前市百石町57

TEL：0172-88-8808

本社／岩手県盛岡市盛岡駅前通1番41号
TEL／019‐651-1900

弘前市東長町64

TEL：0172-32-3814

(特別管理)産業 有限
廃 棄 物 処 理 業 会社

東奥化学

〒030-0964 青森市南佃１丁目７番５号
TEL017-765-1660 FAX017-765-1667

稲見建築設計事務所
〒030-0962 青森県青森市佃1-5-7
TEL：017-742-2636

張山電氣株式会社

3.15

ダイヤ改正

青森市本町2丁目11-16
TEL：017-775-1431

http://kensetsu.touhoku-g.jp/aboutus.html
青森県上北郡東北町字塔ノ沢山88番地2号
TEL：0175-63-3853 FAX：0175-63-3459

弘前市大字徳田町30番地１
TEL：0172-32-6223

八戸市江陽二丁目19-33
TEL：0178-22-0388

廃棄物再生事業者登録青森県第1号

有限会社

柏崎清掃社

〒031-0023 八戸市大字是川字田中山24-23
TEL0178-96-2795 FAX0178-96-2373
http://www.kashiwazakiseisousya.net/
info@kashiwazakiseisousya.net

協賛企業募集中！

私たちはエコに取り組む皆さんを応援しています！！
稲見建築設計
事務所

四季の千成
■ マイ箸持参でスタンプ1個、

モッテコーカード持参で
更にもう1個のダブルチャンス！

カードを持参で設計監理業務申し込んだ方

■

設計監理料1%引き ■

■定休日

不定休

■http://www.a173.org/

くどうラーメン
トッピング（チャーシュー又は
メンマ）50円分をサービス
■青森県青森市新町一丁目６番12号
017-722-6905

■営業時間

10:30〜20:00
第2・第4土曜日

■http://www1.ocn.ne.jp/
~sennari/

8:00〜16:00

コテージホテル
ショコラ
■ 虫かご１個提供します。
■

蕎麦大盛りサービス
■青森県青森市古川一丁目2-1
■TEL 017-774-0837
■営業時間
月・水〜土11：00〜20：30
（LO20：00）
日11：00〜17：30（LO17：00）
■定休日
毎週火曜日（8月不定休）
■そば粉は地元青森産を
毎朝石臼自家製粉して
おります。

（レミテンテ）

■ モッテコーカード御持参で、金額に関わらず

ポイント1ポイントサービス。
（通常￥3,000につき1ポイント）

■TEL

0172（32）6884

■年中無休
■http://www.gyokuundou.
com/
■日本茶コンシェルジュが
お客様の幸せを創造します。

りんごジュース１杯サービス

ガレッテリア

※カード1枚につき1名様が対象です。
※平成26年4月1日より入浴料金改正
のためサービス内容を変更する場合
があります。ご了承ください。

■青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字川辺11-11
■TEL 0172-49-1126
■営業時間 日帰り温泉 鰐の湯 9:00〜22:00
■定休日 毎月第３木曜日
※臨時休館する場合有り
■http://www.wanicome.com/

ダ

■TEL

017-732-2135

■本館：
青森市橋本二丁目13-5
■別館：
青森市橋本二丁目13-1
■http://www.hotel2135.jp
サスィーノ

■ モッテコーカード提示で、同館内で醸造

■ モッテコーカード提示でポイントカード

している、アオモリシードルをグラス1杯
サービスいたします。

(1,000円につき1ポイント)に1ポイント追加
サービス
■ 20ポイントで600円券やいろいろなメ
ニュー(1,000円相当)が無料でできます。

（一回の会計金額が、お一人様 1,050 円以上のご利
用に限ります。
又、
他のクーポンと併用できません。
）

■営業時間

■年中無休（臨時休業有り）

■営業時間
11：00〜21：00（L.O20：30）

■http://www.remitente.
info/

■定休日
毎週月曜日

■年中無休

■http://harikeen.web.fc2
.com/

■ お買い上げの商品10％OFF ■
（特価品・奉仕品を除く）

ふく

大鰐町地域交流センター

■ モッテコーカード受付提示で、
温泉一般 大人100円引き
入浴料金 小人 50円引き

ミネラルウォーター１本提供
します。

カード呈示の方に限り

■営業時間 11：00〜20：00

017-752-6813

■青森県弘前市和徳町212
■TEL 0172-32-7666
■営業時間
平日８：30〜19：00
土曜８：30〜18：00
日曜・祝祭日９：30〜17：00
■定休日 正月三が日
GW3日間 お盆休3日間
■http://www.ota-hanko.com

■青森県弘前市田町４-11-13

■ モッテコーカードを持参のホテル利用者に

■ 14：00 〜 17：00 の間、
飲食をされた方で

まん

0178-29-0050

■営業時間
■定休日

11：00〜15：00
なし

■本格中華料理をお楽しみい
ただけます。飲茶セットは
色々な点心を楽しめる人気
メニューです。

■「ベーカリー＆カフェ

ＳＡＫＩ」「菓子処 笹
の舎」「ラグノオアプリ」でお買い上げ時
「モッテコーカード」を提示された方に、

50円割引 ■

協力店募集中！

一般財団法人十和田湖ふるさと活性化公社

「道の駅」奥入瀬

わ

「あおもりエコの環スマ
イルプロジェクト」に

ミネラルウォーター源流水
350mlを1本サービスします。
■青森県十和田市大字奥瀬字堰道39番地１
■TEL 0176-72-3201
■営業時間 ９：00〜18：00
■定休日 年末年始12／31、１／１
■http://www.oirase.or.jp/

花みずき

■弘前市豊田一丁目2-19
■TEL 0172-55-0886
■営業時間 10：30〜18：00
■定休日：日曜日、
第１・第３月曜日
■世界各国の選りすぐりの豆
を使用しています。
６種類の自家焙煎ブレンド
も販売しています。

ろう

レストランでの食事利用のレシートと
「モッテコーカード」を提示された方に、

第3日曜日

■ コーヒー１杯

「ラグノオスタンプカード」に
1ポイント追加捺印

■ 物産館での買い物レシートの提示または

9：00〜19：00

モッテコーカードを持参のお客様

弘前駅ビルアプリーズ１階

■ コーヒーお替りサービス ■

017-739-5891

珈琲自家焙煎

■TEL 0172-32-1260■営業時間 10：00〜20：00
■http://www.rag-s.com

お食事された方モッテコーカード提示で

■TEL

ラグノオささき

【ベーカリー＆カフェ SAKI】青森県弘前市百石町９
■TEL 0172-33-2122 ■営業時間 ８：00〜19：00
【菓子処 笹の舎】青森県弘前市百石町６-１
■TEL 0172-32-7256 ■営業時間 ９：00〜19：00
【ラグノオアプリ】青森県弘前市大字表町２-11

福満楼
■青森県八戸市下長5-6-11

■TEL

017-735-1155

株式会社

■

■青森県青森市安方２丁目12-2
■TEL 017-752-6251
■営業時間 平日7:30〜19:00
土日祝祭日9:00〜18:00
不定休
■http://www.coffee-colors.com
■焙煎したてスペシャルティー
コーヒーのロースターカフェ
ゆったりとした空間で本物の
香味をお楽しみください！

■TEL

■TEL

カード呈示で５％OFF

登録で100g250円でオフィスマイルドをご提供
します。
（※500g単位で引き取り前に要予約）

■青森県青森市大野字若43-1

■TEL

■

2枚で7,000円で販売します。
■ モッテコーカード呈示のうえ、
オフィスコーヒー

■青森市柳川1-4-2
A-FACTORY 2F

■青森市古川1-15-7

■http://www.ch-chocolat.
jp/

（12杯分）
を
■ ドリンクチケット4,000円

2枚で7,000円で販売します。
■ モッテコーカード呈示のうえ、
オフィスコーヒー
登録で100g250円でオフィスマイルドをご提供
します。
（※500g単位で引き取り前に要予約）

■青森県青森市長島一丁目6-5
■TEL 017-722-4967
（LO）
■営業時間 10：30〜20：30
■定休日 日曜日
■17：00以降、夜限定定食
（飲み物付き800円）が
あります。
■10名様以上4,000円〜
飲み放題の宴会を承って
おります。

remitente

■青森市滝沢住吉248-118
017-726-4605

（12杯分）
を
■ ドリンクチケット4,000円

■ 平日15:00〜17:00に、モッテコーカードを

商品お買い上げで当店ポイントカードの

モッテコーカードを持参の
ホテル利用者のお子様に

青森ベイブリッジ店

ホテル 2135 本館・別館
提示して注文した方
（8/2〜8/7を除く）に、
自家製そばアイス（小サイズ）1コ又は

■ モッテコーカード提示で

■TEL

017-722-4750

■営業時間

COFEE COLORS

青森新町八甲田通り店

■青森県青森市新町２丁目２-21
■TEL 017-777-0788
■営業時間 平日7:30〜19:00
土日祝祭日9:00〜18:00
不定休
■http://www.coffee-colors.com
■自家製パンと焼き菓子のベー
カリー＆カフェ、ランチもパ
スタ、カレー、ホットサン
ド、お弁当と充実です！

■青森県青森市新町２丁目
５-３
■TEL

■青森県青森市佃1-5-7
■TEL 017-742-2636
■営業時間 9:00〜17:00

COFEE COLORS

参加して、協力店でサービス
をうけることができる

「モッテコー
カード」を
もらっちゃおう！

【エコクイズのこたえ】カーボン・オフセット（カーボン・オフセットの仕組みを活用した商品・サービス・イベントは年々増えてきています。どんなものがあるか探してみよう！）
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〒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
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あおもりエコの環
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