協力店

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

モッテコーカード提示のお客様に

店内商品さらに5％OFF

■青森市佃1-5-7
■TEL 017-742-2636
■営業時間 9：00〜17：00、不定休
■http://www.a173.org/

（他店購入品も可）
ガレッテリア

ダ

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

■青森市新町1-11-19
■TEL 017-722-3352
■営業時間 9：30〜19：00
■年中無休
■修理して長く使うとエコになる
ものが。あきらめていた愛用品・
古い物の修理もぜひご相談を！
サスィーノ

モッテコーカード提示で、
同館内で醸造している、アオモリシードルを
グラス1杯サービスいたします。（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。）

■青森市柳川1-4-2 A-FACTORY 2F

くどうラーメン

■営業時間 11：00〜21：00（L.O20：30）
■年中無休

■ショーンエコカードにスタンプ1つサービス
■ショーンのロハスなオリジナルヘッドスパ

10％OFF
“LOHASPA（ロハスパ）”

■青森市大野字若宮43-1
■TEL 017-739-5891
■営業時間 9：00〜19：00
■定休日 毎週月曜日､第3日曜日
■http://harikeen.web.fc2.com/

■青森市新町1-12-4
■TEL 017-723-3844
■営業時間 10：00〜20：00、不定休
■http://www.schonschon.com

COFFEE COLORS
■ドリンクチケット4,000円
（12杯分）
を2枚で7,000円

モッテコーカード提示で、コーヒーチケット

で販売します。
■モッテコーカード提示のうえ、
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。

（ホットコーヒー、紅茶、モーニングにも使えます。）

■営業時間 8：00〜16：00

■青森市安方2-6-7
■TEL 017-722-4575
■営業時間 7：00〜21：00

ソフトドリンク１杯サービス

モッテコーカードを持参のホテル
利用者のお子様に

虫かご１個提供します。
■青森市滝沢住吉248-118
■TEL 017-726-4605
■http://www.ch-chocolat.jp/

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！
■青森市新町2丁目5-3
■TEL 017-722-4750
■営業時間 10：30〜20：00
■定休日 第2・第4土曜日
■http://www1.ocn.ne.jp/
~sennari/

remitente
（レミテンテ）
モッテコーカードを持参のホテル利用者に

ミネラルウォーター１本 進呈します。

■TEL 017-732-2135
■http://www.hotel-2135.jp

花みずき

モッテコーカードを持参のお客様

コーヒー１杯 50円割引
■弘前市豊田一丁目2-19
■TEL 0172-55-0886
■営業時間 10：30〜17：30
■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。
ふく

まん

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）
■青森市古川1-15-7
■TEL 017-752-6813
■営業時間 11：00〜20：00
■年中無休（臨時休業有り）
■http://www.remitente.info/

■青森市橋本二丁目13-5

珈琲自家焙煎

モッテコーカード御持参で、金額に関わらず
商品お買い上げで 当店ポイントカードの

大判焼きのお店

■TEL 0172-35-4107
不定休
■営業時間 10：00〜18：30、
■大判焼きの種類は常に10種類以
上。デニッシュ生地も人気です。

ろう

福満楼

株式会社

大竹菓子舗

お食事された方モッテコーカード提示で

コーヒーお替りサービス
■八戸市下長5-6-11
■TEL 0178-29-0050
■営業時間 11：00〜15：00
■定休日 なし
■本格中華料理をお楽しみいただ

ポイントカードポイント1個プラス。
【青森店】■TEL 017-734-5401
■青森市緑3-9-2 サンロード青森2F
【八戸店】■TEL 0178-24-6242
■八戸市城下1-10-15
【両店とも】■年中無休
■営業時間 10：00〜20：00
■http://www.ys-greenh.com/

本店のみカード提示で

コーヒー100円引き
■十和田市東一番町7-28
■TEL 0176-22-4715

株式会社

カード提示で５％OFF

グリーンハウス
喫茶ご利用時、モッテコーカードをご提示
された方に デザートサービス

■十和田市大字奥瀬字栃久保182
奥入瀬湧水館2階
■TEL 0176-70-5977
■http://www.nexgh.com/
■十和田湖・奥入瀬渓流・蔦の森の

魅力を発 信するネイチャーツ
アーも展開しています。

協力店募集中！
● HPやフリーペーパーで紹介

します。
● 集客やイメージアップが期待

できます。

に1ポイント追加捺印
【ベーカリー＆カフェ SAKI】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】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】弘前市大字表町2-11 弘前駅ビルアプリーズ１階
■TEL 0172-32-1260 ■営業時間 10：00〜20：00
■http://www.rag-s.com

■弘前市田町4-11-13
■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。

一般財団法人十和田湖ふるさと活性化公社

奥入瀬

「道の駅」

観光物産館で1,000円以上お買い上げ、レスト
ランでお食事のお客様で、
「モッテコーカード」
提示で 奥入瀬源流水350㎖を1本

サービス致します。

天然温泉掛け流しの宿

ホテルポニー温泉

吉田ベーカリー
本店もんぶらん

お子様にソフローズンをプレゼント
（大人一名様につきお子様一名にご提供）

有限会社

モッテコーカードご提示で

①フライボールを10％OFF
②サービス ･ スタンプの押印を2倍
※①か②のどちらかを
お選びください

【緑町本店】■むつ市緑町17-58
■TEL 0175-28-2880
【金 谷 店】■むつ市金谷2-7-11
■TEL 0175-23-6720
【両店とも】■営業時間 9：00〜19：00
■定休日 なし（元日のみ休業）

モッテコーカードご提示で

■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

■むつ市新町9-25
■TEL 0175-23-0148
■営業時間 7：00〜19：00
（日曜･祝日は18：00迄）

※臨時休館する場合有り

■定休日 第2･4日曜日

■http://www.wanicome.com/

編集・発行

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

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
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青森県 青森県地球温暖化防止活動推進センター

事 務 局 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）

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

〒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

モッテコーカード受付提示で、

大人50円引き、
小人30円引き

スタンプ2倍

検索

●参加校●18校

平成 27 年は、2020 年以降の温室効果ガス削減の国際的な枠組みの合意を目指す会議（COP21）が開催される重要な年です。
この会議に大きな影響を与える、地球温暖化の現状や将来予測などに関する報告書も昨年には公表されており、今回は、この報
告書の説明員（IPCC リポートコミュニケーター）で、青森県地球温暖化防止活動推進員でもある、溝江康徳さんに地球温暖化の
現状や家庭でできる取組などについてお話を伺いました。
IPCC（気候変動に関する政府間パネル）は、1988
年に設立された国際組織で、地球温暖化に関する国
際的な取組を検討する際の科学的な根拠となる報告
書をとりまとめています。昨年 11 月には、７年ぶり
となる報告書が公表されており、
「IPCC リポートコ
ミュニケーター」は、
この報告書の内容を、一般の方々
にわかりやすく伝えていく「伝え手」としての役割
をもっているものです。

◆ 地球温暖化防止活動推進員となったきっかけは…
私は小学校の教師をしていたときから、
「心も体も
健康。そして地球も健康。」というキャッチフレーズ
で環境教育に取り組んできました。退職後にもさま
ざまな環境活動に携わっていく中で、地球温暖化が
最大かつ重要な環境問題だと感じるようになり、そ
の防止のために貢献したいと思い、推進員になりま
した。
もう一つは、「地球は先祖から受け継いだものでは
なく、未来の子どもたちから借りているものだ」と
いうアメリカ先住民の言葉がずっと胸に刻まれてお
り、次の世代を生きる子どもたちに、より良い環境
を引き継ぎたいという強い思いを持ち続けているこ
とです。
今回の IPCC 第５次評価報告書によると、「人間活
動が 20 世紀半ば以降の温暖化の支配的な原因であっ
た可能性が極めて高い」として、従来に増して強い
表現で人間の責任に言及しています。
今のままでは、21 世紀末には平均気温が 20 世紀
末と比べて最大 4.8℃、海面水位は 82cm 上昇し、
洪水や干ばつなどの極端な気象が増えることで、食
料や水不足が起きます。貧困が拡大し、移住を強い
られる人も増え、紛争につながりかねないと警告し
ています。
気温上昇を２℃未満に抑えるという国際目標の達
成のためには、今後数十年間にわたって大幅に温室
効果ガスの排出を削減し、今世紀末までに排出をゼ
ロかマイナスにする必要があるとしています。
この IPCC の報告内容をきちんと知ることが、私

たちにできる第一歩ではないでしょうか。

◆ 青森県への影響は…
青森県はりんごの大生産地ですが、気温の上昇に
より、着色不良や日焼け果などのりんごの品質低下
が心配されます。また、海水温の上昇によるホタテ
の大量へい死なども危惧されます。このほかにも、
世界遺産である白神山地などのブナ林については、
その面積が大きく減少するとの予測もあります。

◆ 私たちが身近でできる地球温暖化防止の取組は…
温室効果ガスの大幅な削減のためには、さまざま
な分野での技術革新も必要ですが、家庭から出る温
室効果ガスは、全体の排出量の２割近くにもなり、
私たちひとりひとりが無駄なエネルギーを使わない
ようにすることも重要です。
中でも、家族が集まる機会が多く、長い時間を過
ごすリビングでの対策は非常に効果的です。
「冷暖房
時は家族が一緒の部屋で過ごす」「LED 照明に交換す
る」
「冷暖房時に扇風機やサーキュレーターなどを使
う」などの取組があります。
冬は、青森県のような寒冷地では、暖房のために
多くのエネルギーが使われます。
「カーペットの下な
どに断熱シートを敷く」
「すき間テープですき間風を
防ぐ」
「窓ガラスに断熱シートを貼る」などの断熱対
策で、暖房エネルギーを減らすことができます。
自動車は多くの方が運転する機会があると思いま
すが、５秒かけて速度を時速 20 キロに上げる「ふん
わりアクセル」を実践するだけで、１割程度燃費が
向上するといわれています。
「エコ」は、エコロジー（環境保全）だけでなく、
エコノミー（節約）にもなる、と話してくれた知人
がいます。省エネで節約したお金は、自分や家族の
ために別につかうことができるので、紹介した「で
きること」を、楽しみをみつけながら継続して欲し
いと思います。

◆ 地球温暖化防止に取り組む人に向けて…
地球温暖化はとても大きな問題ですが、目に見え
ない「空気」が相手でもあり、身近に感じることが
難しい問題でもあると思います。でも、はじめに紹

介したアメリ
カ先住民の言
葉 の と お り、
未来の子ども
たちから借り
ている、この
地球、身近な
『ハチドリのひとしずく』
を手にする溝江さん
言い方をする
と、日本、青森県、それぞれの人が暮らす地域とい
うものを未来の子どもたちに受け渡すためには、小
さなことでもできることをしっかりと取り組むこと
が、今を生きる世代の責任だと思います。
環境を意識することは、大げさに言うと世界の中
で暮らす自分というものを意識することにもなりま
す。世界各国との経済的な結びつきが強くなってい
る現代では、
「世界的視野で考えて、地域で行動する」
ことは、仕事の面でも暮らしの面でも、役立つこと
になるのではないでしょうか。
10 年ほど前に『ハチドリのひとしずく』という本
を手にしました。山火事を前にして、小さなハチド
リが、ほかの動物たちに笑われながらも、水のしず
くを一滴ずつ火の上に落としていきます。そしてハ
チドリは言います。「私は、私にできることをしてい
るだけ」
。
自分の家庭での取組が、山火事を前にした水のひ
としずくに過ぎないと感じる方もいるかもしれませ
んが、「自分にもできることがある」と考えて、その
ひとしずくを積み重ねていくことが、やがては社会
全体を動かす大きな力になるのだと思います。
「エコの環」のキャラクター「エッコー」も、見た
めはずいぶんと違いますが、このハチドリの仲間な
のかもしれませんね（笑）。

◆ 今後の活動については…
私は教師を退職した今でも、子どもたちや多くの
方々に環境問題に関心をもってもらいたいとの思い
で、小学校での環境出前講座や町内会での講演会な
どさまざまな活動を行っています。その活動を継続
して、次の世代に美しい青森県をバトンタッチでき
ればいいなと思っています。

モッテコーカードを提示で 小学生以下の

■十和田市三本木字佐井幅
167-1
■TEL 0176-23-4836
■営業時間 5：00〜22：00
■年中無休

■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/

ネイチャーエクスペリエンス

ラグノオささき

●参加事業所● 848事業所

「地球温暖化の現状」と「私たちにできること」

◆ 今回の IPCC の報告書で示されたことは…

「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、
「ラグノオスタンプカード」

73,690 ㎏（1月末現在）

●参加県民●2,012人 ●参加団体● 51団体

「もったいない・あおもり賞」決定！
平成 26 年 12 月 7 日に青森市で
「もったいない・あおもり県民運動
推 進 大 会」が 開 催 さ れ、「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 10 団体が「もっ
たいない・あおもり賞」として知事
表彰を受けました！

（青森市）
、
♣
【事業者の部】東北電力株式会社青森営業所
株式会社藤本建設
（青森市）
、日本パルスモーター株式会社岩木工場
（弘前市）
、
三光化成株式会社第四事業部弘前工場
（弘前市）
、株式会社田中組
（十和田市）

者

■年中無休

■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
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賞

■営業時間 8：00〜19：00

モッテコーカードを持参で

お買い上げの商品10％OFF（特価品・奉仕品を除く）

vol.

プロジェクト参加
県民のＣＯ2削減量

受

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。

千円以上お買い上げの場合、カード提示で

1,000円以上お買い上げのお客様で、モッテ
コーカード提示で あんこ又はクリーム

■弘前市中野1-11-11（旧西弘駅前）

（小サイズ）
1コサービス

ワイエス株式会社 グリーンハウス事業部

ひよこ屋

の大判焼きを1コサービス。

土日・祝日に、
モッテコーカードを提示して注文した
方
（8/2 〜 8/7を除く）
に、自家製そばアイス
■青森市古川一丁目2-1
■TEL 017-774-0837
■営業時間 平日／昼11：00〜15：00､夜17：
00〜21：00（LO20：30）､土曜日／11：00
〜21：00､日曜日／11：00〜17：30
■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。

グリーンハウス青森店・八戸店

スマイルプロジェクト通信

◆「IPCC リポートコミュニケーター」の役割は…

■定休日 第1・第3水曜日

四 季の千成

コテージホテル ショコラ
■青森市長島一丁目6-5
■TEL 017-722-4967
■営業時間 10：30〜20：30（LO）
■定休日 日曜日
■17：00以降、夜限定定食（飲み物
付き900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。

1 冊 3,600円 を 3,500円で販売

（※500g単位で引き取り前に要予約）

■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！

飲食をされた方でカード提示の方に限り

珈琲店マロン

モッテコーカード提示で

■青森市新町一丁目６番12号

あおもりエコの環

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

トッピング（チャーシュー又は
メンマ）50円分をサービス

■TEL 017-722-6905

■TEL 017-735-1155

モッテコーカードご提示いただいた方に、

モッテコーカード提示で
■ポイントカード(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。
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編集・発行 あおもりエコの環スマイルプロジェクト実行委員会

わ

美容室

ない
たい
もっ

伊香電器

株式会社

もったいない・あおもり県民運動

♣
【学校・団体の部】青森市立浪岡中学校（青森市）、
認定こども園さつき幼稚園
（十和田市）、十和田市立西小学校
（十和田市）、
八戸市立種差小学校
（八戸市）、
「めんだりカッチャ」
の会
（中泊町）

わ

あおもりエコの環

スマイルプロジェクト

協賛企業

協賛企業

皆さんの環境活動を応援しています！
スーパーマーケット

参加県民募集中！
●協力店のサービスを受ける

ことができる「モッテコー
カ ー ド」を
発行します。
あおもりエコの環スマイルプロジェクト実行委員会

青森県民生活協同組合
http://www.aomoriken-coop.or.jp

鮮度とおいしさを
豊富な品揃えで
提供します！
※青森･岩手･秋田に54店舗展開中！

http://www.universe.co.jp

★ 学校・団体 の エコ活動紹介 ★
学校法人 認定こども園

油川幼稚園

環境活動に取り組む学校・団体の皆さんは是非プロジェクトへご参加ください！

特定非営利活動法人

青森市大字羽白野木和37
TEL : 017-788-0911

新城川をきれいにする会

おどろ木ネットワーク

青森市大字新城字平岡210-23
TEL : 017-788-4646

青森市大字石江字江渡106番地227
TEL : 017-781-4612

子どもと共に育ち合う幼 稚園

美しい自然 環 境 を大 切に

平 成２６年 度の環 境 活 動

油川幼稚園では「心身ともにた
くましく社会に順応できる豊かな
人間性を培う」を教育目標に掲
げ、一年を通して自然にふれあい
ながら環境に関する意識を子ども
の頃から感じてもらえるように、
園児と一緒に勉強しています。
また地域の中でも歴史のある
幼稚園として、地元のねぶた運
行に長年参加し、保護者や地域住民の皆様と共に地域の文化を支え
る取組をしています。
取組の一環として行っている今年度のねぶた運行では、バイオ
ディーゼル燃料（以下：B.D.F）を使用して、ねぶたの灯をともし
ました。B.D.Fは使用済みの廃食油を原料に作られ、黒煙が少な
く、新たなCO2を排出しない、環境にも人にも優しい燃料として、
また、ディーゼルに替わる燃料としても注目されており、原料とな
る廃食油は幼稚園から提供させて頂いております。B.D.Fを使用す
ることで、排気は天ぷら油の香りがするので、園児達も大喜びで
す。今後も地域の中で子ども達と共に育つ幼稚園として、地域の
様々な取組に貢献していければと思います。

青森市立油川中学校

（１）地域とのパートナーシップ花壇

この会は新城川流域に住む

青森市石江地区は、新幹線新青森駅ができ少しずつ町並みが整備

11名のメンバーで立ち上げま

されております。一方、道路から一歩入れば、笹森池のように今も

した。国道7号線新城大橋から

昔ながらの自然が残っているところが沢山あります。私たちは同地

約800メートルの平福橋まで

区の石江江渡下町会と相談して、住宅解体材や間伐材を利用してベ

の間を、年に2〜3回、清掃、

ンチや柵を作り、環境に考慮した花壇をつくりました。おかげ様

草刈り、枝払作業を実施して

で、青森市の「平成26年度素敵な花だん表彰」において奨励賞を

います。

頂きました。

新城中央小学校、新城小学

（２）おどろ木アート広場

校、新城中学校、県立西高等学校、地域町会、婦人会、協賛会社に

11月19日から24日まで、青

協力を求めたところ、平成26年4月の春の大清掃では、小学生160

森県観光物産館アスパムで「お

名、中学生155名、西高生101名、地域住民85名、協賛会社、会

どろ木アート広場」を開催しま

員、県・市職員120名の合計621名の参加を見ました。ゴミは年々

した。オフィス等から出る使用

少なく、参加人員は年々増えており、地域をきれいに大切にしよう

済みの排紙を利用して、クレヨ

とする人達がたくさんいることに嬉しさを感じるとともに感動して

ンで葉っぱの絵を描き、「希望

おります。

の木」を完成させようとするイ

この先は地域の憩いの場所として、世代を超えた交流の場所とし

ベントを開催しました。

青森市立浪岡中学校 生徒会

青森市大字羽白字沢田471番地
TEL : 017-788-0428

て快適な場所に整備したいと思っております。

進化プロジェクト

弘前大学公認

青森市浪岡大字浪岡字稲盛1番地
TEL : 0172-62-6111

ひろげ よう！ボランティアの絆

弘前市文京町１

広 が るエコの環・深まる心

青森市立油川中学校では、今年
度も古紙・プルタブ・アルミ缶の
回収を継続して行っています。こ
れらの回収運動で今年度は車椅子
を購入し、地域の福祉施設へ寄贈
することが出来ました。他にも校
庭のゴミひろい活動や花壇の花の
水やりの手入れ、学区の「ふるさと海岸」の清掃活動にも力をいれ
て活動しています。これからも学校、地域一丸となって回収活動を
行ってまいります。
また当中学校では、環境教育授業の一環として地域ボランティア
の方たちに指導していただき、残った野菜の芯や外葉を使った野菜
スープなど、ゴミをなるべく出さないような環境に配慮した調理実
習や出前講座も実施しております。食品を無駄にせず、環境に配慮
した食生活のこころがけを身近に感じ、学ぶ事ができました。

環境サークルわどわ

つなげ よう、
ひろげ よう、
エコの環！

青森市立浪岡中学校生徒会執行部では、昨年度、より良い学校生
活、地域との信頼関係を深める活動を目指し、「進化プロジェク
ト」を策定し、その一環として、ボランティア活動を充実させてい
くことを決めました。今年度も進化プロジェクトは継続され、様々
な活動に組織的に取り組んでいます。
とりわけエコに関わる活動として、①エコキャップの日常的な回
収、②古紙の回収・リサイクル、③部活動単位での学校周辺や地域
の公園や河川などの清掃活動、④PTAと連携した清掃活動、⑤近隣
施設（保育園、福祉施設など）への訪問・清掃活動などが行われて
います。
これらの活動を通して、生徒
の環境へ対する意識が深まると
共に、自分たちの使っている校
舎、自分たちが暮らしている地
域を大切にしようとする気持ち
が深まり、行動となって表れて
きました。これからも地域を愛
し、地域と共に歩み、地域を発
展させていく活動を行っていき
浪岡川の清掃の様子
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、環境全体に利益をもた
らす団体を目標にしています。
日頃の活動では、ペットボト
ルキャップ回収、大学周辺のゴ
ミ拾いやコピー用紙の裏紙を使
用したメモ帳作りなど、通年エ
コ活動に取り組んでいます。ま
た、毎年3月下旬頃に、卒業生から不要になった家電製品、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
ことを目的とした「リユース市」を弘前大学構内で行っています。
「わどわ」では小さな取り組みから大きな取り組みまで幅広く環
境活動に勤しみ、エコの輪を広げています。
少しでも興味を持ったそこのアナタ！
わどわの活動情報等は
ホームページ（http://hirodaiwadowa.web.fc2.com/）やtwitter
(https://twitter.com/hirodaiwadowa）にて掲載されています。
ぜひご覧ください！

★ 学校・団体
【平成
24 年度環境活動助成金】
の エコ活動紹介 ★
弘前おもちゃ病院
弘前市外崎4-7-7

登録すると助成金の申請ができます！

八戸市立種差小学校

TEL : 0172-26-8557

八戸市大字鮫町字赤コウ55-59

シニア de 地域活性おもちゃ病院

TEL : 0178-38-2011

五所川原市立五所川原第三中学校
五所川原市広田字藤浦105-1

種差の自然と人とのつながり

11月24日（月）青 森 市 中 央 市
民センターで行われた青森県内お
もちゃドクター・ナース勉強会に
参加しました。弘前、青森、五所
川原、平川、はちのへ、みさわの
6おもちゃ病院の10代から70代ま
で総勢42名が参加し、講師は県内
のドクター・ナース達で、自分の得
意分野や実践した事を自らが資料
を作り発表しました。優しい話し方、テスターの使い方、自分専用
の肩幅の修理机を作った話、ラジコンヘリについて、さまざまな修
理技術、オリジナルチェッカーの作成、メンバーやボランティア高
校生との交流、回路の見方など盛りだくさんの内容でした。
参加したドクター達は、定年退職した方々が半数以上を占めており、
改めてシニアが生きがいをもって、地域に出ていける活動であると実
感しました。この様な楽しい活動が、県内の各市町村に広まる事で、
おもちゃが壊れても安心な子どもと親が増え、元気なシニアが増えて、
地域が活性化しエコの環が広がるのではないかと思います。

学校法人さつき学園 認定こども園

さつき幼稚園

十和田市西十四番町19-13

TEL : 0176-22-1636

八戸市立種差小学校は、昨年三陸復興国立公園に指定された種差

海岸に隣接した学校です。長年にわたり種差の自然を学習に取り込
み、地域の人々とともに海岸清掃やオオハンゴンソウという外来生

物の駆除活動など様々な環境保全活動に取り組んできました。また、
プルタブ回収運動を通して福祉施設へ車椅子を贈る活動や、新聞紙
やアルミ缶のリサイクル運動も進めてきました。

このような自然と人とのつながりが認められ、今年度、環境省で

実施している「東北地方 ESD プ

ログラムチャレンジプロジェクト
2014」に お い て、
「東 北 地 方

ESD 優秀賞」を受賞することが

５３０ボランティア活動
5月30日は「ゴミゼロの日」
「五

三中の日」とし、学校周辺地域の
清掃活動とリサイクル品（空き缶・
古新聞）の回収運動を行っていま
す。活動の1ヶ月前から宣伝用の
ポスターづくりやチラシの配布を
行 い、学 校 周 辺 の 各 家庭1軒1軒
を訪問し、回収しました。同様に、
8月26日も行いました。地域の方々のご協力により、たくさんのリ
サイクル品が集まりました。
リサイクル品による収益金は、地域のために使っていただこうと

トイレットペーパーを購入し、学区の集会所、体育館、克雪ドーム
等の6施設に1,044個を寄贈することができました。まだ2年目の

できました。

これからも地域の自然と人との

活動ですが、地域の方々にも定着しつつあるこの活動を、新たな伝
統として大切にしていきたいと考えています。

つながりを大切にした活動を進め
てまいります。

（写真）平成26年7月12日にオープンした種差海岸インフォメーションセンター
（環境省建設）
内で、
種差の海浜植物名調べや環境保全活動の進め方などを学習している様子

十和田市立西小学校
十和田市大字三本木字西金崎6-2

もったいない食育学習活動

TEL : 0176-23-2252

五所川原第三中学校は、ボランティア活動などを通して「自慢で
きる学校」を目指して活動しています！

福祉ボランティア

十和田市立西小学校では、地域の協力のもと、全児童・全教職員
でエコ活動に取り組んでいます。
１ 委員会を中心とした活動
環境委員会は、各家庭で集めたプルタブ、空き缶、ペットボト
ルのキャップの回収、保健委員会は、学期に一度、
「残食ゼロ週間」
を設け、給食の残食をなくす取組をしています。
２ 十和田市オフィスエコプラン
教職員が使用する内容の印刷は裏紙を使用、蛍光灯は半分だけ
使用、暖房機の設定温度は20度でセーブ運転、週に一度ノー残
業ディを設け6時退勤などの取組をしています。
３ 沼袋名水公園
平成の名水百選「沼袋の水」
を守る活動として、沼袋名水公
園にゲンジボタルを放流する予
定で、えさとなるカワニナを飼
育しています。4年生は総合学
習として、名水の調査や環境保
全に関する学習をしました。

めんだりカッチャの会

北津軽郡中泊町福浦字松野尾6

笑顔かがやく西小っ子 夢に向かってもっと前へ

私達は、「緑いっぱい心も身体もすこ
やかに」をテーマに、様々なエコ活動に
取り組んでおります。
今年は子ども達に食品ロス抑制の必要
性を教えるとともに、もし食べ残しが出
た 場 合、生 ご み を 捨 て ず に 堆 肥 化 す る
「もったいない食育活動」に挑戦してみ
ました。段ボールコンポストを利用して、
食べ残しが出た場合の生ごみ堆肥化の方
法を体験しました。
給食で出たバナナやみかんの皮などの
生ごみをハサミで細かく切ったり、かき
まぜたり、年長組が中心になっての活動をしました。そして、自園
の「さつきファーム」で、ひまわりや野菜作りの肥料として活用。
捨ててしまうものでも、土にかえせば、次の命の役に立てる事「循環」
を学びました。
また、持続可能な開発のための教育の「野菜から野菜をつくろう」
に取り組み、環境省の東北地方ESDプログラムチャレンジプロジェ
クトで発表しました。

TEL : 0173-34-2937

TEL : 0173-57-4737

元気で明るいかっちゃたちの福祉ボランティア
中泊町在住の60歳以上がメン
バー
（現在 35 名、
平均年齢 75 歳）
となり、町内にある内潟療護園デ
イサービスセンターを中心に活動
しています。デイサービスの利用
者と交流しながら、お茶やお菓子
の提供、昼食の配膳・後始末・食
器の洗浄消毒など日々大活躍して
います。年間活動日は約300日と
なっており、1日3人グループの
当番制で、各人月に2〜3回の出番で行っています。
「ミスがないか
気を配り、利用者に感謝される」ことが活動の励みになっています。
1日5時間の活動時間が県民カレッジの5単位に認めてもらい全員が
あおもりカレッジ生です。これもみんなの自慢の一つ
「大学生だよ。
」
また、アルミ缶やペットボトルを回収しリサイクル資金をもとに、
福祉施設等に車いすの寄贈を続けています。
他団体との交流も積極的に行っており、少しでも地域社会のおば
さんネットワークになることを目指しています！
※「めんだりカッチャ」とは、津軽弁でエプロン姿のおばさんの意味で、そろいのエ
プロンがユニフォームです。

食材を無駄なく使いきり、食べきれなかった料理をリメイクする「エコ料理レシピ」のコンテストが県主催
で開催されました。この中で最優秀賞を受賞した八戸調理師専門学校の高木有子さんの作品をご紹介します。
「食品ロス」を減らすためのポイントは３つの「きる」にあります。
①食材は使いきる。 ②作った料理は食べきる。 ③ごみに出すときは水気をきる。
みなさんのご家庭でも、「もったいない」を合言葉に、「エコ料理」に取り組んでみましょう！

☆エコ料理レシピ☆
最優秀賞
〜素材まるごとのやさしいあじわい〜

環境活動助成金のご案内

あなたも地球温暖化対策の達人！
？ 【問題】
ふんわりアクセル
「eスタート」
とは次のうちどれでしょう。

① 最初の５秒で時速２０km
エコクイズに
② 最初の５秒で時速４０km
③ 最初の５秒で時速６０km
チャレンジ！
！ ☆答えはフリーペーパーのどこかにあるよ！探してみてね☆

①エコクイズの答え②郵便番号･住所③氏名④電話番号⑤フリーペーパーのご感想･ご意見をはが
き、ＦＡＸ又はメールで次の宛て先に送付すると、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27年4月30日（木）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〜☆

◆皮ごと和風ポトフ◆

プロジェクト協賛企業の拠出金により、学校や団体等が行う環境活動へ助成を行っています。
わ

♣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、団体等。

♣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27年4月以降（詳細はウェブサイト http://www.econowa-smile.com/ へ）

♣26年度の
助成団体

八戸市立種差小学校、NPO法人おどろ木ネットワーク、弘前市立第一中学校、
五所川原市立五所川原第三中学校、認定こども園さつき幼稚園

【材 料】・鶏肉（一口大にカット）…100g
（2人分）・ジャガイモ ……２個
・ニンジン ……１／２本
・ダイコン ……１／６本
・ミニトマト……６個
・ブロッコリー ……１／２株
・ニンニク……１片
・水 ……500cc
・昆布 ……１５cm
・酒 ……大さじ２
・塩 ……小さじ１
・オリーブオイル ……大さじ１
・塩、こしょう……適量

【作り方】１
２

昆布を 500cc の水に入れ、一晩置いてだしをとります。
ジャガイモ、ニンジン、ダイコンは洗って、皮ごと一口大にカットします。
ブロッコリーは小房にわけておきます。ミニトマトはヘタをとります。
ニンニクは皮を剥いてスライスします。

３ 厚手の鍋にオリーブオイルとニンニクを入れて火にかけ、ニンニクのよい
香りがしてきたら、ジャガイモ、ニンジン、ダイコン、鶏肉を入れて炒めます。
４ 全体がよく混ざったら、１のだし汁を昆布ごと入れ、酒、塩も加えて野菜
がやわらかくなるまで煮こみます。
５ 野菜がやわらかくなったら、ブロッコリー、ミニトマトを加え、塩、こしょ
うで味を調えます。
☆エコポイント☆ 昆布だしの昆布も具として食べることで食材を無駄なく使えます♪
野菜のうまみと昆布のうまみの相乗効果で減塩も可能です！

わ

あおもりエコの環

スマイルプロジェクト

協賛企業

私たちは県民の皆さんの

協賛企業

東管工業株式会社

株式会社 青森ビジネスマシン

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

青森市八ツ役字上林12-5
TEL：017-739-3252

八戸市江陽二丁目11-13
TEL：0178-45-2100

大矢建設工業株式会社

稲見建築設計事務所

青森市大字野沢字川部63
TEL：017-739-5224

〒030-0962 青森市佃1-5-7
TEL：017-742-2636

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

弘前市百石町57

TEL：0172-88-8808

(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２丁目７番５号
TEL017-765-1660 FAX017-765-1667

青森市本町2丁目11-16
TEL：017-775-1431

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

青森市中央1丁目23-4

弘前市東長町64

TEL：0172-32-3814

青森市篠田三丁目10-2
TEL：017-766-2421

水のことなら！

県木住

青森市松原1-16-25-2F
TEL：017-732-5333

TEL：0178-27-0456

八戸市北インター工業団地一丁目5番10号
TEL：0178-21-1100

奧南社印刷所
おう なん しゃ

三沢市幸町1-4-5
TEL：0176-53-3611

協賛企業募集中！

TEL：017-735-7800

http://www.kenmokujyu.com/

http://www.marui-jk.co.jp
十和田市三本木字千歳森357-1
TEL 0176-23-4211
バッテリー式電動除雪機

株式会社

株式会社サン・コンピュータ

八戸市江陽二丁目19-33
TEL：0178-22-0388

有限会社

青森三菱電機機器販売株式会社
企業組合

San Computer
本社／岩手県盛岡市盛岡駅前通1番41号
TEL／019‐651-1900

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！

街の未来を考えています。

張山電氣株式会社
弘前市大字徳田町30番地１
TEL：0172-32-6223

環境活動を応援しています！

ホームページ http://www.sasaki-corp.co.jp

静か
簡単・ 雪
楽々除

岩間貴税理士事務所
十和田市西十三番町29-17
TEL：0176-22-2087

●HPやフリーペーパーへ広告を掲載
します。
●助成金事業を通じ
て地域貢献活動が
できます。
※協賛金は1口1万円以上です。

★ 学校・団体 の エコ活動紹介 ★
学校法人 認定こども園

油川幼稚園

環境活動に取り組む学校・団体の皆さんは是非プロジェクトへご参加ください！

特定非営利活動法人

青森市大字羽白野木和37
TEL : 017-788-0911

新城川をきれいにする会

おどろ木ネットワーク

青森市大字新城字平岡210-23
TEL : 017-788-4646

青森市大字石江字江渡106番地227
TEL : 017-781-4612

子どもと共に育ち合う幼 稚園

美しい自然 環 境 を大 切に

平 成２６年 度の環 境 活 動

油川幼稚園では「心身ともにた
くましく社会に順応できる豊かな
人間性を培う」を教育目標に掲
げ、一年を通して自然にふれあい
ながら環境に関する意識を子ども
の頃から感じてもらえるように、
園児と一緒に勉強しています。
また地域の中でも歴史のある
幼稚園として、地元のねぶた運
行に長年参加し、保護者や地域住民の皆様と共に地域の文化を支え
る取組をしています。
取組の一環として行っている今年度のねぶた運行では、バイオ
ディーゼル燃料（以下：B.D.F）を使用して、ねぶたの灯をともし
ました。B.D.Fは使用済みの廃食油を原料に作られ、黒煙が少な
く、新たなCO2を排出しない、環境にも人にも優しい燃料として、
また、ディーゼルに替わる燃料としても注目されており、原料とな
る廃食油は幼稚園から提供させて頂いております。B.D.Fを使用す
ることで、排気は天ぷら油の香りがするので、園児達も大喜びで
す。今後も地域の中で子ども達と共に育つ幼稚園として、地域の
様々な取組に貢献していければと思います。

青森市立油川中学校

（１）地域とのパートナーシップ花壇

この会は新城川流域に住む

青森市石江地区は、新幹線新青森駅ができ少しずつ町並みが整備

11名のメンバーで立ち上げま

されております。一方、道路から一歩入れば、笹森池のように今も

した。国道7号線新城大橋から

昔ながらの自然が残っているところが沢山あります。私たちは同地

約800メートルの平福橋まで

区の石江江渡下町会と相談して、住宅解体材や間伐材を利用してベ

の間を、年に2〜3回、清掃、

ンチや柵を作り、環境に考慮した花壇をつくりました。おかげ様

草刈り、枝払作業を実施して

で、青森市の「平成26年度素敵な花だん表彰」において奨励賞を

います。

頂きました。

新城中央小学校、新城小学

（２）おどろ木アート広場

校、新城中学校、県立西高等学校、地域町会、婦人会、協賛会社に

11月19日から24日まで、青

協力を求めたところ、平成26年4月の春の大清掃では、小学生160

森県観光物産館アスパムで「お

名、中学生155名、西高生101名、地域住民85名、協賛会社、会

どろ木アート広場」を開催しま

員、県・市職員120名の合計621名の参加を見ました。ゴミは年々

した。オフィス等から出る使用

少なく、参加人員は年々増えており、地域をきれいに大切にしよう

済みの排紙を利用して、クレヨ

とする人達がたくさんいることに嬉しさを感じるとともに感動して

ンで葉っぱの絵を描き、「希望

おります。

の木」を完成させようとするイ

この先は地域の憩いの場所として、世代を超えた交流の場所とし

ベントを開催しました。

青森市立浪岡中学校 生徒会

青森市大字羽白字沢田471番地
TEL : 017-788-0428

て快適な場所に整備したいと思っております。

進化プロジェクト

弘前大学公認

青森市浪岡大字浪岡字稲盛1番地
TEL : 0172-62-6111

ひろげ よう！ボランティアの絆

弘前市文京町１

広 が るエコの環・深まる心

青森市立油川中学校では、今年
度も古紙・プルタブ・アルミ缶の
回収を継続して行っています。こ
れらの回収運動で今年度は車椅子
を購入し、地域の福祉施設へ寄贈
することが出来ました。他にも校
庭のゴミひろい活動や花壇の花の
水やりの手入れ、学区の「ふるさと海岸」の清掃活動にも力をいれ
て活動しています。これからも学校、地域一丸となって回収活動を
行ってまいります。
また当中学校では、環境教育授業の一環として地域ボランティア
の方たちに指導していただき、残った野菜の芯や外葉を使った野菜
スープなど、ゴミをなるべく出さないような環境に配慮した調理実
習や出前講座も実施しております。食品を無駄にせず、環境に配慮
した食生活のこころがけを身近に感じ、学ぶ事ができました。

環境サークルわどわ

つなげ よう、
ひろげ よう、
エコの環！

青森市立浪岡中学校生徒会執行部では、昨年度、より良い学校生
活、地域との信頼関係を深める活動を目指し、「進化プロジェク
ト」を策定し、その一環として、ボランティア活動を充実させてい
くことを決めました。今年度も進化プロジェクトは継続され、様々
な活動に組織的に取り組んでいます。
とりわけエコに関わる活動として、①エコキャップの日常的な回
収、②古紙の回収・リサイクル、③部活動単位での学校周辺や地域
の公園や河川などの清掃活動、④PTAと連携した清掃活動、⑤近隣
施設（保育園、福祉施設など）への訪問・清掃活動などが行われて
います。
これらの活動を通して、生徒
の環境へ対する意識が深まると
共に、自分たちの使っている校
舎、自分たちが暮らしている地
域を大切にしようとする気持ち
が深まり、行動となって表れて
きました。これからも地域を愛
し、地域と共に歩み、地域を発
展させていく活動を行っていき
浪岡川の清掃の様子
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、環境全体に利益をもた
らす団体を目標にしています。
日頃の活動では、ペットボト
ルキャップ回収、大学周辺のゴ
ミ拾いやコピー用紙の裏紙を使
用したメモ帳作りなど、通年エ
コ活動に取り組んでいます。ま
た、毎年3月下旬頃に、卒業生から不要になった家電製品、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
ことを目的とした「リユース市」を弘前大学構内で行っています。
「わどわ」では小さな取り組みから大きな取り組みまで幅広く環
境活動に勤しみ、エコの輪を広げています。
少しでも興味を持ったそこのアナタ！
わどわの活動情報等は
ホームページ（http://hirodaiwadowa.web.fc2.com/）やtwitter
(https://twitter.com/hirodaiwadowa）にて掲載されています。
ぜひご覧ください！

★ 学校・団体
【平成
24 年度環境活動助成金】
の エコ活動紹介 ★
弘前おもちゃ病院
弘前市外崎4-7-7

登録すると助成金の申請ができます！

八戸市立種差小学校

TEL : 0172-26-8557

八戸市大字鮫町字赤コウ55-59

シニア de 地域活性おもちゃ病院

TEL : 0178-38-2011

五所川原市立五所川原第三中学校
五所川原市広田字藤浦105-1

種差の自然と人とのつながり

11月24日（月）青 森 市 中 央 市
民センターで行われた青森県内お
もちゃドクター・ナース勉強会に
参加しました。弘前、青森、五所
川原、平川、はちのへ、みさわの
6おもちゃ病院の10代から70代ま
で総勢42名が参加し、講師は県内
のドクター・ナース達で、自分の得
意分野や実践した事を自らが資料
を作り発表しました。優しい話し方、テスターの使い方、自分専用
の肩幅の修理机を作った話、ラジコンヘリについて、さまざまな修
理技術、オリジナルチェッカーの作成、メンバーやボランティア高
校生との交流、回路の見方など盛りだくさんの内容でした。
参加したドクター達は、定年退職した方々が半数以上を占めており、
改めてシニアが生きがいをもって、地域に出ていける活動であると実
感しました。この様な楽しい活動が、県内の各市町村に広まる事で、
おもちゃが壊れても安心な子どもと親が増え、元気なシニアが増えて、
地域が活性化しエコの環が広がるのではないかと思います。

学校法人さつき学園 認定こども園

さつき幼稚園

十和田市西十四番町19-13

TEL : 0176-22-1636

八戸市立種差小学校は、昨年三陸復興国立公園に指定された種差

海岸に隣接した学校です。長年にわたり種差の自然を学習に取り込
み、地域の人々とともに海岸清掃やオオハンゴンソウという外来生

物の駆除活動など様々な環境保全活動に取り組んできました。また、
プルタブ回収運動を通して福祉施設へ車椅子を贈る活動や、新聞紙
やアルミ缶のリサイクル運動も進めてきました。

このような自然と人とのつながりが認められ、今年度、環境省で

実施している「東北地方 ESD プ

ログラムチャレンジプロジェクト
2014」に お い て、
「東 北 地 方

ESD 優秀賞」を受賞することが

５３０ボランティア活動
5月30日は「ゴミゼロの日」
「五

三中の日」とし、学校周辺地域の
清掃活動とリサイクル品（空き缶・
古新聞）の回収運動を行っていま
す。活動の1ヶ月前から宣伝用の
ポスターづくりやチラシの配布を
行 い、学 校 周 辺 の 各 家庭1軒1軒
を訪問し、回収しました。同様に、
8月26日も行いました。地域の方々のご協力により、たくさんのリ
サイクル品が集まりました。
リサイクル品による収益金は、地域のために使っていただこうと

トイレットペーパーを購入し、学区の集会所、体育館、克雪ドーム
等の6施設に1,044個を寄贈することができました。まだ2年目の

できました。

これからも地域の自然と人との

活動ですが、地域の方々にも定着しつつあるこの活動を、新たな伝
統として大切にしていきたいと考えています。

つながりを大切にした活動を進め
てまいります。

（写真）平成26年7月12日にオープンした種差海岸インフォメーションセンター
（環境省建設）
内で、
種差の海浜植物名調べや環境保全活動の進め方などを学習している様子

十和田市立西小学校
十和田市大字三本木字西金崎6-2

もったいない食育学習活動

TEL : 0176-23-2252

五所川原第三中学校は、ボランティア活動などを通して「自慢で
きる学校」を目指して活動しています！

福祉ボランティア

十和田市立西小学校では、地域の協力のもと、全児童・全教職員
でエコ活動に取り組んでいます。
１ 委員会を中心とした活動
環境委員会は、各家庭で集めたプルタブ、空き缶、ペットボト
ルのキャップの回収、保健委員会は、学期に一度、
「残食ゼロ週間」
を設け、給食の残食をなくす取組をしています。
２ 十和田市オフィスエコプラン
教職員が使用する内容の印刷は裏紙を使用、蛍光灯は半分だけ
使用、暖房機の設定温度は20度でセーブ運転、週に一度ノー残
業ディを設け6時退勤などの取組をしています。
３ 沼袋名水公園
平成の名水百選「沼袋の水」
を守る活動として、沼袋名水公
園にゲンジボタルを放流する予
定で、えさとなるカワニナを飼
育しています。4年生は総合学
習として、名水の調査や環境保
全に関する学習をしました。

めんだりカッチャの会

北津軽郡中泊町福浦字松野尾6

笑顔かがやく西小っ子 夢に向かってもっと前へ

私達は、「緑いっぱい心も身体もすこ
やかに」をテーマに、様々なエコ活動に
取り組んでおります。
今年は子ども達に食品ロス抑制の必要
性を教えるとともに、もし食べ残しが出
た 場 合、生 ご み を 捨 て ず に 堆 肥 化 す る
「もったいない食育活動」に挑戦してみ
ました。段ボールコンポストを利用して、
食べ残しが出た場合の生ごみ堆肥化の方
法を体験しました。
給食で出たバナナやみかんの皮などの
生ごみをハサミで細かく切ったり、かき
まぜたり、年長組が中心になっての活動をしました。そして、自園
の「さつきファーム」で、ひまわりや野菜作りの肥料として活用。
捨ててしまうものでも、土にかえせば、次の命の役に立てる事「循環」
を学びました。
また、持続可能な開発のための教育の「野菜から野菜をつくろう」
に取り組み、環境省の東北地方ESDプログラムチャレンジプロジェ
クトで発表しました。

TEL : 0173-34-2937

TEL : 0173-57-4737

元気で明るいかっちゃたちの福祉ボランティア
中泊町在住の60歳以上がメン
バー
（現在 35 名、
平均年齢 75 歳）
となり、町内にある内潟療護園デ
イサービスセンターを中心に活動
しています。デイサービスの利用
者と交流しながら、お茶やお菓子
の提供、昼食の配膳・後始末・食
器の洗浄消毒など日々大活躍して
います。年間活動日は約300日と
なっており、1日3人グループの
当番制で、各人月に2〜3回の出番で行っています。
「ミスがないか
気を配り、利用者に感謝される」ことが活動の励みになっています。
1日5時間の活動時間が県民カレッジの5単位に認めてもらい全員が
あおもりカレッジ生です。これもみんなの自慢の一つ
「大学生だよ。
」
また、アルミ缶やペットボトルを回収しリサイクル資金をもとに、
福祉施設等に車いすの寄贈を続けています。
他団体との交流も積極的に行っており、少しでも地域社会のおば
さんネットワークになることを目指しています！
※「めんだりカッチャ」とは、津軽弁でエプロン姿のおばさんの意味で、そろいのエ
プロンがユニフォームです。

食材を無駄なく使いきり、食べきれなかった料理をリメイクする「エコ料理レシピ」のコンテストが県主催
で開催されました。この中で最優秀賞を受賞した八戸調理師専門学校の高木有子さんの作品をご紹介します。
「食品ロス」を減らすためのポイントは３つの「きる」にあります。
①食材は使いきる。 ②作った料理は食べきる。 ③ごみに出すときは水気をきる。
みなさんのご家庭でも、「もったいない」を合言葉に、「エコ料理」に取り組んでみましょう！

☆エコ料理レシピ☆
最優秀賞
〜素材まるごとのやさしいあじわい〜

環境活動助成金のご案内

あなたも地球温暖化対策の達人！
？ 【問題】
ふんわりアクセル
「eスタート」
とは次のうちどれでしょう。

① 最初の５秒で時速２０km
エコクイズに
② 最初の５秒で時速４０km
③ 最初の５秒で時速６０km
チャレンジ！
！ ☆答えはフリーペーパーのどこかにあるよ！探してみてね☆

①エコクイズの答え②郵便番号･住所③氏名④電話番号⑤フリーペーパーのご感想･ご意見をはが
き、ＦＡＸ又はメールで次の宛て先に送付すると、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27年4月30日（木）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〜☆

◆皮ごと和風ポトフ◆

プロジェクト協賛企業の拠出金により、学校や団体等が行う環境活動へ助成を行っています。
わ

♣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、団体等。

♣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27年4月以降（詳細はウェブサイト http://www.econowa-smile.com/ へ）

♣26年度の
助成団体

八戸市立種差小学校、NPO法人おどろ木ネットワーク、弘前市立第一中学校、
五所川原市立五所川原第三中学校、認定こども園さつき幼稚園

【材 料】・鶏肉（一口大にカット）…100g
（2人分）・ジャガイモ ……２個
・ニンジン ……１／２本
・ダイコン ……１／６本
・ミニトマト……６個
・ブロッコリー ……１／２株
・ニンニク……１片
・水 ……500cc
・昆布 ……１５cm
・酒 ……大さじ２
・塩 ……小さじ１
・オリーブオイル ……大さじ１
・塩、こしょう……適量

【作り方】１
２

昆布を 500cc の水に入れ、一晩置いてだしをとります。
ジャガイモ、ニンジン、ダイコンは洗って、皮ごと一口大にカットします。
ブロッコリーは小房にわけておきます。ミニトマトはヘタをとります。
ニンニクは皮を剥いてスライスします。

３ 厚手の鍋にオリーブオイルとニンニクを入れて火にかけ、ニンニクのよい
香りがしてきたら、ジャガイモ、ニンジン、ダイコン、鶏肉を入れて炒めます。
４ 全体がよく混ざったら、１のだし汁を昆布ごと入れ、酒、塩も加えて野菜
がやわらかくなるまで煮こみます。
５ 野菜がやわらかくなったら、ブロッコリー、ミニトマトを加え、塩、こしょ
うで味を調えます。
☆エコポイント☆ 昆布だしの昆布も具として食べることで食材を無駄なく使えます♪
野菜のうまみと昆布のうまみの相乗効果で減塩も可能です！

わ

あおもりエコの環

スマイルプロジェクト

協賛企業

私たちは県民の皆さんの

協賛企業

東管工業株式会社

株式会社 青森ビジネスマシン

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

青森市八ツ役字上林12-5
TEL：017-739-3252

八戸市江陽二丁目11-13
TEL：0178-45-2100

大矢建設工業株式会社

稲見建築設計事務所

青森市大字野沢字川部63
TEL：017-739-5224

〒030-0962 青森市佃1-5-7
TEL：017-742-2636

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

弘前市百石町57

TEL：0172-88-8808

(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２丁目７番５号
TEL017-765-1660 FAX017-765-1667

青森市本町2丁目11-16
TEL：017-775-1431

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

青森市中央1丁目23-4

弘前市東長町64

TEL：0172-32-3814

青森市篠田三丁目10-2
TEL：017-766-2421

水のことなら！

県木住

青森市松原1-16-25-2F
TEL：017-732-5333

TEL：0178-27-0456

八戸市北インター工業団地一丁目5番10号
TEL：0178-21-1100

奧南社印刷所
おう なん しゃ

三沢市幸町1-4-5
TEL：0176-53-3611

協賛企業募集中！

TEL：017-735-7800

http://www.kenmokujyu.com/

http://www.marui-jk.co.jp
十和田市三本木字千歳森357-1
TEL 0176-23-4211
バッテリー式電動除雪機

株式会社

株式会社サン・コンピュータ

八戸市江陽二丁目19-33
TEL：0178-22-0388

有限会社

青森三菱電機機器販売株式会社
企業組合

San Computer
本社／岩手県盛岡市盛岡駅前通1番41号
TEL／019‐651-1900

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！

街の未来を考えています。

張山電氣株式会社
弘前市大字徳田町30番地１
TEL：0172-32-6223

環境活動を応援しています！

ホームページ http://www.sasaki-corp.co.jp

静か
簡単・ 雪
楽々除

岩間貴税理士事務所
十和田市西十三番町29-17
TEL：0176-22-2087

●HPやフリーペーパーへ広告を掲載
します。
●助成金事業を通じ
て地域貢献活動が
できます。
※協賛金は1口1万円以上です。

協力店

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

モッテコーカード提示のお客様に

店内商品さらに5％OFF

■青森市佃1-5-7
■TEL 017-742-2636
■営業時間 9：00〜17：00、不定休
■http://www.a173.org/

（他店購入品も可）
ガレッテリア

ダ

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

■青森市新町1-11-19
■TEL 017-722-3352
■営業時間 9：30〜19：00
■年中無休
■修理して長く使うとエコになる
ものが。あきらめていた愛用品・
古い物の修理もぜひご相談を！
サスィーノ

モッテコーカード提示で、
同館内で醸造している、アオモリシードルを
グラス1杯サービスいたします。（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。）

■青森市柳川1-4-2 A-FACTORY 2F

くどうラーメン

■営業時間 11：00〜21：00（L.O20：30）
■年中無休

■ショーンエコカードにスタンプ1つサービス
■ショーンのロハスなオリジナルヘッドスパ

10％OFF
“LOHASPA（ロハスパ）”

■青森市大野字若宮43-1
■TEL 017-739-5891
■営業時間 9：00〜19：00
■定休日 毎週月曜日､第3日曜日
■http://harikeen.web.fc2.com/

■青森市新町1-12-4
■TEL 017-723-3844
■営業時間 10：00〜20：00、不定休
■http://www.schonschon.com

COFFEE COLORS
■ドリンクチケット4,000円
（12杯分）
を2枚で7,000円

モッテコーカード提示で、コーヒーチケット

で販売します。
■モッテコーカード提示のうえ、
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。

（ホットコーヒー、紅茶、モーニングにも使えます。）

■営業時間 8：00〜16：00

■青森市安方2-6-7
■TEL 017-722-4575
■営業時間 7：00〜21：00

ソフトドリンク１杯サービス

モッテコーカードを持参のホテル
利用者のお子様に

虫かご１個提供します。
■青森市滝沢住吉248-118
■TEL 017-726-4605
■http://www.ch-chocolat.jp/

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！
■青森市新町2丁目5-3
■TEL 017-722-4750
■営業時間 10：30〜20：00
■定休日 第2・第4土曜日
■http://www1.ocn.ne.jp/
~sennari/

remitente
（レミテンテ）
モッテコーカードを持参のホテル利用者に

ミネラルウォーター１本 進呈します。

■TEL 017-732-2135
■http://www.hotel-2135.jp

花みずき

モッテコーカードを持参のお客様

コーヒー１杯 50円割引
■弘前市豊田一丁目2-19
■TEL 0172-55-0886
■営業時間 10：30〜17：30
■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。
ふく

まん

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）
■青森市古川1-15-7
■TEL 017-752-6813
■営業時間 11：00〜20：00
■年中無休（臨時休業有り）
■http://www.remitente.info/

■青森市橋本二丁目13-5

珈琲自家焙煎

モッテコーカード御持参で、金額に関わらず
商品お買い上げで 当店ポイントカードの

大判焼きのお店

■TEL 0172-35-4107
不定休
■営業時間 10：00〜18：30、
■大判焼きの種類は常に10種類以
上。デニッシュ生地も人気です。

ろう

福満楼

株式会社

大竹菓子舗

お食事された方モッテコーカード提示で

コーヒーお替りサービス
■八戸市下長5-6-11
■TEL 0178-29-0050
■営業時間 11：00〜15：00
■定休日 なし
■本格中華料理をお楽しみいただ

ポイントカードポイント1個プラス。
【青森店】■TEL 017-734-5401
■青森市緑3-9-2 サンロード青森2F
【八戸店】■TEL 0178-24-6242
■八戸市城下1-10-15
【両店とも】■年中無休
■営業時間 10：00〜20：00
■http://www.ys-greenh.com/

本店のみカード提示で

コーヒー100円引き
■十和田市東一番町7-28
■TEL 0176-22-4715

株式会社

カード提示で５％OFF

グリーンハウス
喫茶ご利用時、モッテコーカードをご提示
された方に デザートサービス

■十和田市大字奥瀬字栃久保182
奥入瀬湧水館2階
■TEL 0176-70-5977
■http://www.nexgh.com/
■十和田湖・奥入瀬渓流・蔦の森の

魅力を発 信するネイチャーツ
アーも展開しています。

協力店募集中！
● HPやフリーペーパーで紹介

します。
● 集客やイメージアップが期待

できます。

に1ポイント追加捺印
【ベーカリー＆カフェ SAKI】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】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】弘前市大字表町2-11 弘前駅ビルアプリーズ１階
■TEL 0172-32-1260 ■営業時間 10：00〜20：00
■http://www.rag-s.com

■弘前市田町4-11-13
■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。

一般財団法人十和田湖ふるさと活性化公社

奥入瀬

「道の駅」

観光物産館で1,000円以上お買い上げ、レスト
ランでお食事のお客様で、
「モッテコーカード」
提示で 奥入瀬源流水350㎖を1本

サービス致します。

天然温泉掛け流しの宿

ホテルポニー温泉

吉田ベーカリー
本店もんぶらん

お子様にソフローズンをプレゼント
（大人一名様につきお子様一名にご提供）

有限会社

モッテコーカードご提示で

①フライボールを10％OFF
②サービス ･ スタンプの押印を2倍
※①か②のどちらかを
お選びください

【緑町本店】■むつ市緑町17-58
■TEL 0175-28-2880
【金 谷 店】■むつ市金谷2-7-11
■TEL 0175-23-6720
【両店とも】■営業時間 9：00〜19：00
■定休日 なし（元日のみ休業）

モッテコーカードご提示で

■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

■むつ市新町9-25
■TEL 0175-23-0148
■営業時間 7：00〜19：00
（日曜･祝日は18：00迄）

※臨時休館する場合有り

■定休日 第2･4日曜日

■http://www.wanicome.com/

編集・発行

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

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 黒石市 五所川原市 十和田市 三沢市 むつ市 つがる市 平川市
青森県 青森県地球温暖化防止活動推進センター

事 務 局 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）

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

〒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

モッテコーカード受付提示で、

大人50円引き、
小人30円引き

スタンプ2倍

検索

●参加校●18校

平成 27 年は、2020 年以降の温室効果ガス削減の国際的な枠組みの合意を目指す会議（COP21）が開催される重要な年です。
この会議に大きな影響を与える、地球温暖化の現状や将来予測などに関する報告書も昨年には公表されており、今回は、この報
告書の説明員（IPCC リポートコミュニケーター）で、青森県地球温暖化防止活動推進員でもある、溝江康徳さんに地球温暖化の
現状や家庭でできる取組などについてお話を伺いました。
IPCC（気候変動に関する政府間パネル）は、1988
年に設立された国際組織で、地球温暖化に関する国
際的な取組を検討する際の科学的な根拠となる報告
書をとりまとめています。昨年 11 月には、７年ぶり
となる報告書が公表されており、
「IPCC リポートコ
ミュニケーター」は、
この報告書の内容を、一般の方々
にわかりやすく伝えていく「伝え手」としての役割
をもっているものです。

◆ 地球温暖化防止活動推進員となったきっかけは…
私は小学校の教師をしていたときから、
「心も体も
健康。そして地球も健康。」というキャッチフレーズ
で環境教育に取り組んできました。退職後にもさま
ざまな環境活動に携わっていく中で、地球温暖化が
最大かつ重要な環境問題だと感じるようになり、そ
の防止のために貢献したいと思い、推進員になりま
した。
もう一つは、「地球は先祖から受け継いだものでは
なく、未来の子どもたちから借りているものだ」と
いうアメリカ先住民の言葉がずっと胸に刻まれてお
り、次の世代を生きる子どもたちに、より良い環境
を引き継ぎたいという強い思いを持ち続けているこ
とです。
今回の IPCC 第５次評価報告書によると、「人間活
動が 20 世紀半ば以降の温暖化の支配的な原因であっ
た可能性が極めて高い」として、従来に増して強い
表現で人間の責任に言及しています。
今のままでは、21 世紀末には平均気温が 20 世紀
末と比べて最大 4.8℃、海面水位は 82cm 上昇し、
洪水や干ばつなどの極端な気象が増えることで、食
料や水不足が起きます。貧困が拡大し、移住を強い
られる人も増え、紛争につながりかねないと警告し
ています。
気温上昇を２℃未満に抑えるという国際目標の達
成のためには、今後数十年間にわたって大幅に温室
効果ガスの排出を削減し、今世紀末までに排出をゼ
ロかマイナスにする必要があるとしています。
この IPCC の報告内容をきちんと知ることが、私

たちにできる第一歩ではないでしょうか。

◆ 青森県への影響は…
青森県はりんごの大生産地ですが、気温の上昇に
より、着色不良や日焼け果などのりんごの品質低下
が心配されます。また、海水温の上昇によるホタテ
の大量へい死なども危惧されます。このほかにも、
世界遺産である白神山地などのブナ林については、
その面積が大きく減少するとの予測もあります。

◆ 私たちが身近でできる地球温暖化防止の取組は…
温室効果ガスの大幅な削減のためには、さまざま
な分野での技術革新も必要ですが、家庭から出る温
室効果ガスは、全体の排出量の２割近くにもなり、
私たちひとりひとりが無駄なエネルギーを使わない
ようにすることも重要です。
中でも、家族が集まる機会が多く、長い時間を過
ごすリビングでの対策は非常に効果的です。
「冷暖房
時は家族が一緒の部屋で過ごす」「LED 照明に交換す
る」
「冷暖房時に扇風機やサーキュレーターなどを使
う」などの取組があります。
冬は、青森県のような寒冷地では、暖房のために
多くのエネルギーが使われます。
「カーペットの下な
どに断熱シートを敷く」
「すき間テープですき間風を
防ぐ」
「窓ガラスに断熱シートを貼る」などの断熱対
策で、暖房エネルギーを減らすことができます。
自動車は多くの方が運転する機会があると思いま
すが、５秒かけて速度を時速 20 キロに上げる「ふん
わりアクセル」を実践するだけで、１割程度燃費が
向上するといわれています。
「エコ」は、エコロジー（環境保全）だけでなく、
エコノミー（節約）にもなる、と話してくれた知人
がいます。省エネで節約したお金は、自分や家族の
ために別につかうことができるので、紹介した「で
きること」を、楽しみをみつけながら継続して欲し
いと思います。

◆ 地球温暖化防止に取り組む人に向けて…
地球温暖化はとても大きな問題ですが、目に見え
ない「空気」が相手でもあり、身近に感じることが
難しい問題でもあると思います。でも、はじめに紹

介したアメリ
カ先住民の言
葉 の と お り、
未来の子ども
たちから借り
ている、この
地球、身近な
『ハチドリのひとしずく』
を手にする溝江さん
言い方をする
と、日本、青森県、それぞれの人が暮らす地域とい
うものを未来の子どもたちに受け渡すためには、小
さなことでもできることをしっかりと取り組むこと
が、今を生きる世代の責任だと思います。
環境を意識することは、大げさに言うと世界の中
で暮らす自分というものを意識することにもなりま
す。世界各国との経済的な結びつきが強くなってい
る現代では、
「世界的視野で考えて、地域で行動する」
ことは、仕事の面でも暮らしの面でも、役立つこと
になるのではないでしょうか。
10 年ほど前に『ハチドリのひとしずく』という本
を手にしました。山火事を前にして、小さなハチド
リが、ほかの動物たちに笑われながらも、水のしず
くを一滴ずつ火の上に落としていきます。そしてハ
チドリは言います。「私は、私にできることをしてい
るだけ」
。
自分の家庭での取組が、山火事を前にした水のひ
としずくに過ぎないと感じる方もいるかもしれませ
んが、「自分にもできることがある」と考えて、その
ひとしずくを積み重ねていくことが、やがては社会
全体を動かす大きな力になるのだと思います。
「エコの環」のキャラクター「エッコー」も、見た
めはずいぶんと違いますが、このハチドリの仲間な
のかもしれませんね（笑）。

◆ 今後の活動については…
私は教師を退職した今でも、子どもたちや多くの
方々に環境問題に関心をもってもらいたいとの思い
で、小学校での環境出前講座や町内会での講演会な
どさまざまな活動を行っています。その活動を継続
して、次の世代に美しい青森県をバトンタッチでき
ればいいなと思っています。

モッテコーカードを提示で 小学生以下の

■十和田市三本木字佐井幅
167-1
■TEL 0176-23-4836
■営業時間 5：00〜22：00
■年中無休

■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/

ネイチャーエクスペリエンス

ラグノオささき

●参加事業所● 848事業所

「地球温暖化の現状」と「私たちにできること」

◆ 今回の IPCC の報告書で示されたことは…

「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、
「ラグノオスタンプカード」

73,690 ㎏（1月末現在）

●参加県民●2,012人 ●参加団体● 51団体

「もったいない・あおもり賞」決定！
平成 26 年 12 月 7 日に青森市で
「もったいない・あおもり県民運動
推 進 大 会」が 開 催 さ れ、「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 10 団体が「もっ
たいない・あおもり賞」として知事
表彰を受けました！

（青森市）
、
♣
【事業者の部】東北電力株式会社青森営業所
株式会社藤本建設
（青森市）
、日本パルスモーター株式会社岩木工場
（弘前市）
、
三光化成株式会社第四事業部弘前工場
（弘前市）
、株式会社田中組
（十和田市）

者

■年中無休

■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

5

賞

■営業時間 8：00〜19：00

モッテコーカードを持参で

お買い上げの商品10％OFF（特価品・奉仕品を除く）

vol.

プロジェクト参加
県民のＣＯ2削減量

受

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。

千円以上お買い上げの場合、カード提示で

1,000円以上お買い上げのお客様で、モッテ
コーカード提示で あんこ又はクリーム

■弘前市中野1-11-11（旧西弘駅前）

（小サイズ）
1コサービス

ワイエス株式会社 グリーンハウス事業部

ひよこ屋

の大判焼きを1コサービス。

土日・祝日に、
モッテコーカードを提示して注文した
方
（8/2 〜 8/7を除く）
に、自家製そばアイス
■青森市古川一丁目2-1
■TEL 017-774-0837
■営業時間 平日／昼11：00〜15：00､夜17：
00〜21：00（LO20：30）､土曜日／11：00
〜21：00､日曜日／11：00〜17：30
■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。

グリーンハウス青森店・八戸店

スマイルプロジェクト通信

◆「IPCC リポートコミュニケーター」の役割は…

■定休日 第1・第3水曜日

四 季の千成

コテージホテル ショコラ
■青森市長島一丁目6-5
■TEL 017-722-4967
■営業時間 10：30〜20：30（LO）
■定休日 日曜日
■17：00以降、夜限定定食（飲み物
付き900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。

1 冊 3,600円 を 3,500円で販売

（※500g単位で引き取り前に要予約）

■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！

飲食をされた方でカード提示の方に限り

珈琲店マロン

モッテコーカード提示で

■青森市新町一丁目６番12号

あおもりエコの環

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

トッピング（チャーシュー又は
メンマ）50円分をサービス

■TEL 017-722-6905

■TEL 017-735-1155

モッテコーカードご提示いただいた方に、

モッテコーカード提示で
■ポイントカード(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。
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伊香電器

株式会社

もったいない・あおもり県民運動

♣
【学校・団体の部】青森市立浪岡中学校（青森市）、
認定こども園さつき幼稚園
（十和田市）、十和田市立西小学校
（十和田市）、
八戸市立種差小学校
（八戸市）、
「めんだりカッチャ」
の会
（中泊町）

わ

あおもりエコの環

スマイルプロジェクト

協賛企業

協賛企業

皆さんの環境活動を応援しています！
スーパーマーケット

参加県民募集中！
●協力店のサービスを受ける

ことができる「モッテコー
カ ー ド」を
発行します。
あおもりエコの環スマイルプロジェクト実行委員会

青森県民生活協同組合
http://www.aomoriken-coop.or.jp

鮮度とおいしさを
豊富な品揃えで
提供します！
※青森･岩手･秋田に54店舗展開中！

http://www.universe.co.jp

