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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55店舗展開中！

スーパーマーケット

②もったいない・あおもり賞　表彰
　「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・団体のうち、省エネや３Ｒなど環境に配慮した
優れた取組を行った団体等を表彰するものです。
〈事業者の部〉　東北電力株式会社十和田営業所 (十和田市）、カットショップショーン（青森市）、株式会社青森銀行（青森市）、
株式会社大成計装（八戸市）、弘前航空電子株式会社（弘前市）
〈学校・団体の部〉　七戸町立七戸中学校（七戸町）、弘前大学環境サークルわどわ（弘
前市）、八戸工業大学ヱヂソン倶楽部（八戸市）、学校法人専徳寺学園幼保連携型認定こ
ども園弘前大谷幼稚園（弘前市）

③あおもりうちエコいいね！フォト＆ムービーコンテスト　グランプリ作品紹介
　「楽しい、かんたん、マネしたくなる」をテーマに、誰もが思わずマネしたくなるよう
な楽しく続けられるエコアクションを撮影した写真と動画のコンテストで、グランプリ
を受賞した作品が紹介されました。

プロジェクト参加
県民のＣＯ2削減量

平成28年2月1日発行　vol.6
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

「もったいない・あおもり県民運動推進大会」が開催されました

●参加県民●3,057人　●参加団体● 55団体

●参加事業所● 889事業所　 ●参加校●21校

　もったいない・あおもり県民運動活動報告の後は、おまちかねの大間町出身の落語家・三遊亭大楽さんのエコ落語が始まりました。
大楽さんは、今年度、県が作成したエコドライブのテクニックを学べる動画「地球とあおもりの未来のためにＬｅｔ’ｓエコドライブ」にも
ご出演いただき、わかりやすく楽しい作品に仕上げていただきました。（エコドライブを実践すると、およそ
10％燃費が向上するといわれています。動画では、「最初の5秒で時速20kmを目安にふんわりアクセルを心
がけること」など、エコドライブのコツを教えてくれます！）
　エコ落語では、「火焔太鼓」「家見舞い」「勘定板」の３つのお題目を披露していただきました。大楽さんによれ
ば、江戸時代は壊れた道具も直しながらずっと使うなど、とってもエコな暮らしを送っていたそうですよ！
　わたしたちも「もったいない」の意識を忘れずに、エコで地球にやさしい暮らしを心がけましょう！

　平成 27年 12月 18日、青森市で「もったいない・あおもり県民運動推進大会」が開催されました。
　もったいない・あおもり県民運動は、平成 20年度から県民・事業者・各種団体・行政などの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」の意識を持って、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始
まったものですが、平成 23 年度からは省エネなどの地球温暖化対策も含めて、低炭素・循環型社会づくりをめざす県民運動として
展開しています。
　あおもりエコの環スマイルプロジェクトもこの県民運動の一環として進めているものです。
　今回行われた大会では、そうした本県のめざす姿に向けて貢献した事業者・団体・個人の方々への表彰、もったいない・あおもり
県民運動活動報告のほか、県出身落語家によるエコ落語がありました。

エッコーも
かけつけたよ！

①青森県循環型社会形成功労者等表彰
　３Ｒ活動の推進、廃棄物処理事業、浄化槽設置・保守点検等事業、衛生害虫等の防除及び清掃等による生活環境
の改善について、その功績が特に顕著である個人、企業又は団体を表彰するものです。
〈地域環境美化功績者〉　十和田湖里山づくりの会（十和田市）
〈廃棄物関係事業功労者〉　濱　田　恵　一　様（北砲興発株式会社　代表取締役）
〈浄化槽関係事業功労者〉　三　橋　一　晃　様（青森県環境整備事業協同組合　理事）
〈生活環境改善功労者〉　熊　野　二三雄　様（北日本消毒有限会社　技術部長）

表彰式表彰式

動画部門グランプリ
　作品名：ボルダリング ×ｅｃｏ ①

写真部門グランプリ
 作品名：冬はこたつでお勉強

★これらの作品は、ウェブで公開されていますのでぜひご覧ください。

　  あおもりうちエコ　　　　で検索！

★大楽さん出演のエコドライブ動画は、ウェブで公開されていますので、ぜひご覧ください。

　 県庁 HP で　 エコドライブ　　　　で検索！
落語家・三遊亭大楽さん

地球とあおもりの未来の
ためにLet’s エコドライブ
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あおもりエコの環スマイルプロジェクトについてあおもりエコの環スマイルプロジェクトについて
♣県民の方は・・・
○協力店のサービスが受けられるモッテコーカードがもらえます！
○ＨＰで取組報告機能を活用すると、環境家計簿がつけられます！
　（電気使用量、水道使用量などを記録することで、エコ活動が身
につきます。）
♣学校・団体の方は・・・
○活動助成金の申請ができます。
○フリーペーパーやホームページで活動を紹介できます。
♣事業者の方は・・・
○協賛による活動支援の他、フリーペーパーやホームページに広
告掲載できます。

もったいない

→詳しくは　　　　　　で検索！（HPからでも参加登録できます）エコの環エコの環

県民、学校・団体、事業者

みんなで環境活動に取り組もう！

　というプロジェクトです♪

趣味を楽しむ延長でエコを実践している点、「来た時より
もきれいにして帰ろう」というメッセージ性が評価されま
した。

家族なかよくひとつの部屋で過ごしているようす
が、二酸化炭素排出や電気使用量の抑制につな
がるウォームシェアであるとして評価されました。
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80,555 ㎏（12月末現在）平成27年



青森市八ツ役字上林12-5
TEL：017-739-3252

株式会社 青森ビジネスマシン
八戸市江陽二丁目11-13
TEL：0178-45-2100 上北郡東北町字塔ノ沢山88番地2号

TEL：0175-63-3853   FAX：0175-63-3459

東管工業株式会社
東北建設企業グループ

http://kensetsu.touhoku-g.jp/aboutus.html

大矢建設工業株式会社大矢建設工業株式会社
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 

稲見建築設計事務所
弘前市百石町57　TEL：0172-88-8808

TEL：0178-80-7768
八戸市江陽二丁目19-33
TEL：0178-22-0388弘前市東長町64　TEL：0172-32-3814

〒020-0034岩手県盛岡市盛岡駅前通1番41号
TEL019‐651-1900　FAX019‐623-9444

弘前市大字徳田町30番地１
TEL：0172-32-6223

張山電氣株式会社

【URL】 http://www.tanaka-net.co.jp/

青森市大字浜田字玉川207番地1
TEL：017-739-7115

株式会社 角 弘
青森市新町二丁目5-1　Tel. 017-723-2222

ー建設から暮らしまでー
株式会社 東管サービス

弘前市大字山崎3丁目5-9
TEL：0172-88-0805

八戸市是川字金ヶ坂18番地
TEL：0178-44-2624　FAX：0178-44-2625

株式会社 鳥山土木工業
上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎232番地14
TEL：0175-74-2851

八戸製錬株式会社　八戸製錬所
八戸市大字河原木字浜名谷地76
TEL：0178-28-2103

八戸市北インター工業団地一丁目5番10号
TEL：0178-21-1100

San Computer
株式会社サン・コンピュータ

青森市本町2丁目11-16
TEL：017-775-1431

青森三菱電機機器販売株式会社
青森市中央1丁目23-4　TEL：017-735-7800

街の未来を考えています。

東奥化学
〒030-0964 青森市南佃２丁目７番５号
TEL017-765-1660　FAX017-765-1667

〒031-0023 八戸市大字是川字田中山24-23
TEL0178-96-2795　FAX0178-96-2373

青森市松原1-16-25-2F
TEL：017-732-5333

有限
会社 柏崎清掃社

JR東日本東北総合サービス（株）
盛岡支店

県木住企業組合

有限会社(特別管理)産業
廃棄物処理業

廃棄物再生事業者登録青森県第1号 おう  なん  しゃ

http://www.kashiwazakiseisousya.net/
info@kashiwazakiseisousya.net

青森市篠田三丁目10-2
TEL：017-766-2421

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

株式会社

http://www.sasaki-corp.co.jpホームページ

バッテリー式電動除雪機

簡単・静か

楽々除雪簡単・静か

楽々除雪

有限会社 奧南社印刷所
三沢市幸町1-4-5
TEL：0176-53-3611

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

水のことなら！

田 中 建 設 株式
会社

本社  TEL　0176-23-3521(代)

●ボランティアを新たな伝統に！

　平成25年度、浪岡中学校生徒
総会でよりよい学校生活・地域と
の信頼関係を深めるために議決さ
れた「浪岡中進化プロジェクト」。
その一環としてさまざまなボラン
ティア活動を継続的に取り組んでい
ます。
　日常的には、ペットボトルキャッ
プ・プルタブ・牛乳パック・古紙・書き損じ葉書の回収と寄贈を実施して
います。
　また、春～夏には、クリーン大作戦と称して学校周辺地域の清掃活
動や、生徒・教員・PTAが一丸となった花壇づくりを行っています。
　２年前に蒔かれたボランティアの種が、新たな種を実らせ、世代を
超えて引き継がれていくよう、これからもより一層充実した活動を目指
していきたいと思います。
●ボランティア部の活躍

　また、昨年ボランティア部を発足し、近隣の保育園を定期的に訪
問し、プールの清掃、花壇の整備、敷地内の清掃を含めた様々な活
動に取り組んでいます。また、部員以外の生徒も有志で活動に参加
するなど、ボランティアの輪が広がりつつあります。

●学区内すべての家庭・事業所
　からの古紙を回収します

　資源リサイクル活動を長年継続
的に行っており、平成27年度で
45回目を迎える学校行事となりま
した。生徒が自らリヤカーを引い
て、力を合わせて各家庭や事業所
を回り、ダンボール、雑誌、新聞
紙などを仕分けし回収します。生
徒達が回りきれないところは、PTAがトラックを出して出向くなど、
保護者たちもバックアップし、学区内すべての家庭・事業所から出
る古紙の回収を目指しています。

●長年の功績が認められ町から表彰

　こうした資源リサイクル活動の長年の
功績が認められ、平成27年度には七戸
町から「しちのへ活性化大賞」を受賞
しました。

★学校・団体のエコ活動紹介★

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！！

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☆

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～☆

【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

【応募締切】平成28年4月28日（木）必着
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学校法人さつき学園 認定こども園 さつき幼稚園

●地域と一体となってふるさと
　の環境を守ります

　三陸復興国立公園に指定されて
いる八戸市の種差海岸。種差小学
校では、平成12年度から海浜植物
の調査と清掃活動を行っています。
　また、種差海岸の貴重な植物を
守るため、ボランティアクラブや
老人クラブ、市職員と協力しなが
ら、特定外来植物「オオハンゴン
ソウ」の駆除活動を平成21年度から毎年継続して行っています。
　この他、平成26年度環境活動助成金により購入した普及活動用
タブレットを活用し、プレゼンテーション発表など、普及啓発活動
を行っています。
●地域に根ざした環境教育が高く評価されています

　平成27年8月には、地域に根ざした環境教育や自然環境を守る活
動を進める団体を表彰する「第22回コカ・コーラ環境教育賞」で、
最優秀賞に次ぐ優秀賞を受賞しました。さらに、「第16回環境美化
教育優良校等表彰」において、最優秀校「環境大臣賞」を受賞しま
した。代表として6年児童6名が、１月29日の受賞式（東京）に出席し、
本校の取組について発表しました。

八戸市大字鮫町字赤コウ55-59　TEL : 0178-38-2011

●おかえり野菜プロジェクト

　野菜収穫後に残った茎や根を畑
に残し、土に混ぜ込み、肥料として
無駄なく活用し、畑作り、野菜の収
穫までの食品残さリサイクルループ
に取り組んでいます。
　また、今年は自園の農園 “さつ
きファーム” に野菜の他に、ひまわり・マリーゴールド・ 日々草・サ
ルビアを植え、地域環境を華やかにするとともに、こどもたちに花
や緑を育てる喜びや自然の大切さを伝えています。こちらで育てた
ひまわりの種は、収穫後に募金活動に活用し、集まった募金は、赤
い羽根募金としました。
●壁新聞が『平成26年度壁新聞コンクール』で表彰されました

　日頃の活動をまとめた壁新聞が、『平成26年度壁新聞コンクール』
幼児部門の「ミール ケア・エコまる賞」を受賞しました。受賞後、
十和田市長を訪れた際、園児からは「これからも “もったいない”
の気持ちでエコ活動を続け、地域環境を守りたいです！」という発
表がありました。

十和田市西十四番町19-13　TEL : 0176-22-1636

社会福祉法人 長幸会 おおぼし保育園
●私たちの身近なリサイクル

　おおぼし保育園エコクラブ（4、
5歳の園児24人と小学生の学童クラ
ブ員13人）を中心に、職 員、保 護
者及び町内の方々の熱心なご協力
に支えられて行っています。 
　今年１１月、平成２１年から参加し
たペットボトルの回収で、ポリオワ
クチン６３２人分を達成しました。 
　幼いクラブ員たちも、テレビに映る後進国の子ども達の映像を見て、
資源回収を行う自分たちとの大切な関わりを、ようやく理解し始めたよ
うです。 
　折しも、ＣＯＰ２１が開催され、地球温暖化につながる二酸化炭素排
出量増加問題が話題を呼んでおり、資源やエネルギーの節減等エコ運
動に対する理解と関心もさらに高まることが期待されます。 
　これまで、私たちは使い古した新聞紙、段ボール等の回収を行い、
また、春の親子遠足、夏の園児・学童が宿泊して行う林間学級及び秋
の運動会では、必ずバケツ、雑巾、洗剤、モップを持参して、使用した
野山や公園、また公共施設等のトイレの清掃を行っています。 
　これからも、冬夏の暖冷房の燃料や電力の無駄を削減するなど、な
お一層、幅広い環境活動を続けていきます。

青森市妙見3丁目6-10　TEL : 017-738-3589

青森市立浪岡中学校
青森市浪岡大字浪岡稲盛１　TEL : 0172-62-6111

七戸町立七戸中学校
上北郡七戸町鶴児平191　TEL : 0176-62-3220

●530（ゴーサンマル）ボランティア活動

　例年5月30日を「ゴミゼロの日」と
して、地域清掃とリサイクル品回収な
どのボランティア活動を実施していま
す。今年は、この530ボランティア活
動も地域の方々にかなり定着している
のか、春先から「今年もやるの？」「新
聞紙をためているよ」など、ありがた
いお声をいただきました。

●全校生徒一体となってボランティアを

　1年生は地域清掃、２・3年生は古紙やアルミ缶・スチール缶など
リサイクル品の地域回収運動を行います。学校周辺の各家庭に宣伝
チラシを2回配布した効果か、昨年度
以上の回収量に生徒達も大満足！
　活動後は、地域に貢献するための活
動という趣旨から、リサイクル品による
収益金は、活動経費を除いて、地域の
集会所や公共施設へトイレットペー
パーにして寄贈しています。

五所川原市立五所川原第三中学校
五所川原市広田藤浦105-1　TEL : 0173-34-2937

八戸市立種差小学校

環 境 活 動 助 成 金 の ご 案 内環 境 活 動 助 成 金 の ご 案 内
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。♣助成対象者

平成28年4月以降（詳細はウェブサイト http://www.econowa-smile.com/ へ）♣募集時期

NPO法人杉菜の会、あおもり子ども劇場、八戸市立美保野小学校、福祉ボラ
ンティア めんだりカッチャの会

♣27年度の
　　　助成団体

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

50,000円を上限に助成します。♣助成金の額

わ

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

【問題】クルマを運転するとき、ふんわりアクセルなどのエコ
ドライブを実践するとクルマの燃費が良くなるといわれます
が、およそどのくらい向上するでしょうか？
　　①１％　　　②３％　　　③５％　　　④10％
☆答えはフリーペーパーのどこかにあるよ！探してみてね☆

キレイに
 するぞ！

がんばるぞ！

新聞紙をトラックへ効率
よく積み込めるように、
丁寧に結わえ直します。

まちをキレイ
 にしよう！

みんな、エコの環に
　　参加しているんだよ！



もっ
たいない

もったいない

・野菜の皮やヘタ…両手に一杯分
 （250gくらい）
・水…………………1,300cc
・酒…………………大さじ1

 ☆エコ料理レシピ☆

ベジブロスであおもりのおいしい
野菜のエキスを摂ろう！

●ベジブロスとは？

　ベジブロスは Vegetable（野菜）と Broth（だし）、つまり野
菜だし。その名の通り「野菜からとるだし」のこと。野菜のヘタ
や皮、切れ端など、普段捨てているところで作れるだしで、料理
にうまみやコクを加えてくれます。
　美味しさだけではなく、人気の秘密は栄養効果。皮にはうまみ
成分や栄養が実の部分の倍以上含まれている事も！美味しいあお
もりの野菜のエキスをムダなく摂りましょう。

　あおもりエコキャラバン事業では、県内
各地のイベントに出向いて、エコ体験教室
を開催するほか、家庭での省エネの取組や
地球温暖化の現状、エコの環スマイルプロ
ジェクトについて、パネル展示などを通し
て来場者に紹介しています。
　今年度はこれまで１３のイベントに出展
し、手回し発電機で動く模型の電車やソー
ラーカー体験など、主に電気の大切さにつ
いて学べる内容のエコ体験教室を行い、子どもから大人まで多くのお客様にご参加
いただきました。
　これにより、エコの環スマイルプロジェクトへ約７７０名の方が新たに参加し、県民、
事業者、学校等からなるエコの「環」をさらに拡大することができました。来年も
積極的に県内各地のイベントに出展しますので、イベントのチラシで見かけた時には
ぜひお越しください。

○あおもりエコキャラバン事業出
展イベント

八戸市環境・健康フェスタ２０１５、
津軽の食と産業まつり（弘前市）、ごしょ
がわら産業まつり、青森県消費者大会

（青森市）など

○エコの環スマイルプロジェクト
新規参加者

約 770 名

★ベジブロスに向いている食材★

タマネギの皮・ジャガイモの皮・シイタケの軸・セロリの端・ニンニクの皮・トウ
モロコシの芯・リンゴの芯・レモンの皮・トマト
★ベジブロスを作る際に気をつける食材★

ナス・紫キャベツなどを入れると濃い色のスープになります。葉もの野菜（キャベ
ツや小松菜など）はえぐみが出るので入れすぎないように！

◆ベジブロスの作り方◆

1　大きめの鍋に、水、野菜の皮やヘタ、酒を入れて火にかけ、
沸騰したら弱火にして 20 ～ 30 分ほど煮込みます。

2　火を止めたら、ザルでこして冷まします。
3　冷蔵庫で３日、冷凍庫で１ヶ月くらい保存可能です。

【材　料】

【作り方】

☆できたベジブロスを美味しく活用（約4人分）☆

お食事された方お食事された方

コーヒーお替りサービスコーヒーお替りサービス
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

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

■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）

■定休日 第2･4日曜日

スタンプ2倍スタンプ2倍

有限会社 吉田ベーカリー
本店もんぶらん

■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。

【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）

福  満  楼
ふく まん ろう

（カード提示者に限る・同伴者不可）（カード提示者に限る・同伴者不可）

ランチ100円引きランチ100円引き

■八戸市類家3-4

■TEL 0178-24-4080

■営業時間 11：00〜15：00
　（ラストオーダー14：30）

■定休日 日曜日

●学内３R（リユース・リデュー
　ス・リサイクル）でエコを推進！

　年に1度、卒業する先輩や教員
の方々から不要になった物品を回
収し、その物品を必要としている
新入生や在校生に提供する「リ
ユース市」を開催しています。また、
文化祭では、排出されるごみを削
減するため、わどわの出店に使用
する容器にリサイクル可能なエコ容器を導入しました。
　この他、月2・3回、大学生協と共同で、大学構内にペットボトル
キャップの回収ボックスを設置して、定期的に回収し、回収したキャッ
プは白神山地の保全に役立てられています。同じく、月2・3回、不
要になったプリントの裏紙を利用し、手作りのメモ帳を作成し、学
内で配布しています。
●新たな取り組み、カーボンオフセット！

　今年度から、わどわの新たな取り組みとしてカーボンオフセットを
開始しました。カーボンオフセットは、人的活動によって発生する温
室効果ガスを計測しその排出量に見合った金額を環境保全団体に寄
付するなどして、埋め合わせをする活動のことです。
　わどわでは毎年学校祭においてエコ容器を利用することによって
温室効果ガス削減に取り組んできましたが、今回はそれに加えて学
校祭で出たゴミの量を計測し、それに見合った金額を森林関係の企
業に寄付しました。

NPO法人 青森バイオマスエネルギー推進協議会
●キコリ講座で山林をセルフメン
　テナンスするスキルを

　一般市民向けに、業者に頼らず、
自分の山を自分の手で整備するスキ
ルを身に着けるための講座を開催し
ています。第1回から合計97名の受
講者があり、好評を得ています。
　具体的には、森林の手入れ方法と
チェーンソーの基本操作、伐倒実習
と搬送体験などを４日間実施しますが、受講者が次回以降のスタッフと
してサポーターになり、週末林業サポートチーム「青森フォレストワー
カーズ」が自発的に結成されました。
●アースデイ青森2015開催

　地球のことを考えて行動する日として、世界中で開催されている
アースデイ。この規模では青森初となるアースデイ青森2015を三沢
市にて開催しました。当日は、明治神宮いのちの森とのコラボにより、

「人と自然・人とエネルギー・そして人と人とのつながりを再確認す
る日として、青森の自然や地域に ありがとう！ を伝えてみましょう」
をサブタイトルに、青森県南地区で環境系活動をしている約２０団
体が参加し、手作り楽器コンサートやチビッココーラス、FMラジオ
公開収録、青森ひばペレット砂場、ちびっ子チェーンソー体験など
で盛り上がりました。

三沢市新町二丁目31-2171　TEL : 0176-53-4175

弘前大学環境サークル わどわ
弘前市文京町１

●普段の暮らしからエコを身につけよう

　エンゼル子どもの家では、普段の園の生活の中で、リサイクルなど
のエコを意識した生活を心がけています。たとえば、燃やせるごみ・
資源ごみの分別を行うのはもちろん、日頃の子どもたちの遊びの中に
廃材や広告紙を使った遊びを取り入れています。また、ペットボトル
キャップを回収し、汚れたものは取り除いて、エコキャップのリサイク
ル活動に取り組んでいます。

●リサイクル施設見学で環境教育

　年長児は、八戸リサイクルプラ
ザへ工場見学に行き、資源ごみの
分別を知ったり、牛乳パック、段
ボール、新聞紙を使った紙すき体
験を行います。こういった施設見
学を通じ、リサイクルへの関心を
育てています。

認定こども園 エンゼル子どもの家弘前大谷幼稚園
八戸市大字根城字大久保21-63　TEL : 0178-45-4150

●エネルギーや環境に関係する
　教材で楽しみながら学ぶ機会を

　平成26年10月11～12日、第42
回八戸工業大学学園祭にて、タミ
ヤの犬型ロボットに大容量コンデ
ンサを取り付け、手回し発電機で
充電した電気で走らせる発電体験
ブース、「メカ・ドッグ・レース」
を展示しました。
　また、平成27年3月14日には、八戸市児童科学館にてものづくり
教室「ソーラー振り子を作ろう」を開催し、ものづくりの楽しさとエ
ネルギーの仕組みを子どもたちに伝えました。このように、楽しみ
ながら環境やエネルギーについて学べる機会を提供しています。
●続々新しい教材を開発！

　さまざまなイベントに教材を提供していますが、新しい教材も日々
開発しています。
　たとえば、エアロバイクを改造して人力発電機を、ヒートパイプ
CPUクーラーを用いた熱発電装置などを製作しています。
　この他、小型バイオマス発電機や小型水力発電機を購入し、発電
機について研究しています。

ヱヂソン倶楽部
八戸市大字妙字大開88-1 八戸工業大学電気電子システム学科

●子どもたちが1年を通じ水質を
　調査しています

　未就学児から高校生まで、さま
ざまな川、雪、雨水、弘前公園の
お堀、温泉などの水質を調査して
います。水の伝導率やPHを測るこ
とで、青森県はもちろん、世界の
環境問題を直接感じています。
●エコなイベントで学びを楽しんでいます

　エコクッキングでは、皮まで使ったお料理や季節の郷土料理を学
んだり、エコキャンプでは自分たちが釣った魚を食べて命をいただく
ことの大切さを感じています。
　この他、クリーン大作戦では、街中のごみを拾い、だんぶり池で
はもともとあった沢や谷地を整える（増えすぎた特定の植物を取っ
たり、山から流れてきた石をよけたりなど）ことで、たくさんの生き
物（蛍、とんぼ、かえるや植物など）が増えてびっくりするような美
しい光景を見ることがあります。
　昨年活動の内容をまとめた、かべ新聞が144点の中から『こども
エコクラブ全国フェスティバル』で文部科学大臣賞を受賞しました。
　これからも受賞を励みに益々元気に活動したいと思います。

HEP21エコクラブ
弘前市上白銀町11

●地球と人にやさしいエコライフ

　父母の会との共催で、再生資源の回収を
実施しています。回収したものは、新聞紙・
チラシ・雑誌・ダンボール・牛乳パック・ア
ルミ缶・ビール瓶・一升瓶・インクカートリッ
ジなど多岐にわたり、園全体で資源活用の
意識を高めています。
　また、世界の子ども達にワクチンを届け
られるペットボトルキャップの回収を実施し
ています。
●子どもたちにもエコの心が育っています

　世界の子ども達にワクチンを届けられるペットボトルキャップの回
収を始めてから、登園時に子どもたちが自ら回収箱にキャップを入れ
る姿が見られるようになってきています。
　また、これまでには、園舎南側の保育室ベランダに植物を栽培し、
壁面緑化を実施することで、施設の断熱性向上を図る活動も行いま
した。

学校法人専徳寺学園
幼保連携型認定こども園 
弘前市新寺町156-2　TEL : 0172-32-3309

■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/

大人50円引き、小人30円引き
※割引適用人数 5名様まで
大人50円引き、小人30円引き
※割引適用人数 5名様まで

モッテコーカード提示でサービスを提供します。モッテコーカード提示でサービスを提供します。モッテコーカード提示でサービスを提供します。モッテコーカード提示でサービスを提供します。プロジェクト協力店プロジェクト協力店
あおもりエコの環ス

マイルプロジェクト
実行委員会

○お味噌汁のだしに
　…ベジブロス800cc、
　　　　　　味噌大さじ3～4

○炊き込みご飯のだしに
　…お米2合に対し
　　　　　　ベジブロス400cc

★学校・団体のエコ活動紹介★

あおもりエコキャラバン事業2015実績報告

平川市でのキャラバン

nagisa cafe
ナ　　　ギ　　　サ カ　フェ

みんなで
エコを
 続けて
 います！

リユースで
メモ帳を！

自分の手で
やるぞ。

スゴイ

やるぞ！

登録すると助成金の
　　　 申請ができます！

リサイクルで紙を
つくるよ！



●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。

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  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

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　 お 　 り 　 コ 　 環 　 マ 　 ル 　 ロ 　 ェ 　 ト 　 行 　 員 　

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

参加登録・活動助成金情報はHPで！

■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。

５％OFF５％OFF

宿泊料金５％OFF宿泊料金５％OFF

■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/

四季の千成

■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。

■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/

カードを持参で設計監理業務申し込んだ方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%引き設計監理料1%引き

ソフトドリンク１杯サービスソフトドリンク１杯サービス マイ箸持参でスタンプ1個、マイ箸持参でスタンプ1個、トッピング（チャーシュー又は
メンマ）50円分をサービス
トッピング（チャーシュー又は
メンマ）50円分をサービス

ホテル利用者のお子様にホテル利用者のお子様に

虫かご１個提供します。虫かご１個提供します。

「ラグノオスタンプカード」
　　　　に1ポイント追加捺印
「ラグノオスタンプカード」
　　　　に1ポイント追加捺印

土日・祝日に、注文した方（8/2～8/7を除く）に、土日・祝日に、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コサービス
自家製そばアイス（小サイズ）

1コサービス
ホテル利用者にホテル利用者に

ミネラルウォーター１本 進呈します。ミネラルウォーター１本 進呈します。

コーヒー１杯  50円割引コーヒー１杯  50円割引

■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

稲見建築設計事務所

■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！（他店購入品も可）

店内商品さらに5％OFF店内商品さらに5％OFF

株式会社 伊香電器

■青森市安方2-6-7

■TEL 017-722-4575

■営業時間 7：00〜20：00

■定休日 毎週水曜日

コーヒーチケットコーヒーチケット

1冊3,600円を3,500円で販売
（ホットコーヒー、紅茶、モーニングにも使えます。）
1冊3,600円を3,500円で販売

（ホットコーヒー、紅茶、モーニングにも使えます。）

千円以上お買い上げの場合、千円以上お買い上げの場合、

ポイントカードポイント1個プラス。ポイントカードポイント1個プラス。

珈琲店マロン

■青森市橋本二丁目13-5

■TEL 017-732-2135

■http://www.hotel-2135.jp

■青森市滝沢住吉248-118

■TEL 017-726-4605

■http://www.ch-chocolat.jp/

コテージホテル ショコラ

珈琲自家焙煎 花みずき

■青森市柳川1-4-2
　　　　　A-FACTORY 2F
■TEL 017-735-1155
■営業時間 11：00〜21：00
　　　　　　　　（L.O20：30）
■年中無休

■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/

■青森市新町一丁目６番12号

■TEL 017-722-6905　

■営業時間 8：00〜16：00

くどうラーメン

【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

プロテオグリカン製品
　　　御購入でスタンプ2倍
プロテオグリカン製品
　　　御購入でスタンプ2倍

【青森店】青森市新町2-6-29　KBSビル１F
　■TEL 017-723-2100　■定休日：日祝日
　■営業時間 10：00〜18：00 （土）9：00〜17：00

【弘前店】弘前市神田3-2-3　■TEL 0172-32-2481

【五所川原店】五所川原市広田字柳沼91-3
　■TEL 0173-35-3155

【むつ店】むつ市仲町14-13　■TEL 0175-22-1394

【十和田店】十和田市三本木字野崎40-556
　■TEL 0176-23-3545

【青森店】■TEL 017-752-1004
 ■青森市浜田3-1-1 ドリームタウンALi 1F
 ■営業時間 10：00〜21：00

【八戸店】■TEL 0178-24-6242
 ■八戸市城下1-10-15
 ■営業時間 10：00〜20：00

【両店とも】■年中無休
 ■http://www.ys-greenh.com/

【富士見町教室】弘前市富士見町10−7
 ■TEL 0172-36-1985　■定休日 木曜日
 ■営業時間 10：00〜22：00

【品川町書道部】弘前市品川町（大成会館）
 ■TEL 0172-36-1985　■定休日 金曜日
 ■営業時間 14：00〜20：00

【こころ書道教室】弘前市桔梗野3-10-3
 ■TEL 0172-33-7657　■定休日 土曜日
 ■営業時間 9：00〜16：00

株式会社 ラグノオささき

株式会社 角弘 アレッラPG

■ドリンクチケット4,000円（12杯分）を2枚で
7,000円で販売します。

■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。（※500g単位で引き取り前に要予約）

■ドリンクチケット4,000円（12杯分）を2枚で
7,000円で販売します。

■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。（※500g単位で引き取り前に要予約）

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。）

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。）

■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。

■弘前市御幸町9-21

■TEL 0172-33-9518

■営業時間 10：30〜20：30
　　　　　　  （LO 20：00）
　 祝祭日は10：30〜17：00
　　　　　　  （LO 16：30）
■定休日 日曜日

■弘前市土手町126

■TEL 0172-31-0089

■http://www.imgnjp.com/

宿泊料金５％OFF宿泊料金５％OFF

■弘前市代官町101-1

■TEL 0172-35-0345

■http://www.imgnjp.com/

1,000円以上お買い上げのお客様で、1,000円以上お買い上げのお客様で、

あんこ又はクリームの大判焼きをあんこ又はクリームの大判焼きを

500円以上のお食事をされた
お客様について、
500円以上のお食事をされた
お客様について、

バニラアイス1個サービスバニラアイス1個サービス

1コサービス。1コサービス。

大判焼きのお店 ひよこ屋

■弘前市中野1-11-11（旧西弘駅前）

■TEL 0172-35-4107

■営業時間 10：00〜18：30、不定休

■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。

■青森市新町２丁目２-21
■TEL 017-777-0788
■営業時間 平日、土日祝祭日と

もに9：30〜18：00、不定休
■http://www.coffee-colors.com
■自店焙煎のスペシャルティーコー

ヒー専門店です。本物のコーヒー
の魅力を是非お試し下さい。

モッテコーカード提示でサービスを提供します。モッテコーカード提示でサービスを提供します。プロジェクト協力店プロジェクト協力店

ガレッテリア ダ サスィーノ

■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
　“LOHASPA（ロハスパ）”10％OFF

■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
　“LOHASPA（ロハスパ）”10％OFF

ワイエス株式会社 グリーンハウス事業部

グリーンハウス青森店・八戸店

モッテコーカード持参で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！更にもう1個のダブルチャンス！

お買い上げの商品
5％OFF

（特価品・奉仕品を除く）

お買い上げの商品
5％OFF

（特価品・奉仕品を除く）

■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。

■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。

美容室

【本店】弘前市田町4-11-13
　■TEL 0172-32-6884　■年中無休

【さくら野弘前店】弘前市城東北3-10-1さくらの百貨店弘前店1F
　■TEL 070-6950-5210　■営業時間 10：00〜20：00　■不定休

【ヒロロ店】弘前市駅前町9-20弘前ヒロロB1F
　■TEL 0172-35-0123　■営業時間 10：00〜21：00　■不定休

【イオン藤崎店】藤崎町大字西豊田1-7-1 1F
　■TEL 070-5321-5209　■営業時間 10：00〜20：00　■不定休

【イトーヨーカドー弘前店】弘前市大字駅前3-2-1 B1F
　■TEL 070-6951-5211　■営業時間 9：00〜21：00　■不定休

あおもりエコの環ス
マイルプロジェクト

実行委員会

Cafe&gallery

■弘前市大字駅前二丁目1-10
　 AUBERABBI

■TEL 0172-88-8829

■営業時間 平日10：00〜19：00
　　　　　日・祝10：00〜18：00

■定休日 月曜日、第3日曜日

■介護福祉美容を始めました。

3,000円以上のご利用のお客様について3,000円以上のご利用のお客様について

オーガニックヘアケア商品、
トリートメント各種、
ヘッドスパ5％OFF

オーガニックヘアケア商品、
トリートメント各種、
ヘッドスパ5％OFF

■弘前市大字大町2-3-8
　　　　　ライオンビル10B

■TEL 0172-55-8288

■営業時間 10：00〜20：00
　　　　　 （19：00受付終了）

■定休日 金曜日

90分以上のコースを選択された
お客様について、
90分以上のコースを選択された
お客様について、

5分延長サービス5分延長サービス

整体のもみ健

喫茶ご利用時、喫茶ご利用時、デザートサービスデザートサービス

■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。

ネイチャーエクスペリエンス

グリーンハウス

本店のみ本店のみコーヒー100円引きコーヒー100円引き

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、
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、

奥入瀬源流水350㎖を1本奥入瀬源流水350㎖を1本
サービス致します。サービス致します。

■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

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）
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）

小学生以下のお子様に小学生以下のお子様に

天然温泉掛け流しの宿

ホテルポニー温泉

■十和田市東一番町7-28

■TEL 0176-22-4715

■営業時間 8：00〜19：00

■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/

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 
株式会社

大竹菓子舗

新規ご入会の方について、新規ご入会の方について、

書道セット一式プレゼント書道セット一式プレゼント

玄楽書道会

200円割引200円割引

■弘前市泉野4-10-4

■TEL 090-7524-5032

■営業時間 9：00〜17：00

■定休日 日曜日

いずみだ整体療術院
割引・小作業のサービス
いたします。
割引・小作業のサービス
いたします。

■弘前市門外1-5-14

■TEL 0172-27-1283

■営業時間 5：00〜19：00

■定休日 日曜日

有限会社 乳井建築塗装

1日体験教室3,500円のところを1日体験教室3,500円のところを

500円引きで受講できます。
（お一人様1回限り）
500円引きで受講できます。
（お一人様1回限り）

■弘前市大町1-13-12

■TEL 090-1374-6653

■営業時間 9：00〜17：00

■定休日 日曜日、祭日

■http://hanaikusa.mokuren.ne.jp/f/

100円引き100円引き

■五所川原市鎌谷町162

■TEL 0173-33-0233

■営業時間
　昼の部 11：30〜14：00
　夜の部 17：30〜23：00
　ラストオーダー 22：00

■定休日 水曜日、日曜日
　（日曜日は夜の部のみ休み）

ルーム料金10%OFF!ルーム料金10%OFF!

■弘前市中野2-10-8

■TEL 0172-36-0075

■営業時間
　日・祝 AM10：00〜AM2：00
　月〜土 PM12：00〜AM2：00

■ルーム料ワリカン制！
　　　　　  飲食物持込OK！

全商品10%OFF
（デジタルプリント・証明写真
 ・集合写真など）

全商品10%OFF
（デジタルプリント・証明写真
 ・集合写真など）

■弘前市中野1-13-40

■TEL 0172-33-2208

■営業時間 8：30〜18：30

■定休日 日曜日

じゅんフォト

来店時、お茶を1,000円以上ご購入

いただいたお客様について、

来店時、お茶を1,000円以上ご購入

いただいたお客様について、5%割引5%割引

■弘前市樹木1-25-16

■TEL 0172-35-8458

■営業時間 13：00〜18：00

■定休日 日曜日、祝日

健康茶ギャラリー
アニメイト商事

サラダ1品サービスサラダ1品サービス

■五所川原市寺町63-3　隆盛ビル1F

■TEL 0173-33-1208

■営業時間 18：00〜25：00
　　　　　ラストオーダー 24：30

■定休日 火曜日

酒家 みらくＲＵ
車を購入されたお客様について、車を購入されたお客様について、

エンジンスターターサービス。エンジンスターターサービス。

■五所川原市大字姥萢字船橋240-10

■TEL 0173-38-1100

■営業時間 10：00〜19：00

■年中無休

ラビット五所川原101号店

ソフトクリーム
50円引き
ソフトクリーム
50円引き

温泉利用料50円引き
（殿様風呂除く）
温泉利用料50円引き
（殿様風呂除く）

碇ヶ関開発株式会社

「道の駅」いかりがせき

COFFEE COLORS
コーヒー カラーズ

AUBERABBI
オ　ー　ブ ラ　　　ヴィ

弘前 プラザ ホテル 日本ボトルフラワー協会「花軍」
はないくさ

【津軽「関の庄」文化観光館内　お食事処　彩里】

 ■平川市碇ヶ関碇石13-1

 ■TEL 0172-49-5025

 ■営業時間 9：00〜19：00（冬期間9：00〜18：00）

【関の庄温泉　御仮屋御殿】

 ■平川市碇ヶ関阿原23-2

 ■TEL 0172-46-9355

 ■営業時間 9：00〜20：00 ■定休日 年末年始

おかりやごてん

いろり

る


