のめぐみ（１㎏）」と花の種のプ

「紙類」、古着などの「布類」は、

また、ごみ袋のサイズを小さくで

分別すれば貴重な資源になります。
日

レゼントもあります。

仙台市環境局からのお知らせ

３～４Ｐ

★見学場所＝ごみ焼却工場、資源化センター、埋立処分
場ほか。指定場所へ送迎します

日 の「ごみゼロの日 」にス

タートした、「緊急分別宣言！みなさん、

昨 年 ５月

利用して、地域全体でごみ減量・
日 まで続 きま

きちんとワケてます か？ 」キャンペーン。

▲

★時間＝午前10時から午後３時までで希望する時間

リサイクルを進めましょう。

あいさつで住民同士の風通しを良くしておくこ
とが、注意を聞いてもらうキーポイントなんだ
よ」と教えてくれます。
さらに「集積所にメッセージ」を置くことに。
ポスターでの呼び掛けのほか、ペットボトルの
フタ入れとラベル入れを設置。見て分かるサイ
ンで、さりげなく正しい出し方を誘導しました。
こうした数々の取り組みが実を結び、最近で
は声掛けする機会もほとんどなくなり、家庭ご
み袋のサイズも相対的に小さくなったとのこと。
「複数の方法で繰り返し協力を呼び掛けたこと
で、地域の方のごみへの意識が少しずつ変わっ
てきたんだと思います」と振り返る松本さん。
目先の結果に一喜一憂せず、忍耐強く、取り組
み続けることの大切さを教えていただきました。

▼

◆今泉リサイクルプラザで入館
万人記念のお持ち帰りフェ

２Ｐ

す。引き続き、地 域の方 への分別の呼び

ごみ減量推進課２１４−８２３０

者

研修レポート「平成26年度 活動報告会」

このキャンペーンは３月

（申・問）いずれも利用日の６カ月前から電話で

日（月）～
き、家計の節約にもつながります。

★運行日＝月曜日～金曜日（祝休日・年末年始を除く）

掛けに、ご協力をお願いします

★貸し出しには要件があります。詳しくは下記へお問い

●期間＝３月
（日） ※
なくなり次第終了

１Ｐ

収庫、リサイクルプラザを上手に

定期回収や集団資源回収、資源回

こんにちは推進員さん

30

ント当日の午前９時10分～午後４時まで。運転手は各団

になるだけで、不満も生じてくる。普段からの

★貸出・返却＝葛岡リサイクルプラザで原則としてイベ

アを開催します

40名以内の団体

（問）ごみ減量推進課２１４・８

【青葉区】青葉西町内会
年に推進員を引き受けた松本勝さん。

ごみの排出状況を観察しました。すると、家庭
ごみに予想以上に多くの資源物が混入していた
り、分別はされていてもルール通りの出し方で
はなかったりしていることが分かったそうです。
改善の必要性を感じた松本さんは、「地域の
方にごみの正しい出し方を周知する」という目
標を設定。達成に向けた活動を始めました。
まずは「活字で」周知。毎月発行している町
内だよりに、正しく出されていないと感じたも
のについての分別方法と出し方を掲載しました。
図式化やイラストで印象に残るよう工夫し、最
後に「いつもご協力ありがとうございます」と
感謝の言葉を添えます。この感謝の言葉が、協
力しようとの気持ちを自然とかき立てます。
次が「話して」周知。収集日に行っている集

★利用料＝１日当たり１，０００円

まもなく今泉リサイクルプラザ

家庭から出たごみの行方と、ごみの分別方法を学ぶこと

（問）今泉リサイクルプラザ２８

平成

★掲載食器＝皿、どんぶり、コップ、箸、スプーン（各

万人を達成します。そ

※家庭ごみの一連の流れを自分の目で確かめるコース例。

積所の見回りではあいさつを、間違って出して

学校、ＮＰＯなど

が入館者

食→見学→ごみの分け方・出し方講座）

いる方を見掛けたときには声掛けをしました。

★対象＝市内で飲食を伴うイベントを主催する地域団体、

９・６４０１

【モデルコース】 葛岡工場→葛岡リサイクルプラザ（昼

まずは現状把握と思い、町内の集積所を回って、

★利用料＝無料。昼食は各団体が準備してください
松本さんは「悪い時だけ声を掛けたら嫌な気分

して、ごみを出さないエコなお祭りにしましょう。

こで、市民の皆さんからご提供い

★対象＝町内会、社会学級、子ども会などの20名以上

31

合わせください

２３０

気になったことはありませんか？ワケルモービルを利用

ただいた日用品等を、１家族１点

合わせください

みんなが分かるまで、忍耐強く、
繰り返し伝えることが大事

町内会のお祭りで大量に出る使い捨ての皿やコップ、

◆ごみを出す機会が増える時期

〜オプション企画を始めました

雑誌・雑がみ・段ボールなどの

★見学先、運行日程、時間など、詳しくは下記へお問い
こんにちは推進員さん

〜食器洗浄車「ワケルモービル」
を貸し出します

まで、無料でお持ち帰りいただけ

２１４－８２２７

◆町内会のお祭りも環境に優しく

です〜ごみ分別にご協力を！

電

180セット）

22

るフェアを開催します。先着２０

◆環境施設見学会（ワケルくんバス）に新メニュー！

０名様には、リサイクル堆肥「杜

●

4
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仙台メビウス通信 №35
1

仙台市環境局廃棄物管理課
話

25

出し方講座」を組み込めるようになります。

編集・発行

平成27年度から、環境施設の見学に「ごみの分け方・
●

ができます。

25

16

25

町内会の行事などにぜひご利用を
仙台市リサイクル
シンボルマーク
「メビウスちゃん」

体が準備してください

▲手作りフタ
入れ（上）は、
ラベル入れの
ビニール袋と
セットで、収集
日の前日に設
置します
作成した町
内だより
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この通信もリサイクルできます。「雑がみ」として分別しましょう。
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年度

年

26

月

１

活動報告会

日、仙台市民会

22

研修レポート

平成

平成

館で、「クリーン仙台推進員・ク

サポートセンター

活動報告会」を開

リーンメイト

た皆さんからは、見習いたいとの

27

・ごみ袋 分別次第で 大が中（ごみ大使藤村）

・お互いに 気づかう心 ごみ整理（Ｎ.Ｗ.）

・資源ゴミ 分別され 再利用（さくら）
・ルールはね きちんと守る きちんとよ（Ｔ.Ｏ.）

「資源とごみの分け方・出し方」の「平

◆クリーン賞（15点）

成27年度版リーフレット」（Ａ３版１

・おはようと 声かけあって ごみを出す（あいちゃん）

枚）を、３月に全世帯に戸別配布（ポス

・カラス泣く マナーの良い町 エサがない（Ｍ.Ｍ.）

ティング）します。ワケルくんが表紙に描

・きめられた ルール守って ごみを出す（Ｒ.Ｎ.）

かれた冊子「保存版」は引き続きご活用い

・ごみ置き場 ごみ捨て場所では ありません（亀岡太郎）

ただくよう、地域の方への周知にご協力を

さん作成のポスターや看板、町内

・減量は 無駄と節約 幸を呼ぶ（Ｋ.Ｓ.）

会報などをパネルに展示しました。

「保存版」
は引き続きご活用を！

・家庭ごみ 雑紙はいり かわいそう（カメチャン）

目と耳で推進員の活動を体感し

「平成27年度版リーフレット」
を全戸配布します

しくは、次号で報告します

・お互いに ルール守って 五つ星（Ｆ.Ｋ.）

参加者の皆さんは時がたつのも忘

・美しき 少女ら去りて 菓子袋（四美利庵）

区を代表して５人の推進員の方に、

・いつやるの！？ 分別するなら 今でしょ！（秋保あけみ）

れたように聞き入っていました。

・いつの日も 置かせてもらう 感謝して（Ｉ.Ｋ.）

シニア活動ア

・アミの上 捨てていくなよ 車から（Ｍ.Ｔ.）

地域での取り組みのほか、活動の

◆銅賞（10点）

また「展示」では、推進員の皆

・ゴミ出しに 買い物袋は ルール無視（こん・けん）

際に心掛けている点、地域への思

・うちのママ 無駄ごみ出さない 倹約家（Ｎ.Ｓ.）

各発表後には、仙台市市民活動

・いつ見ても いつもきれいな ゴミ置場（ぼらんじぃや）

いなどを発表していただきました。

・マナーよく ゴミ出す あなたの心よし（たいらひとし）

によるテンポ良い司会と相まって、

町内会長（自治会等代表者）様宛

てに、３月中旬に郵送しますので、

７７３－５３００

15

日（金）までに推薦書での

泉環境事業所

５月

２４８－５３００

推薦をお願いします。

太白環境事業所

なお、初めて推薦する場合や交

２８９－２０５１

替する場合のほか、現在委嘱を受

若林環境事業所

けている方を再任する場合にも、

２３６－５３００

改めて推薦いただく必要がありま

宮城野環境事業所

すので、忘れずに推薦書の提出を

２７７－５３００

お願いします。

青葉環境事業所

（問）お住まいの区の環境事業所

環境事業所の電話番号

・ゴミさえも 資源に変える リサイクル（Ｙ.Ｕ.）

お願いします。

・ゴミ出しも きっちり分ければ エコになる（杜の太郎）

なお、保存版を紛失・破損した場合など

・ごみ一つ 拾う心の 美しさ（Ｓ.Ｏ.）

は、各区役所総合案内窓口などで配布して

・つぶされた ペットボトルは 友多し（Shise）

いるほか、市ホームページでもご覧いただ

・生ごみも 畑に戻せば 宝物（Ｍ.Ｏ.）

けます。また、町内会などでまとめて必要

・残されて 寂しく待つは 違法ゴミ（Seshi）
・人の智恵 ハンサムネットで カラス負け（Ｙ.Ｏ.）

な場合には、環境事業所や廃棄物管理課か

▲リーフレット（左）と保存版。今回全戸配布するリー

らお配りいたしますので、ご連絡ください。

フレットには、家庭ごみ等の品目ごとに、分け方と出し

・分別も できないあなた 無分別（のぼる・サン）

方を簡単にまとめて記載しているほか、お住まいの地域

・分別を 皆んなでやれば ゴミ減量（Ｉ.Ａ.）

の収集曜日を記入できるスペースも設けています。台所

・ルール守って じまんしようよ 南光台（Ａ.Ｋ.）

などに貼って、ご家庭での作業にお役立てください

・ルール守り 朝ごみ出して 福が来る（Ｙ.Ｋ.）

（問）お住まいの区の環境事業所または廃
棄物管理課２１４－８２２７

3

ドバイザーの小林正夫氏が他の地

◆銀賞（５点）

催し、推進員とメイト合わせて約

・限りある 資源むだなく リサイクル（仙台芭蕉）

頼もしい言葉をいただきました。

◆金賞（１点）

域でも取り入れてほしい点を解説。

※応募いただいた全作品は、市ホームページでご覧いただけます

２００人が参加されました。

※括弧内は、雅号または氏名のイニシャルです

２月～３月上旬には、区ごとに「排出
※
実 態 調 査 報 告 会 」も開 催 しました。詳

柳コンテスト」。開票の結果、入賞作品を決定しました。

キャリアトーク代表の志伯暁子氏

仙台市環境局
からのお知らせ

活動報告会参加者の投票で入賞作品を決める「ごみ川

この報告会はセミナーと展示の

「ごみ川柳コンテスト」入賞作品を発表します

２ 部 構 成 。「 セ ミ ナ ー 」 で は 、 各

◆﹁活動報告書﹂
の提出をお願い

します

推進員制度の現状や課題など

を把握するため、推進員の皆さま

には、年１回、活動の内容や頻度

などを「活動報告書」として報告

いただくこととしています。

日

30

今回、報告書提出の依頼文を同

封していますので、４月

（木）までの提出にご協力をお願

いします。

（問）お住まいの区の環境事業所

◆ 次 期 クリーン仙 台 推 進 員・ク

リーンメイトの推薦依頼文を郵

送します

現在、推進員・メイトの委嘱を

日で満了となります。

30

受けている皆さまの任期は、平成

年６月

そこで、７月１日以降に推進

員・メイトとして活動していただ

ける方の推薦をお願いする文書を、

27

第66号（2015年３月号）

仙台メビウス通信 №66
仙台メビウス通信 №35

仙台メビウス通信 №66
仙台メビウス通信 №35

2

