謎解きゲーム
「ろすのんを救え！」

楽しいエコなステージイベント。

「食品ロスからの脱却」
をテーマに，会場内に仕
掛けられた7つの謎を解き，食品ロスで困って
いる
「ろすのん」
を救い出すゲーム。
クリアした
参加者に抽選で景品をプレゼント。抽選会は
11：40〜，14：00〜の2回実施。

Supported By

眠っている食品をご提供ください！
フードバンク活動を実施します

NOODLE

爆笑コメディアンズ

伊達武将隊

ティーナカリーナ

10：40〜

11：00〜

13：30〜

家庭や職場での備蓄品や，お中元などで食べ切れない食品（※）
をご提供ください。会場にお持ちいただければ，
フードバンク団体を
通じて食べ物に困っている方々に寄付させていただきます。
※対象は賞味期限が1カ月以上ある缶詰，
レトルト食品，
カップ麺等

27th

ちりもつも れ ば エ コ に な る 「 モッタイナ イ 」から 始 めよう！

SUN
9
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プレゼントをもらって、
エコしよう。

2017

★先着50名様

クイズ大会に
参加してくれた小学生に

：

ワケルくん
特製福袋
プレゼント！

：

勾当台公園市民広場

ごみを出さない
イベントです。
マイバッグの持参に
ご協力ください。

ご来場の際は、
公共交通機関をご利用ください。

★先着300名様
来場された方に

リサイクルたい肥
「杜のめぐみ（1kg）」
プレゼント！

27th
モッタイナイを素敵に感じるおススメ企画

「モッタイナイcafé」

ECOFESTA

捨ててしまう野菜や果物の皮だって美
味しく変身！食材を無駄なく美味しく使
うカフェに遊びに来てください♪

エコのヒントが 盛りだくさん。

★第7回３Rぬり絵コンテスト入賞作品展示
★のぞいてみよう企業のエコな取り組み
地球環境を守るため，エコに取り組んでいる
企業の活動を一挙大公開！

体験ブースも
盛りだくさんニャ！

★リユースマーケット“もったいない市”
古着・きもの・毛糸を透明な袋に入れてお持ちください。

主 催

協 賛

★体験ブース

KSC株式会社公害処理センター

◎古布や古紙を利用した小物作り

★新鮮！産直市

乾燥生ごみ1kgを100円相当の野菜と交換します。

★軽食販売

株式会社宮城衛生環境公社

◎七夕の竹から作る竹ぽっくり

◎英字新聞で作る素敵なマイバッグ

株式会社 泉

◎古紙パルプを使った紙漉き体験
◎太陽光発電でガラスエッジング

デポジット体験を実施します。

アメニティ・せんだい推進協議会

公益財団法人古紙再生促進センター

株式会社仙台アメニティセンター

◎ごみ減量への第一歩。
ごみ計量体験

■構成団体／全環衛生事業協同組合，株式会社仙台市環境整備公社，一般社団法人仙台市集団資源回収業者協議会，NPO法人仙台・みやぎ消費者支援ネット，仙台市生活学校連絡協議会，
みやぎ生活協同組合，生活協同組合あいコープみやぎ，ACT53仙台，公益社団法人仙台青年会議所，仙台生ごみリサイクルネットワーク，
公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク，ペットボトルラベルはがし調査実行委員会，NPO法人とうほく食育実践協会，仙台市

■後

援／

，
朝日新聞仙台総局，
産経新聞社東北総局，
日本経済新聞社仙台支局，
毎日新聞仙台支局，
読売新聞東北総局，
共同通信社仙台支社，
時事通信社仙台支社 ，
，

，

，

，

，

，

，

お問い合わせ／アメニティ・せんだい推進協議会事務局（仙台市環境局家庭ごみ減量課内）TEL.214-8229

再生紙使用

環境配慮インク使用

謎解きゲーム
「ろすのんを救え！」

フードバンク活動を実施します

「 食 品ロスからの 脱 却 」がテーマの 謎 解き
ゲーム。クリアした参 加 者に抽 選で 景 品を
プレゼント。抽選会は11：40〜，14：00〜の
2回実施

第7回３Rぬり絵コンテスト
入賞作品展示
小学生の皆さんから募集した３R（ス
リーアール）
をテーマにした素敵なぬ
り絵作品を大公開！

家庭や職場での備蓄品や，お中元などで食べ切れない食
品（※）
をご提供ください。県内で被災者・生活困窮者支援
を行っているNPO法人 ふうどばんく東北ＡＧＡＩＮを通じ
て，食べ物に困っている方へ寄付させていただきます。
※対象は賞味期限が1カ月以上ある缶詰，
レトルト食品，
カップ麺等

仙台市堆肥化センターで学校給食の生ごみ
などをリサイクルして作られたたい肥です。

あなたの雑がみ大募集！
「かえっこ」で知られるアーティストの藤浩志さ
んが「雑がみ」
を集めています。

①紙箱 ②紙袋 ③包装紙の３種類の
「雑がみ」
をどしどしお持ちください。
なんだか
面白いアート作品の材料になるようですよ♪

◎包丁研ぎ 先着40名様
◎まな板けずり

新鮮野菜の販売のほか，
ご自宅の
電 気 式 乾 燥 型 生ごみ処 理 機で 処
理した乾 燥 生ごみ１㎏と野 菜 1 0 0
円相当を交換します。

よみがえった包 丁とまな板でエコな料 理をつくりま
しょう！ご自宅にある包丁・まな板をご持参ください。

七夕の竹で遊ぼう！
竹ぽっくりとうちエコ診断
仙台七夕の竹を再利用して昔なが
らのおもちゃを作ろう！生ごみたい
肥化,うちエコ診断のコーナーも。

お買い物はエシカルで！

生ごみ無くして日本一

エコなイベント
楽しみましょう！

マイバッグの
持参に
ご協力ください。

ペットボトルは大切な資源！
分かりやすい展示や楽しいクイズ
コーナーを通してペットボトルの奥
深さを実感してください！

保冷も保温もこれひとつ！
毛布リメイク鍋ふとん

英字新聞を利用したマイバッグ
やカレンダーを利用した小物入
れ作りを体験してみませんか？

古本市

古着や毛布を利用して，余熱調理ので
きる鍋布団を作る方法と使い方を紹介
します。
また，あんしん安全な食材を提
供するあいコープみやぎを紹介します。

古 本を多 数 展 示 。掘り出し物
が見つかるかも知れませんよ。

午前の部

11：00〜

新鮮！ 産直市

「エシカル」
それは誰かの笑顔に
古布・古紙を利用した小物作りや
つながるお買い物。地域や社会,
リサイクル作品の展示，子どもが参 まずは生ごみをワケれば，ほかのごみの
環境や人々に配慮した商品を選
リサイクルも簡単にできます。生ごみ発生
加できるエコゲームコーナーも。
びましょう。
ガラポンもあります！
時点からの分別についていろいろな事
例を実 演 。マイ箸 作りも体 験できます。
（１膳 子ども50円・大人100円）

家庭でできるエコ活動！
「分別」について学ぼう！

10：40〜

デポジット体験を実施。無料のわた
あめコーナーもあるよ！

各300円

（木製に限ります）先着30名様

限りある地球の資源を
大切にしましょう！

10：10〜

軽食販売

27th

2017

地球環境を守るため，エコに取り組
んでいる企業の活動を一挙大公開！

エコで再デビュー

食品ロスに関する現状や削減
に向けた取り組み，
フードバン
ク団体の活動，非常用備蓄品
の活用方法など紹介します。

ご来場の方先着300名様に
ちりもつもれ ば エ コにな る
リサイクルたい肥
「 モッタイナ イ」から 始 めよう！ 杜のめぐみ（1kg）プレゼント！

のぞいてみよう
企業のエコな取り組み

パネルやクイズで 正しい 分 別
方 法を知って，
リサイクル率を
上げよう♪

食品ロス削減について
考えてみよう

ステージイベント

３Rクイズ大会

12：50〜

爆笑コメディアンズと笑って３Ｒ!!

13：30〜

参加してくれた小学生（先着50名）に「ワケルくん特製福袋」
をプレ
ゼント！
（10時から本部テントで受付を開始します。）

あんなエコからこんなエコ。
ごみ分別はお任せ！の二人による楽
しいエコ・コントです。

伊達武将隊「エコのススメ。
いざ共に３Rじゃ！」

おススメブースやフードバンクの紹介も。武将隊と一緒に
「モッタイナイ」のココロを学びましょう。演武もあります！

11：40〜 「謎解きラリー」
抽選会【午前の部】

会場内に設置された「謎」
を解いて素敵な景品をゲットしよう！
今年は仙台名物のアレも当たっちゃうかも？

午後の部

第7回３Rぬり絵コンテスト表彰式

３Rぬり絵コンテストの優秀作品の表彰式を行います。

ティーナ・カリーナ ひとり昭和歌謡祭
懐かしのメロディーで昭和にタイムスリップできるかも？
家族みんなで楽しめるトークと歌謡ショーです♪

14：00〜 「謎解きラリー」
抽選会【午後の部】

会場内に設置された「謎」
を解いて素敵な景品をゲットしよう！
今年は仙台名物のアレも当たっちゃうかも？

