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使用済みの「横断幕」から

はたらくトート
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―「もったいない」の精神で、昔か
らあらゆる分野でリユース（再使
用）が行われてきました。衣類関係
も例外ではありません。ところが学
生服のリユースのお店はありません
でした。
○私も学生服のリユースは、しては
いけないのかと、不思議に思ってい
ました。
…… 土曜日は午前のみ受け入れています ……
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―「学生さんから学生さんへ」、こ
れが「エールマム」のポリシーです
ね。
○お店の基本理念のようなもので、
購入や買い取りは、基本的に対面販
売です。

当社クリーンセンターへ

▲

―学生服などは、ゴミとして捨てる
のもしのびないので、処分に困って
いる家庭も多いはずです。
○譲り受けた制服は、責任もって次
の学生さんへバトンタッチするよう
にしていますから、「エールマム」
の趣旨に賛同頂ける方には本当に喜
んで頂いています。

お願い

0120－84－6648

☎0766－83－0365

本社

至富山

クリーンセンター

―どうして疑問に思われたのでしょ
うか。
○私はシングルマザーで子供がいた
ことです。学生服にもリユースの仕
組みがあれば有り難いし、何かと助
かります。
―それが「エールマム」に結びつい
たわけですね。
○四国で学生服のリユースのお店を
始めたというニュースをテレビで知
ったのがきっかけです。「学生服で
もできるのだ」とそのときに思いま
した。また、世の中にはリユースの
お店があったらいいなと、思ってい
る人も多いのではないかと考えまし
た。
―その学生服のリユースについて教
えてください。
○不要になった制服を買い取ったあ
と、洗濯・クリーニング・漂白・ほ
つれの修理などをします。ただ、基
本的にはそのままでも着られる状態
の物のみ、お買い取りを行っていま
す。また売る場合は、必ず学生さん
に渡るようにし、趣向品としての販
売は一切行っていません。

粗大ゴミ・不燃物は

学校の制服リユース

商品を求める方は、まず、希望の制服
やサイズ、状態などを電話かメールで
問い合わせると、より確かだ。価格は
商品の状態などによって異なるが、新
品価格の1～4割程度。

至富山

●明文堂

バッテリー、スプレー缶、消火器等、
爆発の恐れがあるものを混載され
る場合は事前に内容物をお申し出
願います。

「エールマム」のお店は、
市電環状線・大手モール下
車徒歩２分。富山医師会看
護専門学校向かい、マリア
ージュ ドゥ モリタ隣。
▲「エールマム」は、2017年にリサイ
クルの営業に必要な古物商の許可を取
得。まず学生服の買い取りを始め、商
品がある程度揃ったところで販売も開
始し、今年1月に店舗をオープン。

点からＯＫ。
▲

店名の「エールマム」は、
子育てをするママを応援し
たいという思いから命名。

制服類の買取りは
▲

▲ブログやフェイスブックでお店の最新
情報を発信。SNSはお店の雰囲気を
知るためにも参考になる。
▲

商品のアイテムは、定番の学生服を中心に
体操着、ベスト、セーター、ブラウス、実
習で使う作業着、ネクタイ、スポーツバッ
グ、テニスシューズ、辞書など多様で、お
店の品揃えは500点以上。

―フェースブックなどのＳＮＳを使
って積極的に情報発信もされていま
すね。
○「○○校の制服お持ちではありま
せんか」とか、「どこそこの制服が
入荷しました」といった情報をこま
めに発信するようにしています。電
話でもメールでも、とにかく気軽に
「エールマム」までお声をかけて頂
ければと思います。

「エールマム」
―気持ちよく手放せるわけですが、
購入されるお客さんはどのような理
由でお求めになられますか。
○洗いの着替えとして、また、身長
が伸びてスカート丈が短くなったな
ど、体の成長に伴うものです。お求
めになられる事情は様々ですね。
―お店を利用された方の反響はいか
がでしょうか。
○心から「ありがとう」と言って頂
けます。特に「助かった！」という
声をよくお聞きします。実際に一度
利用されると、次にまたというリピ
ーターが多い傾向にあります。

―今後の抱負を教えてください。
○利用されたお客様には大変に喜ん
で頂いています。それが励みにもな
っていますが、制服にもリユースと
いう選択肢があることを、より多く
の方に知ってもらい、その輪を広げ
ていきたいですね。

※「エールマム」の悟道智代さんに話をお
聞きしました。

▲

富山市の悟道智代さんが、県内で初
めて学生服など学校用品の専門リユ
ースショップをオープンさせる。
●住所/〒93 0 - 0 0 8 3富山市総曲輪
4-7-14柴田ビル２F●営業時間/水・
木・金曜日の10：00～15：00、第3土
曜日の13：00～16：00(※いずれも祝
日除く)●駐車場/なし●電話/0809173-2216●http://yellmom.com

―店内を拝見すると、制服以外にも
実に様々なものが並んでいます。
○扱っているのは、富山市内の幼稚
園に県内の小・中・高校の制服が中
心です。学生服以外にも体操服や柔
道着、それに自転車通学用のヘルメ
ット、立山登山で使うリュックに登
山靴など、学校生活に必要なもの全
般です。
―制服のリユースならではの難しさ
みたいなものはありますか。
○使い終えた制服と、必要とする人
とのマッチングです。制服には学生
服やブラウス、運動着などいろいろ
ありますが、これらは学校ごとに細
かく異なります。しかも、運動着な
どは時々デザインが変更されたりし
ますから、そうなるともう使えませ
ん。加えて衣服類はサイズの問題も
あります。ニーズに合わせるのが最
も難しいです。

制服リユースショップ
【エールマム】

商品は「学生から学生へ橋渡しをする」のが
基本。購入や買い取りには、原則、顔写真付
きの身分証明書などが必要。
買い取った商品は、名前など
の刺繍をていねいに取り、ク
リーニングしてから一点一点
ほつれなどがないかチェック
する。

▲
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性の方も 名ほど参加するな
ど、老若男女が集う楽しい会
です。
そして、射水市を拠点に県
内各地でサロン 練
( 習会 や
)大
会を年間に 回ほど開催して
います。
本場中国では「お金を賭け
ない健康的なゲーム」を“麻
将”と表記していることから、
日本の「健康麻将」でも
“雀”で は な く 、 “ 将 ” の 字
を当てています。
○三つのマナー
人で卓を囲むルールは従
来のマージャンと同じです。
しかし健康麻将は、お金など
を 「 賭 け な い 」、 お 酒 を 「 飲
ま な い 」、 タ バ コ を 「 吸 わ な

い」の三つのルールを守って
います。
理事長の川上さんは、「卓
を囲んで会話が弾むことや、
脳と手を動かすことから、楽
しく遊んで健康づくりにな
る」のが、健康麻将の最大の
特徴だと力説されます。
現在、サロンと呼ばれる練
習会は射水市のほか、高岡市
や富山市、砺波市など各地で
毎日のように開かれています。
サロンには 人で自由に参
加できます。マージャンとい
う共通項があるので、見知ら
ぬ人や土地でも気軽に入って
いくことができ、地域の枠を
超えた交流が広がっています。
そして越中ひばり会は、毎
年３月に東京都で開催する
「文部科学大臣賞 全日本健
康麻将選手権 文
( 部科学省後
援 」
) の全国大会に参加して
います。その富山県代表選考
会では、富山県内予選会 大
会を通過した選手 名から８
名を選考しますが、知事賞・
教育長賞、議長賞もある決勝

正社員 21万円～24万円 ／ パート時給 850円～1,000円

与

給

勤務地

射水市寺塚原 905-3

休 日

週休２日制（土・日）

8:00 ～ 16:45

勤務時間

廃棄物処理業、清掃業

種

職

40

80

65 80

CO2

☎0766-84-6648

まずはお気軽にお問合せください。

ＮＰＯ法人
健康麻将越中ひばり会

○麻雀ではなく「麻将」
麻雀は仲間と楽しむ懐かし
い卓上ゲームです。近年は
「健康麻将 マ
( ージャン 」
)と
して、厚生労働省主催の「ね
んりんピック 全
( 国健康福祉
祭 」
) の正式競技にも採用さ
れるなど、従来の不健康な側
面を改善しながら発展してい
ます。
そのマージャンは本来、道
具や用具、施設などをあまり
必要としない遊びで、 排出
量も少なく、環境との相性も
抜群です。
「ＮＰＯ法人健康麻将越中
ひばり会」 川
( 上浩志理事長 )
は、 年 月に射水市で発足。
会員は 歳代から 歳代まで
名、平均年齢は 歳で、女
4
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当社の理念の一つ「働く喜び」とは、社員が定時で帰れることもひとつの条件と考えます。
そんな企業です！長く働ける健康な人、待ってます。未経験の方も歓迎。

運転手、清掃作業員等（正社員／パート）募集してます！

環境に配慮するエコロジーも大切ですが、
経済性や節約のエコノミーも忘れることはできません。
この２つのECOを組み合わせた
「エコ&エコ」な情報をお届け致します。

環境省のキャンペーン「プラスチック・
スマート」は、海洋プラスチック問題の解
決に向けて、ポイ捨ての撲滅、使い捨てプ
ラスチック容器・包
装の排出抑制など、
プラスチックとの賢
い付き合い方を進め
ることです。

雨傘を使用したあ
とは、タオルで軽く
水をふき取り、色あ
せや撥水機能を損な
わないように日陰で
乾かします。たたん
む際は、生地の折り
目をつまむ要領で1枚ずつ折りたたみ、傘
の表面は手で触れないようにします。

飲食店で食べ残した料理を持ち帰る際は、
食中毒のリスクを理解し、自己責任で実施。
料理は家庭で再加熱で
きるものを、水分を切
って、清潔な容器に小
分けに詰めます。料理
を詰める箸も清潔なも
のを使いましょう。

暖房の“あわせ技”
部屋全体を暖めるストーブやエアコンを
ベースに、こたつやカーペット、膝掛けな
どの部分暖房を併用すると、室温を下げて
も、頭寒足熱の暖
かさが得られます。
これに衣服の重ね
着で体感温度を調
節するようにしま
す。

●「ＮＰＯ法人健康麻将越中
ひばり会」射水市戸破１７
１６ １ 電話０９０ ２
-０
３２ ７
- ５５８ 川
( 上さん )

雨傘を長持ちさせる

外食での持ち帰り

12

を開くなど、越中ひばり会は、
様々な活動とのコラボも行っ
ています。
その活動の一つとして、太
閤山ランドでの植樹や関東の
愛好会との海岸清掃など、環
境保全活動にも積極的に取り
組んでいます。

プラスチック・スマート

大会を富山県ケーブルテレビ
協議会の共催で、毎年 月に
開催しています。

エコ ＆ エコな暮らし

○植樹や海岸清掃
健康麻将という集いの場を
利用し、コンサートや健康セ
ミナー、特殊詐欺予防の講座

きょうから始める

いみずのエコ活
年企業

▲牧田組のシンボルである国の登録有形文化財の
社屋。大正4年に建てられ、北前船によって栄え
た往時を物語る建築物。

庄西町

21

地域と歩む

牧 田 組

4

○「由緒正しき非・常識」
大正元年（１９１２）創業
の「株式会社 牧田組」 射(水
市庄西町 は
) 、富山県の土
木・建築業界の草分け的存在
として、大正、昭和、平成、
そして令和の今日まで 年の
歴史を刻んでいます。
道路舗装などの社会インフ
ラ整備を行う土木工事、公共
施設から店舗・住宅に至るま
での建築工事、それに工場の
プラント工事と、総合建設業
と呼ぶにふさわしい多様な事
業展開を図り、しかもこれを
一世紀以上にわたって地域密
着で展開しています。
同社の営業部長・田宮基さ
んに長寿企業についてお聞き
すると、「地元に必要とされ

る仕事を、誠実にこつこつと
やってきた結果ではないでし
ょうか」とのことです。
その“地元に必要とされる
企業”であるために、常に変
革していく姿勢「由緒正しき
非・常識」を実践しています。
田宮さんによると、その一つ
が「プロジェクトチーム制」
という同社独自の事業システ
ムだと言います。
「お客様は品質やコスト、
納期など、様々なご要望をお
持ちです。そこで私たちは、
より高い満足度を提供するた
めに、お客様ごとに独自のプ
ロジェクトを立ち上げていま
す」
既製服に対するオーダーメ
ードの考えに似た発想でお客
様のニーズに応えるもので、
年企業ならではの底力を垣
間見るようです。

▲田宮さんにとっての『マイ遺産』は、ズバリ
「技術」。先輩から受け継いだ土木・建築技術
を次代へも伝えていきたいとのこと。

また、県の委託を受けて地
元にある六渡寺海岸の海岸漂
着物の回収業務も行っていま
す。庄川と小矢部川にはさま
れたこの海岸は、海からのゴ
ミが集中して集まる場所とし
て知られています。同社はこ
れを重機などを使って定期的
に回収しています。
「以前に県の依頼でゴミの
内容物を調べたことがありま
す。ペットボトルやトレー、
園芸ポットなどのほか、流木
やヨシといったものも多かっ
たですね」
田宮さんは改めて生活から
出るゴミについて考えさせら
れたそうです。
牧田組では、射水市庄西町の六渡寺海
岸で、海岸漂着物の回収業務を行って
いる。これらのゴミの大半は川から流
れ出たもの。

100

○社内で 「エコアクション 」
環境問題にも当然に力を入
れている同社は、 年前から
環境省が策定した環境マネジ
メントシステム「エコアクシ
ョン 」に取り組んでいます。
これは 削減の目標を設定
し、計画的に省エネやリサイ
クルなどを進めていくもので
す。
21

CO2

107

100

A-30 ¥3,000（税別） ポリ容器（2,500g入り）
もございます。
お得な詰替用（2,700g 3,000円（税別））

神経痛、
肌荒れ、
アトピーなどにも

▲

アップサイクル
廃材に眠る価値を発見し、デザインや新技術に
よって、価値の高い商品を生み出す「アップサ
イクル」は、リサイクルの新しいスタイル。

日常よく目にする横断幕だが、
衣類とは違い、一般に間近で見
る機会がほとんどない。同社の
事業企画グループの川崎謙介さ
んによると、「学校行事で使わ
れるテント生地と同じターポリ
ンという素材」で作られ、雨や
風に強く、太陽光にさらされて
も劣化しにくいうえ、軽いなど
の特徴がある。
使用済みの横断幕は、きれい
に洗ってから裁断し、バックに
加工される。表面に書かれたス
ローガンなどはデザインとして
そのまま生かされるが、ことさ
らデザイン性を優先して裁断は
しない。「一方通行から循環
へ」のプロジェクトの趣旨にそ
って、 枚の横断幕からできる
だけ多くのバッグを作ることに
しているそうだ。
完成したバックは、赤や黄、
青といった原色に大きな文字で
構成された大胆なデザインのも
のが多い。これが「予想外に大
きな反響を呼んだ」と川崎さん。
特に地名が入ったものに人気が
高いという。
裁断された横断
幕と「はたらく
トート」

「はたらくトート」には、持
ち手が長く、肩にもかけられる
通常の「トール」タイプ・価格
５９９０円 税(込 と)、リュック
として肩に背負うこともできる
「２ウェイ」タイプ・価格
９９９０円 税(込 の)２種類があ
る。いずれも首都高のお土産品
として販売されているほか、ネ
ットでも購入できる。
リサイクルプロジェクトでは、
ほかにも横断幕と廃タイヤとの
コラボによるサンダル「歩くタ
イヤ」も登場している。これは
サンダルの甲被に横断幕、底に
廃タイヤを使ったものだ。
○問合せ先 東
/ 京都千代田区霞
が 関 １ ー４ ー１ 首 都 高 速 道
路株式会社 事業開発部
ー ５３９ ９
ー ２２５
電話０３ ３

使用済みの「横断幕」から
「はたらくトート」
▲自動車専用道路のゲート前に掲げられた横断幕

東京都を中心に首都圏の自動
車専用道路を維持・管理する
「首都高速道路㈱〈首都高〉」
では、毎年 枚ほどの横断幕を
使用している。ドライバーに向
けて「○○の区間、工事中」と
か「事故多発！ 走行注意！」
といった道路情報や交通安全を
呼びかけるものだ。
従来までは掲示期間を終える
と破棄していたが、再利用でき
ないかと２００９年に社員から
アイデアを募り、翌年に「はた
らくトート」バッグが誕生した。
「サーキュレーション首都高」
というリサイクルプロジェクト
の一環である。
800
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▲

下が実際に使用さ
れた横断幕、それ
をバックに加工し
たのが上の写真
▲

◆ ベニズワイガニ ◆ 鍋（うどん入り）
◆ 雑炊セット ◆ カニ味噌 ◆ 水菓子
大

人

小

人

幼

児

（小学生以下）

6,000円
3,000

１月号

無

（3歳以下）

3日前迄
要予約

1日
30名様
限り

期間
時間

2020

2月1日(土)～3月29
17:00～21:00

土曜日

日曜日

祝日

エンザ対
フル

?
準備はOK

新型

イン

お時間 90分
（入店時間19:30まで）

学習デスク

マジックボール
ミストの力で空気を洗う…

空気洗浄機

【ホームページ】http://www.ec21.co.jp
【Ｅメール】ec21@ec21.co.jp

配達賜ります

除 菌 消 臭 香り

株式会社 エスケーシー デリ
射水市作道43番地

※天候により、カニの入荷がない場合は
お断りする事がございます。ご了承ください。

日(日)までの 金曜日

策！

味、
の
母
、
当は の旬味
弁
お たて
つくり上がれ！
召し日替わり弁当の
ん
ゃん
ちゃ
あち
か
かあ

料

お子様には
円 茶碗蒸し付き

☎0766-84-4153

高岡市中曽根114-1

㈲清水屋家具店
☎0766（84）4844

発行／

＊富山県射水市作道306
＊営業時間 8:00～18:00
＊定 休 日 日曜、祝日

有限会社

イーシーエム

何でもご相談下さい（例 : フェンス⇨右写真）

〒934−0056 富山県射水市寺塚原344

か せ

トコトン丁寧に
― IRON WORKS
〒９３４－００５６

や ま

絈山鉄工所
射水市寺塚原２７９ TEL ０８０－６３５３－４４７２

0766−82−7764
インキは大豆油インキを使用しています。

