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平成 27 年の年頭に当たり、昨年を振り返えって 

特定非営利活動法人 川崎町の資源をいかす会 

理事長  齋藤勝廣 

あけましておめでとうございます。 

未曾有の東日本大震災から 3年 10 ケ月経ちましたが、いまだに 16 万人もの方が仮設住宅住まいを余儀なく

されております。一日も早い復興を祈ります。 

 お金さえあればいつでもなんでも手に入るものと生活していましたが、その野望は一瞬の間に打ち砕かれま

した。もう一度生き方を見直す時が来ました。私たちの会の活動の目的は、「食糧とエネルギーの１００％自

給」。楽しく豊かな暮らしが実現できるように各々が得意の分野で歩き続けましょう・・・・・。 

 昨年の主な活動内容を振り返ってみます。 

 3 月 8 日（土）東北大学片平キャンパスで公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク（ＭＥＬＯＮ）

主催「あらゆる面から真剣にエネルギーについて考える会」脱原発の行方と復興住宅に備えるべきエネルギー

設備～、 菊地理事長より萌芽更新と水車で発電の様子や、展示ブースでも会の活動内容を紹介いたしました。 

 3 月 19 日（水）メデイアテークＭＥＬＯＮ主催で「里山資本主義～地元を活かす豊かな暮らし（システム）

～藻谷浩介氏の講演会にも会の有志が参加し，お金がなくとも安全・安心に生活できる仕組みを作ることがで

きるのは、東北地方が最適な環境ですと伺いまして、会の設立趣旨と同じ考えと再認識しました。 

 4 月 16 日～冬季に傷んだ水車の修理をし、その後皆様のご厚意によりＬＥＤイルミネーションを 1,000 個

更新出来ました。綺麗に輝いています。２号機は発電と粉ひき出来る水車を現在の水車より上流へ建設するよ

う準備始めました。図面も桜台理事により完成し今後設備費の捻出や水利権の取得に取り組みます。 

11 月には川崎病院前の流れにミニ水車を設置しました。水車の町川崎となるようにとの思いです。12 月 19

日には、河北新報で「輝き・水車の力で発電」と題し掲載していただきました。どなたにも興味を持っていた

だければ幸いです。 

 10 月 19 日遠野市の菊地氏により「馬搬」が薪の会で実演されました。 

馬の後ろを子供たちが小走りに追いかける姿を見て感激しました。生のヒノキの丸太にチェーンソーで切り

込みを入れたコンロでお湯を沸かす体験もできました。 

 12 月 30 日 東日本放送「Ｆｕｎ ｔｏ Ｓｈａｒｅ ～楽しいエコへの招待状」 

ＭＥＬＯＮ主催の取材へ、菊地理事・桜台理事参加し萌芽更新の重要さと水車の出来る経過等を紹介出来ま

した。萌芽更新事業では、一般社団法人パーソナルサポートセンター（立岡学理事）より活動に対してご協賛

いただいております。川崎―仙台薪ストーブの会の皆様ご協力大変有難う御座いました。 

この他にも、助成団体ＢＥＳＳ・林野庁・賛助会員はじめ会員お一人お一人の皆様のご支援と、特に上記活

動の大半がＭＥＬＯＮの方々のご協力で実施出来たことに心より感謝申し上げます。 

 新しい年がさらに明るい年となるよう「食糧とエネルギーの自給」を目指しましょう。 

川崎町の資源をいかす会 事務局だより 
                 ＮＰＯ法人 川崎町の資源をいかす会 
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水車の発電でイルミネーションが点灯しました！！   ありがとうございました。 

ミニ水力発電グループ 

昨年 10 月号の会報で皆様に寄付のお願いをしましたところ、多くの方からご協力賜わり、おかげで点灯す

ることが出来ました。 

 すでにＨＰなどでもご覧になった方もおいでとは思いますが、河北新報の 12 月 19 日で紹介されました。 

また、理事長のお話にもありますように、12 月 30 日 東日本放送「Ｆｕｎ ｔｏ Ｓｈａｒｅ ～楽しいエコ

への招待状」と言う番組でも紹介いただきました。これからもミニ水力発電グループでは第２号機製作のため

関係各方面にも協力いただきながら、準備を進めてまいりたいと思いますので、ご理解ご協力よろしくお願い

いたします。 

 冬期間は休会している、ミニ水力発電

グループの定例会は 4月以降再開しま

すので、一人でも多くの皆様に参加いた

だきたいと思います。 

電気関係に精通している方や関心の

ある方、日曜大工木工作業の好きな方の

参加をお待ちしています。 

 ご希望の方は事務局までお知らせ 

ください。 

 定例会等の詳細は別途ご案内いたし

ます。 

 

「青根温泉雪あかり」のご協力をお願いします。 

今年も、2月 7日（土）に「青根温泉雪あかり」が開催されますが、前日の 2月 6日（金）に川崎町の資源

をいかす会の方々にチェーンソーで灯篭づくりのお手伝をお願いしたいと思います。また、バケツに雪を詰め

たりする作業もありますので女性の方の参加も歓迎します。今年も雪の中での幻想的で美しく灯る無数の光を

楽しんでいただけるようご協力よろしくお願いいたします。 

作業日時 2 月 6 日（金）午前 9時 30 分～午後 1時頃迄 

集合場所 青根温泉児童公園 

作業内容 バケツに雪を詰めて固める作業 

チェーンソーで穴をあけ雪灯篭を作る作業 

お昼には弁当を準備しますので持参の必要はありませんが、準

備の都合もありますので申し込みは 1月 31 日(土)事務局宮城加

代子までお願いします。 

なお、参加者には入浴券を差し上げますので、入浴される方タオル等の準備をお願いします。 

 

「青根温泉雪あかり」のお知らせ 

平成 27 年 2 月 7日(土)に開催します。御振舞もありますので、是非、ご来場ください。 

午後 3時から「じゃっぽの湯」特設会場でトン汁などのサービスがあります。 

点灯式は青根温泉児童公園で午後 4時に開始し、午後 9時ごろまで雪あかりが楽しめます。 
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笹谷山の楽校  雪上観察会（アニマルトラッキング） 

ご 案 内 

 

笹谷山の楽校では、旧笹谷分校校庭周辺の雑木林を中心に、冬

の自然の中で野生動物の足跡や食痕、糞などを観察し、野生動物

の生態を学びあうアニマルトラッキングを実施しています。 

昨年は豪雪のため中止となりましたが、今年は下記の通り

予定していますので皆様ぜひご参加ください。  

 

１．目   的 冬の自然の中で野生動物の足跡や食痕、糞などを観察し、野生動物の生態を学びあう 

２．主催・主管 「笹谷山の楽校」実行委員会 川崎町大字今宿字石橋 1-3 ☎0224-84-5675 森宏壽 

３．指 導 者 細田 満夫 氏（動物写真家） 

４．対   象 一般成人、小･中学生 15 名(定員になり次第締め切らせていただきます) 

５．期   日 平成 27 年 2 月 8日(日) 

６．場   所 旧笹谷分校校庭周辺の雑木林 

７．日   程 8:30 集合(旧笹谷分校)オリエンテーション 輪かんじき・歩くスキーの脱着説明・練習 

 9:00 行動開始 

12:00 昼食(笹谷分館) 

13:00 講話・質疑    14:00 解散 

８．会   費 600 円 〔①保険料 ②暖かい汁 等に充当します〕 

９．持参するもの・服装(防寒着・長靴等) 昼食、水筒、筆記用具(持っている方は双眼鏡・カメラ) 

10．参加申込み方法及び締切日 平成 27 年 2 月 2日(月) FAX 及び TEL0224-84-5675 森まで 

＊ 傷害保険に加入しますので、下記申込書に必ずご記入の上お申し込み下さい。 

平成 27 年「山の楽校」 雪上観察会（アニマルトラッキング）申込書 

氏  名                  ： 男 ・ 女 ： 年齢   才 ： 靴サイズ     cm 

住  所  〒 

 

電話番号 

携帯番号 

＊当日、荒天の場合は中止することもあるので電話番号は必ず記載してください。 

 

川崎―仙台薪ストーブの会定例会等のご案内 

 

川崎―仙台薪ストーブの会の定例会は次ページに示す通り

ですが、参加の場合は必ず事前に事務局まで連絡くださるようお

願いいたします。 

昨年 12 月には毎回使用していた腹帯集会場が、選挙のため使

えなくなり、現地に直接集合と言う事になりました。メール等で

はお知らせしましたが、急だったために伝わらなかった方もいて、
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せっかく来ても参加できなかったと聞いています。忙しいとは思いますが必ずご連絡ください。よろしくお願

いします。 

なお、平成 27 年度(4 月から 28 年 3 月まで)の予定表は次回ご案内の際にお知らせいたします。 

定例会は腹帯集会場に午前 9時 30 分集合、現地活動終了は午後 3時、昼食飲み物等は各自持参、「Ｂ作業活

動日」は、現地に直接午前 9時 30 分に集合してください。なお、参加者は入山届けを代表者が活動報告とし

て提出してください。Ｂ作業終了後にＡ作業を行なう方は入山料を免除しますが、入山届けには一緒にＡ作業

実施の記載および薪で持ち帰った旨を記載、なお、上記活動予定に変更がある場合は連絡します。 

作業内容は当日担当者から説明します。当会の野外活動は自己責任で行うことになっています。「ＮＰＯ法

人川崎町の資源をいかす会」としては事故等について一切責任を負うことは出来ません。怪我などには十分に

注意して活動にご参加下さい。 事務局 電話＆FAX 0224-87-2270 E.mail:k-miyagi@mtc.biglobe.ne.jp 

 

雁戸白炭の会よりお知らせ 

 

当会では 11 月に「技の匠」鈴木正一さんにより製炭を行いました。白炭をご希望の方は多少在庫がありま

すので販売をしています。 

白炭(並)15kg を、会員には 3,500 円、一般の方には 4,000 円で販売しています。 

購入希望の方は 連絡先:菊地重雄理事 電話 0224-84-5854 までお願いします。 

  

川崎―仙台薪ストーブの会よりお願い 

 

一昨年は薪の需要が把握できなかったことから、いつもご利用いただいている方々にご迷惑をお掛けしてし

まいましたが、今シーズンは薪の予約注文を頂いたことで、今の所は問題なく納品できているようです。 

つきましては、平成 27 年も薪の準備のため、予約注文を受け、来シーズンにはご迷惑をお掛けしないよう

にしたいと思います。薪を希望される方は下記内容を記載して 4月 1日までに事務局へご返送くださるようお

願いします。 

川崎―仙台薪ストーブの会 4月定例会（4月 12 日）で年間事業計画の際の参考にしますのでよろしくお願

いしますなお、注文はキャンセルや変更があっても構いませんので必ず事務局までお知らせください。 

氏名・連絡先・薪の量（㎥ 参考までに軽トラ平積 1 台分は 0.75 ㎥です）・薪の形態（玉切り材又は薪） 

 

連絡先  〒989-1501 柴田郡川崎町大字前川字六方山３－２２５ 

      特定非営利活動法人 川崎町の資源をいかす会 

      電話＆ＦＡＸ 0224-87-2270  E.mail:k-miyagi@mtc.biglobe.ne.jp 

                 ホームページ http://kawasaki-shigen.jp 

平成 27 年 内  容 集合場所 平成 27 年 内  容 集合場所 

1月 7日（水） Ｂ作業の日 現地集合 2 月 25 日（水） Ｂ作業の日 現地集合 

1月17日（土） Ｂ作業の日 現地集合 3 月 4 日（水） Ｂ作業の日 現地集合 

1月28日（水） Ｂ作業の日 現地集合 3 月 8 日（日） 定例会 腹帯集会場 

2月 4日（水） Ｂ作業の日 現地集合 3 月 21 日（土） Ｂ作業の日 現地集合 

2月 8日（日） 定例会 腹帯集会場 3 月 25 日（水） Ｂ作業の日 現地集合 

2月21日（土） Ｂ作業の日 現地集合    


