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 平成２８年度 第１０回通常総会が開催される  

去る５月２２日（日）午前１０時より、川崎町公民館３階ホールにおいて通常総会が開催されました。当日

の出席者は２７名で、委任状により表決権を行使された方は９１名、合計１１８名の出席者数となり、総会成

立に必要な出席者数は５９名（定款第２７条より会員数の３分の１以上）ですので総会は成立しました。 

議長には加藤渉副志理事が選任され、また、議事録署名人には理事の川崎清次さんと沼田良子さんが委嘱さ

れました。審議事項並びに審議の経過の概要および議決の結果は、下記の通りです。 

 

第１号議案 平成２７年度事業報告および収支決算報告 

桜台（理事）事務局長より、平成２７年度の活動について報告

された。 

平成２７年度事業報告 

実施した事業の概要説明と、３．１１東日本大震災の影響がい

まだに続き、放射能汚染が懸念されるなどの理由で、中止せざる

を得なかった一部事業があった旨と天候の都合で中止した事業

の報告があった。 

平成２７年度収支決算報告 

活動計算書のとおり概ね予算どおりであった旨の報告があった。 

平成２７度監査報告：山本監事 

平成２８年４月２７日、帳簿・現金・預金通帳及び契約書等関係書類を監査した結果、適正に処理されて

おり、収支決算報告書・貸借対照表・財産目録に表記されているとおりであることの報告があった。 

議長は、第１号議案全体について質疑の有無を確認したが質疑は無く、引き続き承認の表決をした結果、

第１号議案は満場一致で承認された。 

 

第２号議案 平成２８年度事業計画および予算案 

議長より指名を受け、桜台（理事）事務局長が事業計画及び予算案を提案し、それぞれ概要を説明した。 

議長は、第２号議案全体について質疑の有無を確認したが質疑は無く、引き続き承認の表決をした結果、

第２号議案は満場一致で承認された。 

 

第３号議案 役員の改選 

議長が、理事選任について議場に諮った結果、追木今朝善氏・大村正美氏・山本雅昭氏の三氏を推薦したい

旨の提案があった。加えて、現理事は全員が再任を了解する意思を示していることが事務局より報告された。 

続いて議長は、監事選任について議場に諮った結果、鹿野記市監事の再任と小島吉雄氏を推薦したいとの提

案があった。その際事務局より、伊東孝司監事から健康上の理由で再任を辞退したい旨の届け出があったこと、

鹿野記市監事から再任を了解する旨の内諾を取ってあること、小島吉雄氏から監事就任の内諾を得ている旨の

説明があった。 

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 

 第３８号  （平成２６年６月発行 不定期 ） 



 2 

議長は、以上の内容を議場に諮った結果、満場一致で承認された。 

よって、平成２８年度・２９年度の役員は表.1 のとおり、理事１５名、監事２名となった。 

 

表.1 新役員一覧 

理    事 監  事 

齋藤勝廣 再任 沼田良子 再任 小笠原規夫 再任 鹿野記市 再任 

大宮忠明 再任 新野紘三 再任 川崎清次 再任 小島吉雄 新任 

加藤 渉 再任 真壁治平 再任 山本雅昭 新任   

菊地重雄 再任 立岡 学 再任 追木今朝善 新任   

桜台清志 再任 菅野則明 再任 大村正美 新任   

 

第４号議案 その他 

 地域通貨のあり方についての議論があり、川崎－仙台薪ストーブの会の中でルールの叩き台を議論するこ

とになった。 

 

なお、引き続き１３時００分から開催された、第２回理事会では理事長に齋藤勝廣氏が再任されました。 

 

春を食う会を開催 川崎産のそば粉で打った匠のそばと山菜の天ぷら 

  

５月２２日（日）通常総会終了後の午前１１時３０分から春

を食う会を開催しました。そば打ち名人として「川崎町の技の

匠」に認定されている大宮副理事長さんによる、川崎産そば粉

を使った手打ちそばと、山菜のてんぷらをいただきました。今

年は暖かい日が続いたため山菜を採るため山深いところまで

行ったくださったようです。 

参加者は２１名でしたが、当日は３０食分を打っていただき

ましたので、皆さんお腹いっぱい食べて満足頂いたと思います。

本当にごちそうさまでした。 

 

 

「川崎町の自然と再生エネルギー資源の見学会」の案内 

―― 川崎町資源をいかす会ときらきら発電との交流会 ―― 

 

いかす会ではこの度、仙台市内で共同発電の事業に取り組んでいるＮＰＯ「きらきら発電」と交流会を実施

することになりました。 

“きらきら発電 市民共同発電所”（きらきら発電）は発足後 2 年間で 2 つの太陽光発電所を設置し、昨年

10 月から今年の 4月までに 72,727kWh の発電量の実績を上げています。 

恵まれた森林資源を活かし、小水力発電等を計画する「資源をいかす会」と、発電所建設の実績と資金集め

のノウハウを有する「きらきら発電」がお互いに連携・協力し合うことにより、川崎町の再生可能エネルギー

が有効に活用されることを期待します。また、川崎町の自然の魅力と薪を燃料とする本格的な石窯ピザを食べ

ながら、二つの会の会員相互の交流を深めたいと思います。 

記 

日程：6月 25 日（土）10：00－14：00 
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行事内容 

10:00 集合 （場所）ぱぴハウス川崎店 宮城県柴田郡川崎町前川北原 22-9 電話:0224-85-1656 

10:00～10:30 川崎町の自然エネルギー資源および“資源を生かす会”の紹介（場所）ぱぴハウス研修室 

10:30～12:00 現地見学会  

（場所）小水力発電所候補地 川音（かわど）砂防ダム、ほか 

12:00～13:30 石窯ピザの昼食会 （場所）ぱぴハウス：自己紹介および“きらきら発電”の紹介 

13:30～14:00 川崎町の森林資源見学  （場所）萌芽再生が進む森 

14:00     現地解散 

雨天決行、持ち物（軍手、虫よけ対策、雨具等、長靴（雨天時）） 

交通手段は自家用車による分乗をお勧めします。 

参加費：\1,500 （含 石窯ピザ昼食代） 

連絡先：いかす会：菊地重雄(090-9749-1112) 

 

平成２８年度 「川崎－仙台薪ストーブの会」年間予定表 

 定 例 会 Ｂ 作 業 

月 日 活 動 内 容 集合場所・活動場所 水曜日 土曜日 日曜日 作 業 内 容 

6 月 12(日) 
山道の普請 

玉伐り・薪割り 
腹帯分館・現地 

1(水) 

22(水) 
18(土) 

26(日) 

第 4日曜 

刈払い・玉伐り・薪割 

薪棚の製作・整備 

7 月 10(日) 

柴木の整理 

現地の整理 

玉伐り・薪割り 

腹帯分館・現地 
6(水) 

27(水) 
16(土) 

31 (日) 

第 5日曜 

玉伐り・薪割り 

薪棚の製作・整備 

8 月  お休み  
3(水) 

24(水) 
20(土) 

28 (日) 

第 4日曜 
薪棚の製作・整備 

9 月 11(日) 
後期実施計画の具

体化・現地整理 
腹帯分館・現地 

2(水) 

28(水) 
17(土) 

25(日) 

第 4日曜 
薪棚の製作・整備 

10 月 9(日) 
入山・Ｂ作業 

イベント（予定） 
腹帯分館・現地 

5(水) 

26(水) 
15(土) 

30 (日) 

第 5日曜 

薪棚の製作・整備 

伐倒・玉伐り 

11 月 13(日) 
入山・伐倒・玉伐

り・搬出・薪割り 
腹帯分館・現地 

2(水) 

23(水) 
19(土) 

27(日) 

第 4日曜 

伐倒・玉伐り他 

伐倒 

12 月 11(日) 
入山・伐倒・玉伐

り・搬出・薪割り 
腹帯分館・現地 

7(水) 

28(水) 
17(土) 

25(日) 

第 4日曜 
伐倒 

1 月  お休み  
4(水) 

25(水) 
21(土) 

29 (日) 

第 5日曜 
伐倒 

2 月 12(日) 
入山・伐倒・玉伐

り・搬出・薪割り 
腹帯分館・現地 

1(水) 

22(水) 
18(土) 

26 (日)  

第 4日曜 
伐倒 

3 月 12(日) 
入山・伐倒・玉伐

り・搬出・薪割り 
腹帯分館・現地 

1(水) 

22(水) 
18(土) 

26 (日) 

第 4日曜 

伐倒 

玉伐り・搬出 

参加の場合は事前に必ず申し込んでください。変更等があった場合は申込者のみ連絡になります。 

 

定例会は腹帯分館に午前 9時 30 分集合 現地活動終了は午後 3時 昼食持参 8 月・1月の定例会はお休みとし
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ます。 

「Ｂ作業活動日」は、直接現地に午前 9時 30 分に集合してください。参加者は入山届けが必要です。代表者が提

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る旨記載してください。作業内容は当日担当者から説明します。作業内容はあくまでも予定な

ので変更になる場合がありますので御了承ください。変更がある場合は連絡します。 

いかす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ください。定例会等の案

内はメールでの告知となりますので、この予定表は大切に保管してください。 

事務局 電話＆FAX ０２２４－８７－２２７０ 

 

川崎－仙台薪ストーブの会の募金について(お願い)  

 

昨年は林内集材機を購入するに当たり、皆様方に寄付のお願いいたしましたところ、本当に沢山のご寄付を

いただきました。誠にありがとうございました。今年度は「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」にポータ

ブルウインチ等７０万円の資材費助成を申請し内半額がいかす会負担になりますので、375,000 円の資金を工

面する必要があります。つきましては、再度、皆様方のご支援・ご協力に期待する次第です。特に、「キモチ」

での寄付はとてもありがたいです。皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

ランバージャックに加入希望される方へ(ご案内) 

 川崎－仙台薪ストーブの会では、ランバージャックを利用して作業の実施の連絡や参加申し込みなどを会

員相互の連絡に利用しています。ランバージャックに加入を希望される方は、担当の中村剛博さんまで連絡く

ださい。アドレスは kbbjp519@ybb.ne.jp です。よろしくお願いします。 

                                                             

ミニ水力発電グループ定例会のご案内 

 ４月からミニ水力発電グループの定例会を始めています。会場は水車設置場所でもある「ぱぴハウス研修所」

です。毎月第３木曜日午後７時から９時です。関心のある方はどなたでも参加できますので、是非お越しくだ

さい。特に電気関係に詳しい方や、木工作業が好きな方は大歓迎です。 

６月１６日 

７月２１日 

８月１８日 

９月１５日 

１０月２０日 

１１月１７日 

１２月８日     

川崎町の再生可能エネルギー可能性についての議論や第２号水車(粉挽き水

車)について、具体的な検討を進めていきます。 

基本は第３木曜日の 19 時～21 時ですが、現地の調査や、１２月にはイルミ

ネーションの取り付け、点灯も予定していますので、事前に日中に集まる場合

もあります。皆様の参加をお待ちしています。                                          

 

(第２木曜日)今年度最後の定例会 

 

事務局からのお知らせ 

昨年よりホームページを刷新・充実させ、会報もＨＰで見ることができるようになりました。写真などもいっぱ

い掲載されています。ＨＰを見る環境が整っている方は是非覗いてみてください。 

 

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メール k-miyagi@mtc.biglobe.ne.jp 

募金は現金・キモチ（地域通貨）・銀行振込・郵便振替なんでも構いません。 

銀行振込の場合：七十七銀行川崎支店 普通預金 口座番号 5126053 

郵便振替の場合：口座番号 02210-3-68929 

現金・キモチは直接事務局まで、なお貯まっているキモチを寄付してくださる方はメールや電話でも結構です。 


