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特定非営利活動法人 きらきら発電さんは、発足後 2 年間で 2 箇所の太陽光発電所（市民共同発電所）を設

置し、昨年 10 月から今年 4月までの約半年間に 7万 kWh を超える発電量の実績を上げているとのことです。 

この度の交流会を機に、恵まれた森林資源を活かし小水力発電等を計画する「いかす会」としては、発電所

建設の実績と資金集め等のノウハウを有する「きらきら発電」さんの協力を得ることにより、川崎町の再生可

能エネルギーが有効に活用されることが期待されます。 

川崎町の自然の魅力いっぱいの活動地案内のあと、「ぱぴハウス」の石窯ピザを食べながら、意見交換会を

行いました。今回の交流会がきっかけで「きらきら発電」さんが「いかす会」の賛助会員として、ご支援いた

だけることになりました。 

 

第 1 回伐倒競技会が開催される  

去る 6 月 22 日（水）から延べ 4 日間にわたり、日ごろから活動を行っている前川の町有林において、伐倒

競技会を実施しました。日程とエントリー者は下記のとおりです。また、競技会当日の作業を手伝いに、毎回

たくさんの会員の参加もあり、最終日の 31 日には表彰式のあとバーベキューを楽しみました。当日はこども

2名を含め 28 名の参加者がありました。 

6 月 22 日のエントリー者 山内章・天田範子・大瀧政子・山内高行 の 4名 （敬称省略） 

6 月 26 日のエントリー者 天田憲利・町田廣・渡辺裕明・鎌田雅裕 の 4名 

7 月 10 日のエントリー者 藤原征男・小山晴爾・柏秀幸・関口昌弘 の 4名 

7 月 31 日のエントリー者 小幡喜志夫・川崎清次・小山靖夫・小笠原規夫 の 4名 

結果は次の通りです 

Ａランク 1 位  町田 廣 

     2 位  川崎清次 

     3 位  山内 章 

Ｂランク 1 位  柏 秀幸 

     2 位  関口昌弘 

     3 位  天田憲利 

特 別 賞   大瀧政子・天田範子 

 

機会があれば今後もこのような競技会を開催し

たいと思います。日頃の活動に参加して、スキル

アップに努めてください. 
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平成２８年度 水源地探訪体験のご案内 

（同時開催：夏を食う会） 

 

本当の水の美しさ、おいしさを実感し、水源地の素晴らしさを体験します。普段何気なく使っている水道水

が、いつまでも美しくおいしい水であるため、みんなで水質保全に努めていくことを心がけるきっかけになれ

ば幸いです。 

探訪する水源地は、雁戸山への登山道を歩いて片道約 45 分。登山道から少し下りた斜面の、岩の切れ目か

ら水が噴出しています。そこが「象が沢水源地」です。みんなでおいしい水を汲んで集合場所に戻り、おいし

い水とおいしい魚や地元で収穫された夏野菜を炭火で焼いていただきます。皆様の参加をお待ちします。 

 

日  時：平成 28 年 8 月 28 日（日）午前 9時 30 分～午後 2時（雨天および強風時は中止） 

集合場所：「るぽぽかわさき」向かいの雁戸白炭窯駐車場 

探訪場所：象が沢水源地                                                                                                                             

参 加 費：大人 800 円 子供 400 円 未就学児は無料 

持 参 品：おむすび等の昼食と水を入れる水筒又はペットボトル、座るための敷物は各自ご持参下さい 

定  員：30 名(会場等の都合により定員で締め切ります） 

但し、10 名未満の場合は中止になる場合もあります。 

申込期限：平成 28 年 8 月 25 日（木） 

そ の 他：白炭で焼いたニジマス、地元で採れた季節の野菜は準備しますが、飲み物などは各自持参。 

山歩きできる靴と服装でご参加ください。 

象が沢水源地              地元の夏野菜とニジマスのＢＢＱ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

平成 28 年度 水源地探訪体験（夏を食う会）申込書 

イベント保険に加入しますので、子供さんも含めて全員の名前を記入してください。 

住  所                                           

氏  名                                                                                                                             

電話番号                                           



 4 

 

平成 28 年度 賛助会員のご紹介 

                

川崎町の資源を活かす会の主旨にご賛同いただき、ご支援くださる新規賛助会員をご紹介いたします。 

(株)植野商店様：国営みちのく杜の湖畔公園の近くで給油所を営業している会社で、この度ご入会いただき

ました。 

(株)オージーワークス：会員の小笠原規夫さんが代表を務める会社で、これまでも何かとご協力いただいて

いましたがこのたび賛助会員にご入会くださいました。 

特定非営利活動法人きらきら発電：仙台で太陽光による自然エネルギーで発電し、売電をしている団体で、

様々な再生可能エネルギーを視野に活動を行っています。交流会がきっかけとなりご入会くださいました。 

 なお、今年度引き続き賛助会員としてご支援くださる企業をご紹介します。 

(株)川崎衛生工業 青根温泉合同会社 特定非営利活動法人ガンバ・ペッチャー (有)ディクソン仙台 

宮城マッカラー白石(株)  サイト工業(株) 川崎町森林組合  川崎鉱業(株) 長岡廸生病院 

(株)建築工房零  (株)ぜいたく屋  (株)坊源  (株)一の坊 (株)シベール (株)川崎ボディー 

本当にありがとうございます。これからもご支援ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 

ＢＥＳＳフォレストクラブ様のご支援に感謝します 

 平成２５年度より毎年、ＢＥＳＳフォレストクラブ（東京）様より、当会の森林保全活動に対し、多大な

助成をいただいております。今年度も７月に助成金をお送りいただきました。川崎―仙台薪ストーブの会では

貴重なご支援に対し、有効に活用させていただくよう心がけています。本当にありがとうございました。 

 

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。 

なお、アドレスに変更が生じた場合は事務局までお知らせくださるようお願いします。 

                                                                                 

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。 

 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。                                                                                 

(12 月は第 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 


