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新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。。今年もどうぞよろしくお願いします。。今年もどうぞよろしくお願いします。。今年もどうぞよろしくお願いします。    

    

川崎―仙台薪ストーブの会のご案内川崎―仙台薪ストーブの会のご案内川崎―仙台薪ストーブの会のご案内川崎―仙台薪ストーブの会のご案内    

 

今期の活動は下記のとおりですのでご参加くださる方は事務局までお知らせくださいますようお願いします。 

なお、平成２６年度(４月から２７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・ 

平成２６年  集合場所   集合場所 

１月１８日（土） Ｂ作業の日 現地集合 ２月２６日（水） Ｂ作業の日 現地集合 

１月２９日（水） Ｂ作業の日 現地集合 ３月５日（水） Ｂ作業の日 現地集合 

２月５日（水） Ｂ作業の日 現地集合 ３月９日（日） 定例会 腹帯集会場 

２月９日(日) 定例会 腹帯集会場 ３月１５日（土） Ｂ作業の日 現地集合 

２月１５日（土） Ｂ作業の日 現地集合 ３月２６日(水) Ｂ作業の日 現地集合 

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、定例行事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。怪我などには十二分に注意して活動

にご参加下さい。   事務局 電話＆FAX ０２２４－８７－２２７０  ﾒｰﾙ k-miyagi@mtc.biglobe.ne.jp 

    

ミニ水力発電グループの木製水車ミニ水力発電グループの木製水車ミニ水力発電グループの木製水車ミニ水力発電グループの木製水車完成報告完成報告完成報告完成報告    

 

ミニ水力発電グループの木製水車がやっと、水路に設置されるようになり、5 月の通常総会時に皆様にご披露をした 

ことは第 28 号の会報でもお知らせの通りです。 

その後、不都合な個所が生じましたが、何度も改善を繰り返し行いまして、順調に動くようになりました。 

そして、やっと発電ができるようになり、現在、夜間には街灯として活用されていましたが、昨年の 12 月 12 日から年

末にかけてイルミネーションも点灯し、クリスマスムードを盛り上げていました。 

当日はメロンのメンバーも参加して点灯のお祝いを、クリスマス会を兼ねて、ぱぴハウスで行いました。 

予算のない中で制作しましたので、関係各方面の方々のご協力により、無料で資材を提供頂いたりと、本当にあり

がたく思う次第です。今後もこの部会の活動には経費が掛かると思いますので皆様のご協力をお願いいたします。 

 

川崎町の資源をいかす会川崎町の資源をいかす会川崎町の資源をいかす会川崎町の資源をいかす会    事務局だより事務局だより事務局だより事務局だより    

                                                                    ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人    川崎町の資源をいかす会川崎町の資源をいかす会川崎町の資源をいかす会川崎町の資源をいかす会    

    第第第第３０３０３０３０号号号号        （平成２（平成２（平成２（平成２６６６６年年年年    １１１１月発行不定期月発行不定期月発行不定期月発行不定期    ））））    
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上：日中に水車が動いている様子です    

右；夜間照明が点灯している所です 

青根温泉雪あかりの青根温泉雪あかりの青根温泉雪あかりの青根温泉雪あかりのご協力ご協力ご協力ご協力をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。    

今年も青根温泉雪あかりを２月９日（日）に開催するに当たり、前日の２月８日（土）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のほどよろしくお願いいたします。 

日   時 平成２６年２月８日（土）午前 10 時～３午後 3 時頃迄 

集合場所 青根温泉児童公園 

作業内容 バケツに雪を詰めたり、雪灯篭を作りチェーンソーで 

キャンドルを置く穴をあける。なお、昼食にはカレーライスを準備 

しますので持参の必要はありません。                         青根温泉雪あかりの様子青根温泉雪あかりの様子青根温泉雪あかりの様子青根温泉雪あかりの様子    

準備の都合もありますので申し込みは 2 月 1 日(土)事務局宮城加代子までお願いします。 

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。 

青根温泉雪あかり青根温泉雪あかり青根温泉雪あかり青根温泉雪あかりのお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

平成 26 年 2 月 9 日(日)に開催します。御振舞は トン汁・手作り味噌田楽は午後 3 時からじゃっぽの湯特設会場 

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。 

    

笹谷山の楽校笹谷山の楽校笹谷山の楽校笹谷山の楽校        雪上観察会（アニマルトラッキング雪上観察会（アニマルトラッキング雪上観察会（アニマルトラッキング雪上観察会（アニマルトラッキング））））    

ご案内ご案内ご案内ご案内    

 

毎年、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が、今年も下記の通り予定し

ていますので皆様ぜひご参加ください。  
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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２６年 ２月９日（日） 

６．場所     旧笹谷分校校庭周辺の雑木林 

７、日程        ８：３０８：３０８：３０８：３０        集合集合集合集合 （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        １４：００１４：００１４：００１４：００        解散解散解散解散 

８、会費     600 円   ①保険料  ②暖かい汁 等 

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２６年２月３日（月）   ＦＡＸ及びＴＥＬ ０２２４－８４－５６７５森まで 

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

平成平成平成平成 26262626 年年年年「山の楽校」「山の楽校」「山の楽校」「山の楽校」                                            雪上観察会（アニマルトラッキング）申込書雪上観察会（アニマルトラッキング）申込書雪上観察会（アニマルトラッキング）申込書雪上観察会（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 

 

雁戸白炭の会よりお知らせ雁戸白炭の会よりお知らせ雁戸白炭の会よりお知らせ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で３，５００円（会員

価格） 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 菊地重雄理事長宅 

 ０２２４－８４－５８５４までお願いします。 

 

事務局から事務局から事務局から事務局からのお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

    

今年度は林野庁による「森林・山村多面的機能発揮対策交付

金」の申請を行った所、当会の活動が該当しているとの事で年額

６５２，０００円の助成金を受理しました。川崎―仙台薪ストーブの

会の活動に必要な機材や消耗品の支出に充てて、現在活用させ
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ていただいています。 

この事業に活動状況を視察するため、去る１２月２５日に協議会の担当者が現地に来られ、山の状況や活動され

ていた方々の様子をご覧になって、感心されて帰られました。この助成は今後２年間にわたり実施される予定です。 

さて、薪の需要が把握できなかったことから、今年は薪不足でいつもご利用いただいている方々に大変ご迷惑をお

掛けしました。 

つきましては平成２６年の薪を準備するに当たり、予約注文を受け、次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。下記予約注文書に記載して事務局まで４月１日まで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１３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、注文をチャンセルされてもかまいませんので必ず予約注文書は事務局まで送ってください。 

 

 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 メール k-miyagi@mtc.biglobe.ne.jp 

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

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

平成２６年度 薪の予約申込書 

平成  年   月   日 

（購入希望者） 

氏  名  

住  所  

電話番号  

（注文明細）                         

種類 サイズ 現金(円) 注文数 ㎥ 支払い額 

玉切り 80cm 材（搬出後） 0.75㎥ 軽ﾄﾗ 1 台 ５,000    

薪（針葉樹の乾燥材） 0.75 ㎥ 軽ﾄﾗ 1 台 5,000    

薪（乾燥材） 0.75 ㎥ 軽ﾄﾗ 1 台 10,000    

薪（乾燥材） 1,5 ㎥ 20,000    

           （自分で行う作業は下記のとおり） 

＊ 玉切り材（搬出後）貯木場からの運搬・玉伐り・薪割り・乾燥・保管 

＊ 薪（乾燥材）   貯木場からの運搬・保管 

ＭＥＭＯＭＥＭＯＭＥＭＯＭＥＭＯ    （何かございましたらどんなことでも結構ですのでご記載ください）    

    

    

    

    

    


