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川崎町北原発電所設置に向けてスタート川崎町北原発電所設置に向けてスタート川崎町北原発電所設置に向けてスタート川崎町北原発電所設置に向けてスタート    

ミニ水力発電グループミニ水力発電グループミニ水力発電グループミニ水力発電グループ    

ミニ水力発電グループでは一昨年から川崎町内で小水力発電所を設置するため、毎月定例会で勉強会を開催

し、昨年は実際に木製水車を制作、合わせて国土交通省に水利権利用許可を得るため、川崎町に働きかけを行

った結果、3月 21 日付で国交省より認可があった旨を、3月 27 日付で川崎町より連絡がありました。 

つきましては、桜䑓清志理事を中心に今後進めていく事になりました。 

当面は下記の工程表で行う予定ですが、多少日程日変更がある場合もありますので担当理事へお問い合わせ

ください。桜 台 清 志 routeg@sakuradai.jp 携帯 090-3368-1010 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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２２２２7777 号号号号        （平成２（平成２（平成２（平成２５５５５年年年年    ４４４４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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平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度    みんなのみんなのみんなのみんなの森林森林森林森林づくりプロジェクトづくりプロジェクトづくりプロジェクトづくりプロジェクト推進事業推進事業推進事業推進事業    

（（（（県民提案型県民提案型県民提案型県民提案型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援支援支援支援））））のののの助成金助成金助成金助成金がががが確定確定確定確定しましたしましたしましたしました。。。。    

これは宮城県が実施している事業で、宮城環境税からの助成金になります。私たち川崎―仙台薪ストーブの会

の活動に対し、この度助成金が支給されることになりました。 

 宮城県の担当者が実際に現地に出向き、活動の様子やその活動の内容を聞き取り頂いた結果、素晴らしい活

動であるとの評価を得ました。 

 担当者はこのような活動をＮＰＯ法人が継続的に実施して、萌芽更新の経過状況がよく理解が出きたと言っ

て下さいました。今後もぜひ続けて欲しいとのことでした。 

 

宮城県からの視察があった３月６日の様子   だいぶ雪が消えた３月１６日の様子  (写真：宇田川) 

 

SSSSaruhanatreearuhanatreearuhanatreearuhanatree のご紹介のご紹介のご紹介のご紹介    

猿鼻街道沿いのツリーハウス建設記録変じて樵日誌になったところ、”(川崎仙台薪ストーブの)会員の面白広

場”という嬉しい名前を頂きました。ここでは川崎―仙台薪ストーブの会の仲間たちの活動が報告されていま

すので是非ご紹介したいと思います。川崎町内だけではなく、会員同士が情報交換をしながら活動しています 

http://d.hatena.ne.jp/saruhanatree/http://d.hatena.ne.jp/saruhanatree/http://d.hatena.ne.jp/saruhanatree/http://d.hatena.ne.jp/saruhanatree/        川崎町の資源をいかす会のＨＰのリンクからも入れます。川崎町の資源をいかす会のＨＰのリンクからも入れます。川崎町の資源をいかす会のＨＰのリンクからも入れます。川崎町の資源をいかす会のＨＰのリンクからも入れます。    

川崎—仙台薪ストーブの会４月川崎—仙台薪ストーブの会４月川崎—仙台薪ストーブの会４月川崎—仙台薪ストーブの会４月定例会開催のお知らせ定例会開催のお知らせ定例会開催のお知らせ定例会開催のお知らせ    

４月の定例会及びＢ作４月の定例会及びＢ作４月の定例会及びＢ作４月の定例会及びＢ作業の日業の日業の日業の日を下記のとおり開催しますのでお知らせします。参加ご希望の方はお早めに

事務局までお知らせいただければと思います。 

定例会開催日：定例会開催日：定例会開催日：定例会開催日：平成２５年４月１４日（日）午前９時３０分から 1５時  

内容 １）新入会員の紹介  ２）現地活動  ３）その他 

参加希望者は２日前までお申し込み下さい。 kkkk----miyagi@mtc.biglob.ne.jpmiyagi@mtc.biglob.ne.jpmiyagi@mtc.biglob.ne.jpmiyagi@mtc.biglob.ne.jp    

定例会会場及び時間：定例会会場及び時間：定例会会場及び時間：定例会会場及び時間：川崎町大字前川字松葉森山「腹帯公民館分館」（はらおび）午前 9時 30 分 

携行品：携行品：携行品：携行品：筆記用具程度 昼食・飲み物・タオル。山作業に適した服装 

今後のＢ作業の日今後のＢ作業の日今後のＢ作業の日今後のＢ作業の日    実施日時：実施日時：実施日時：実施日時：平成２５年４月２０日（土）２４日(水) 

  時間９時３０分１５時までの間（都合のいい時間に参加出来ます。現地に直接おいで下さい。） 

申込み先申込み先申込み先申込み先        ＮＰＯ法人 川崎町の資源をいかす会 ☎&FAX 0224-87-2270 

E-MAIL k-miyagi@mtc.biglobe.ne.jp 

 なお、毎月連絡はできませんので右記の予定表を大切に保管しておいてください。 
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平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度    「川崎―仙台薪ストーブの会」年間（予定）表「川崎―仙台薪ストーブの会」年間（予定）表「川崎―仙台薪ストーブの会」年間（予定）表「川崎―仙台薪ストーブの会」年間（予定）表 

月 日 定例会他定例会他定例会他定例会他    その他（会場等） 水曜日 土曜日 Ｂ作業活動日Ｂ作業活動日Ｂ作業活動日Ｂ作業活動日    

4 月 14 (日) 伐倒・玉伐り・搬

出 

 

腹帯公民館・現地 3(水) 20（土） 伐倒・玉伐り・搬出 

 24 (水)  玉伐り・搬出 

5 月 12(日) 柴木の整理 

現地の整理 

玉伐り・薪割り 

腹帯公民館・現地 １（水） 18（土） 玉伐り・搬出 

 22 (水)  薪棚の製作・整備 

6 月 9 (日) 

 

 

山道の普請 

玉伐り・薪割り 

腹帯公民館・現地 5(水) 15（土） 刈払い 

玉伐り・薪割り 

 26 (水)  薪棚の製作・整備 

7 月 14(日) 

 

柴木の整理 

現地の整理 

玉伐り・薪割り 

腹帯公民館・現地 3(水) 20（土） 玉伐り・薪割り 

 24 (水)  薪棚の製作・整備 

8 月  お休みお休みお休みお休み     7(水) 17（土） 薪棚の製作・整備 

 28 (水)  薪棚の製作・整備 

9 月 8(日) 

 

後期実施計画の 

具体化・現地整理 

腹帯公民館・現地 4(水) 21（土） 薪棚の製作・整備 

 25 (水)  薪棚の製作・整備 

10 月 13(日) 

 

チェーンソー講習会と 

森のお茶会 

腹帯公民館・現地 2(水) 19（土） 薪棚の製作・整備 

 23 (水)  伐倒・玉伐り 

11 月 10(日) 入山・伐倒・玉伐り・ 

搬出・薪割り 

腹帯公民館・現地 6(水) 16（土） 伐倒・玉伐り他 

 27(水)  伐倒 

12 月 8(日) 入山・伐倒・玉伐り・ 

搬出・薪割り 

腹帯公民館・現地 4(水) 21（土） 伐倒 

 25(水)  伐倒 

1 月  お休みお休みお休みお休み     8(水) 18（土） 伐倒 当月のみ第当月のみ第当月のみ第当月のみ第 2222 水曜水曜水曜水曜 

  29 (水)  伐倒 当月のみ第当月のみ第当月のみ第当月のみ第 5555 水曜水曜水曜水曜 

2 月 9(日) 入山・伐倒・玉伐り・ 

搬出・薪割り 

腹帯公民館・現地 5(水) 15（土） 伐倒 

 26(水)  伐倒 

3 月 9（日) 入山・伐倒・玉伐り・ 

搬出・薪割り 

腹帯公民館・現地 ５(水) 15（土） 伐倒 

26 (水)  玉伐り・搬出 

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 昼食持参 8 月・1月の定例会はお休み 。 

「Ｂ作業活動日」は、「Ｂ作業活動日」は、「Ｂ作業活動日」は、「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作業実施の記載及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。また、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下さい。 

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」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」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」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。て活動にご参加下さい。て活動にご参加下さい。て活動にご参加下さい。    

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    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    事務局事務局事務局事務局    電話＆電話＆電話＆電話＆FAXFAXFAXFAX    ０２２４－８７－２２７００２２４－８７－２２７００２２４－８７－２２７００２２４－８７－２２７０ 
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水車作成に伴う募金について水車作成に伴う募金について水車作成に伴う募金について水車作成に伴う募金について((((お願いお願いお願いお願い))))    

この度、水車を制作するに当たり皆様方に寄付のお願いをさせて頂くことになりました。この事業は川崎町

の資源をいかす会の「食とエネルギーの自給」を目指すという会の目的であり、発注元がないため現段階では 

資金がきわめて少ないので、皆様方のご支援・ご協力に頼る次第です。設置の場所は、川崎町森林組合とぱぴ

ハウスとの間にある堀です。将来的には川崎町の豊富な沢や水路を利用して小水力発電を町内中に増やしてい

きたいと思っていますが、今回はそのためのデータ等の収集を行う大切な事業になります。また、発電までの

仕組みを子供たちに紹介する環境授業も考えています。皆様方のご協力のほどよろしくお願いいたします。 

募金は現金・きもち（地域通貨）・郵便振替・銀行振込みなんでも結構です。 

銀行 七十七銀行川崎支店普通預金 口座 5126053 

郵便振替 口座番号 02210-3-68929  現金・きもちは直接事務局まで 

なお、貯まっているキモチをご希望の方はメールや電話でも結構です。  

 

青根青根青根青根温泉雪あかりが無事終了！！ご協力ありがとうございました。温泉雪あかりが無事終了！！ご協力ありがとうございました。温泉雪あかりが無事終了！！ご協力ありがとうございました。温泉雪あかりが無事終了！！ご協力ありがとうございました。    

去る、２月１０日（日）に開催された青根温泉雪あかりを実施す

るに当たり、今年も川崎町の資源をいかす会の方々にチェーンソ

ーでの灯篭づくりのお手伝いを前日の9日にいただき本当に助か

りました。 

お陰さまで沢山の燈篭ができ、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ました。当日は、約 4000 人の来訪

者があり、素晴らしかったとのお声を掛けていただくことができま

した。 青根地区は年々高齢化が進み皆さんのお手伝いは本当

にありがたくまた、とても助かっております。また来年もよろしくご

協力のほどお願いいたします。 

 

ＢＥＳＳフォレストクラブＢＥＳＳフォレストクラブＢＥＳＳフォレストクラブＢＥＳＳフォレストクラブ様より活動費として協賛金を頂戴しました様より活動費として協賛金を頂戴しました様より活動費として協賛金を頂戴しました様より活動費として協賛金を頂戴しました    

平成 25 年度の川崎―仙台薪ストーブの会の活動に対して、去る 3 月 26 日に 40 万円の協賛金を頂戴しました。 

是非、有意義に使用させて頂くとおもに、心から感謝申し上げます。 

 これは、昨年 10 月に現地での活動を直接見学いただき、また、あわせて現地で実際に作業体験にも参加いただき、

私たちの活動に対し感銘いただきました。里山の再生の大切さをご理解いただき、萌芽更新の様子も見て頂いたこと

で、理解を深めて頂けたのではないかと思います。末永く見守っていただければありがたいです。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したい方へランバージャックに加入したい方へランバージャックに加入したい方へランバージャックに加入したい方へ((((ご案内ご案内ご案内ご案内))))    

川崎―仙台薪ストーブの会の会員の中で連絡に利用しているメールアドレスです。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。この会に加入を希望される方は、担当の、宇田川さんまで 

連絡ください。アドレスは udagawa01@jcom.home.ne.jp  です よろしくお願いします。 

 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 


