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平成 31 年の年頭にあたり
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
新年を迎え、会員の皆様におかれましては慶賀のひと時をお過ごしのこととお慶び申し上げます。
日頃より、「いかす会」の活動にご支援いただき厚く御礼申し上げます。
「いかす会」のエネルギー部会では、多くの方々からの寄付金を仰ぎ、川崎町の中央を流れる農業用水路を利用
した木製の水車によるミニ水力発電に挑戦していますが、平成 29 年度より、宮城県のエコタウン形成事業化支援
事業補助金を活用し、粉挽小屋を併設したミニ水力発電所（北原第 2 発電所）を建設中です。
発電は、一般社団法人持続可能で安心安全な社会をめざす新
エネルギー活用推進協議会（JASFA）さんのご協力を得た共
同研究で、防犯灯や粉挽小屋の照明とするほか、蓄電し非常時
に一般住民に開放できる外部電源（携帯電話への充電等）とし
ても活用します。
粉挽小屋は、水車の回転を利用した石臼で、そば粉を挽く挽
き臼と、精米等ができる搗き臼を設置します。２月中には完成
の見込みで、４月ごろまで試運転と調整を重ね、自家栽培のそ
ばを自家製粉して、寄付金を寄せてくださった方々や製作・建
設にご協力くださった方々にお披露目し、「挽きたて・打ちたて・茹でたて」の手打ちそばを提供できるように準
備を進めます。粉挽小屋を活用すべく、そばを栽培するグループも発足しました。いつの日か、川崎町の観光スポ
ットの一つとして地域おこしに寄与する施設になることが目標です。
「いかす会」の主要な事業の一つである、農林産部会の萌芽更新事業では、特定非営利活動法人「どんぐりの森」
の協力を得て、青根温泉の近くに新たな活動地を確保できました。この活動地は、特定非営利活動法人「どんぐり
の森」が所有する広葉樹を主体とした山林で、ＣＯ２削減と里山の復活を目指して活動するグループ「川崎－仙台
薪ストーブの会」が、今後継続的に活動を続けられる見込みです。
「いかす会」は、皆伐によって萌芽更新の促進を図る手法を取っていますが、伐倒した広葉樹は薪や白炭に加工
して熱エネルギーとして利用することによって化石燃料の削減に寄与するほか、原木キノコのホダギとしても利用
しています。また、近年各地でナラ枯れ病が猛威を振るい始めていますが、「いかす会」が進める皆伐による萌芽
更新の促進は、ナラ枯れ病を食い止めることにも繋がることから、里山の資源を積極的に活用するこのような活動
の輪がもっと各地に広がるよう啓発してまいりたいと思います。
元号の変わるこの新しい年が、「いかす会」と会員の皆様にとって、より良い年となりますよう心より祈念し、
年頭のご挨拶とさせていただきます。
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原木キノコ（ナメコ・ヒラタケ）植菌体験会実施報告
去る 12 月 1 日（土）に、原木キノコ（ナメコ・ヒラタケ）の植菌体験を実施しました。
午前 9 時 30 分に腹帯集落センターに集まり、作業方法や植菌後の手入れ方法の講習を受けたのち、菊地理事宅
の前庭で植菌の実体験を行いました。当日の参加者は 20 名で、時折、小雨と風が吹きつける肌寒い日でした。は
じめて体験する方も多かったのですが、全員で楽しく作業をすることができました。ドリルで穴開け後、なめこ・
ひらたけの菌を打ち込み、菌の漏れがないかどうかお互いにチェックし合いながら楽しく、和気あいあいとした植
菌作業でした。
今後の管理は、
①直射日光の当たらない場所（例：庭の日蔭等）で、地面に仮伏せしておいてください。
②菌が回りやすくするために保温用として古いシーツ・毛布、ゴザ等をかぶせ、時々散水してください。
③翌年の春（5～6 月）、ほだ木にかぶせたものをとり、本伏せします。
しいたけと違い動かしてはいけません。地面に直接伏せて、ほだ木は動かさないでください。
原木キノコのおいしさをぜひとも味わってください。

原木キノコ（シイタケ）植菌体験のご案内
12 月のナメコ・ヒラタケの植菌体験に続き、次回はシイタケの植菌体験を実施します。
日

時

平成 3１年 2 月９日（土）
午前 9 時 30 分～12 時頃

集合場所

腹帯集落センター
川崎町大字前川字松葉森山

参 加 費

大人一人につき

1,600 円

（植菌済みの原木 2 本持ち帰り）
会員は地域通貨（4 キモチ）可
子供一人につき

800 円

（植菌済みの原木１本持ち帰り）
定

員

20 名（定員に達したら締め切り
（但し、参加者が 10 名に満たない場合は
中止することもあります。）

申込み・問い合わせ先 特定非営利活動法人

川崎町の資源をいかす会（後段 連絡先蘭参照）

原木準備の都合がありますので、お申し込みは、氏名、連絡先、人数（大人○人、子供○人）を明記してください。
なお、申込期限は２月１日（金）です。
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「青根温泉雪あかり」にご協力をお願いします
今年も、2 月 10 日（日）に「青根温泉雪あかり」が開催され
ますが、前日の 2 月 9 日（土）に「いかす会」の皆様に「灯篭
づくりのお手伝いをお願いしたい」との要請が参りました。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 9 日（土）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
お昼には昼食を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 2 月 4 日(月)までに事務局宮
城まで申し込みをお願いします。なお、参加者には「じゃっぽの湯」の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 31 年 2 月 10 日(日)に開催します。お振る舞いもあります
ので、是非、ご来場ください。
午後 3 時頃から「じゃっぽの湯」特設会場でトン汁や味噌おでん
などのサービスがあります。また、お子様向けのゲームや景品も用
意しているとのことですので、青根温泉までお運びください。
2 月 10 日（日）は川崎－仙台薪ストーブの会の定例会ですが、
終了後に是非お立ち寄りください。
点灯式は青根温泉児童公園で午後 4 時 30 分に開始し、午後８時
30 分ごろまで雪あかりが楽しめます。

安全な農作物づくりグループの活動計画について
グループリーダー：大村正美
１．はじめに
私、大村正美はこれまで、理事として広報とホームページを担当する傍ら、「いかす会」の活動枠にとらわれる
ことなく、野菜や果樹・味噌づくりを進めてきましたが、昨年度の夏「蕎麦プロジェクト」をスタートさせたとこ
ろ、多くの会員の応援を得て収穫にこぎつけ、そばの自家栽培の手ごたえを感じました。このことを受け、また粉
挽水車の完成も間近であることから、これまでの個人的な活動を「農林産部会－安全な農作物づくりグループ」の
活動として進めることとしました。
この主旨に賛同される方、興味のある方、協力いただける方は気軽に参加してください。
２．目的
「いかす会」の主旨に沿い、川崎町の資源（大地の恵み）を活かした安全・安心・元気な農作物を栽培すると同
時に、川崎町の四季の移り変わりを感じながら手触りのある生活を体感・体験する。
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３．平成 31 年度 活動計画概要
●１月

手前味噌つくり（川崎産大豆：みやぎしろめ、麹を利用）

●２月

梅林の枝剪定（梅の木 20 本程度）

●３月

ファーム畑起こし

●４月～１１月

野菜つくり（300 坪：ジャガイモ、玉ねぎ等約 20 種類）
草刈り(草刈り機２台あり)

●７月

梅採り、梅林草刈り

●６月～１０月

ブルーベリー栽培（約 60 本）（草刈り、摘み取り、剪定、肥料）

●７月～１０月

蕎麦栽培（種まきから刈り取り～脱穀）

●１０月

ファーム畑閉め ⇒ 野菜収穫祭

●１１月

蕎麦製粉（水車で粉挽）⇒手打ち蕎麦体験

●１２月

餅つき（川崎産：みやぎこがねで杵&臼を使用）

４．その他
・開催毎に、HP やメール等で日時と場所の連絡をいたします。
・梅、野菜、ブルーベリー等は会員へ販売し、いかす会の収益に寄与していくと同時に状況を見ながら販売拡大
を試行していく。
５．体制
◎リーダ－：大村正美、菅野則明
６．連絡先

大村メール（oomura.masami@mou.ne.jp）
一緒に活動を希望される方は、メールアドレスを添えて大村メールまで連絡ください。
以後、開催毎にメールで案内を差し上げます。

川崎－仙台薪ストーブの会

例会及びＢ作業活動のご案内

1月

定例会 休み

Ｂ作業の日

19 日(土)

23 日(水) 27(日)

2月

定例会 10 日(日)

Ｂ作業の日

7 日(水)

16 日(土)

24 日(日)

27 日(水)

3月

定例会 10 日(日)

Ｂ作業の日

7 日(水)

16 日(土)

24 日(日)

27 日(水)

＊集合場所：定例会は腹帯集会場、Ｂ作業は活動現地に直接です。9 時 30 分までに集合してください。
＊参加する場合は、当日参加できなくなっても構いませんので必ず事前に連絡くださるようお願いします。

事務局からのお願いとご案内
メールが利用できる会員の方で、事務局からメールでの案内が届いてない方、又は、ランバージャックに加入し
て「川崎－仙台薪ストーブの会」の情報が欲しい方は、事務局までお知らせください。また、メールアドレスの変
更があった場合もお知らせください。その都度、変更しているつもりですが、万全を期すためよろしくお願いしま
す。
第4回

木を使って森を元気に！

薪ストーブ・ペレットストーブ展示・体験フェスタのご案内

日時

2019 年 2 月 2 日（土）10:00

会場

勾当台公園

～15:00

市民広場、円形広場

当会の｛川崎—仙台薪ストーブの会｝で出展します。沢山の方に来ていただければと思います
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

E.mail：k-miyagi@mtc.biglobe.ne.jp

ホームページ http://kawasaki-shigen.jp

4

