
 
 

10 月 10 日（土）、「2015 しわエコまつり」が紫波町情報交流館（オガールプラザ）で開催されました。

しわエコまつりは、クイズや工作などの体験をとおして親子で環境について考えてもらうきっかけづくりに

 なればと、しわエコ連絡会に所属する環境団体が企画しています。

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
会場の市民交流ステージにはたくさん

の方が訪れました。 

ごみの分別やリサイクル工作、木に触れたりお話を聞いたりいろいろな体験を

とおして、たのしく環境に興味をもってもらえたようです

 

■ しわエコまつり 

 
 今年も残すところ１ヶ月を切りました。

 皆さまにおかれましては、どんな一年でしたでしょうか？

 さて、紫波みらい研究所は会員の皆さまや、活動にご理解、ご協力いただ

いた方々のおかげで、無事に事業を進めることが出来ました。ありがとうご

ざいました。 
 これから紫波冬まつりでの夢灯りに参加など、冬のイベントも予定してお

ります。ぜひ皆さまにも足を運んでいただければ、うれしく思います。

 来年も、また元気な姿で皆さまとお会いできますことを楽しみにしており

ます。 
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なればと、しわエコ連絡会に所属する環境団体が企画しています。 
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今年度紫波みらい研究所では、「平成 27 年度岩手

県民参加の森林づくり促進事業」の支援をうけて、

「紫波の森づくりをはじめよう！森林整備技術講習

会」を 6 月から 2 月まで全 8 回の予定で実施してい

ます。講習会は赤沢公民館、赤沢の山林をお借りし、

ＮＰＯ法人いわて森林再生研究会の指導で行われて

います。 

 受講生は少人数（10 名程度）で、じっくりとわか

らないことはその都度確認しながら教わることが出

来ます。 

四季折々の山の移り変わりを見ながら、和気あい

あいと行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェンソーの構え方 

や、メンテナンスの 

仕方など森林整備の 

基本を教わります 

 

 

 

 

 

 

 平成 25 年 8 月 9 日の豪雨で山王海ダムへの道が

寸断され平成の森での活動ができませんでした。 

 今年は 3 年ぶりに平成の森で植樹、そして以前植

樹した木の育林作業（間伐、枝打ち）を行いました。 

 参加した親子からは「日常生活ではのこぎりやな

たを使用して立木を切る事がないから、新鮮な体験

でした」という感想をいただきました。 

 その後、クリ拾いや山王海ダムの見学、ヤマメや

イワナの稚魚を滝名川に放流など、秋の一日を楽し

く過ごしました。 

  

 

 

 

 今年度も SAVE JAPAN プロジェクトのご支援

をいただき、年 4 回の予定で開催しています。 

 6 月は大正園で森の観察、8 月は赤沢川で生き物

探し、そして 10 月には大正園で秋の里山を楽しみ

ました。次回は 2 月 11 日の予定です。 

 

 ＜夏の赤沢川で生き物探し＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜秋の大正園＞ 

 

集めたどんぐりで 

 パチンコ大会！ 

■ 紫波の森づくりをはじめよう！ 
森林整備技術講習会 

■ 9/27(日)平成の森～動物と共生する森を創ろう!  

親子ふれあい研修   

■ 森のあそび場“りんくる” 



 
 
 

                   今年で 12 年目の「國學院大學里山づくりプロジェクト」は、 

3 泊 4 日の日程で、昨年に引き続き長岡地区で行われました。 

今年は現役学生 14 名、ＯＢ・ＯＧ、職員等が 20 名の総勢 

34 名の参加、そのうち初参加が 12 名という構成。はじめて鉈 

や鋸を手にした学生たちは、指導をしていただいた山仕事くらぶ 

のみなさんや先輩、地元の方々のお話しを聞きながら慎重に作業 

を進めていきました。 

 

 

 

 昨年、間伐作業を始める前は昼でも暗か 

った山頂までの道が、両側のスギや雑木が 

2 年間の作業後はたくさん日が差し込む明 

るい道になりました。  
 國學院大學森木会のみなさん、長岡地区 

のみなさん、たいへんおつかれさまでした。 
 
 
 
 
 
 
 ５月から始まったプログラムは、紫波町での１泊

２日の講義がオガールなどを会場に行われました。 
なんと！オガールへ視察にいらしていた石破茂大臣が学生

のみなさんにひと言というサプライズも！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 月に 20 名、11 月には 24 名の学生がゼミの研

修視察にいらっしゃいました。 

 再生可能エネルギー施設や木質バイオマスの利活

用など紫波町の取り組みについて、学生のみなさん

は大変興味を持っていただき、質問も多く時間オー

バーすることも。ぜひ、これからの勉強に活かして

いただきたいと思います。 

 

 
 
 
 紫波ツーリズム協議会では、昨年に引続き中央大

学２２名のツーリズム体験の受入れをしました。 

また、体験後の循環型まちづくり施設見学では、

見学先の上平沢小で一緒に給食もいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに今年は、学生たちが紫波町などでの体験を

活かしたビジネスプランの発表会も。 

今回の受入農家さん、

紫波ツーリズム協議会

の会員、そして熊谷紫

波町長も出席いただき

学生たちのプレゼンを

興味深く聞いていただ

きました。 

 

 その他、今年は岩手県立大学の学生１１名もツー 

リズム体験に来ています。 

 

今年も多くの学生さんが紫波町を訪れています 

■ 8/27～30 國學院大學里山づくりプロジェクト 
in 長岡地区舘山 

■ 7/4～5 岩手大学教育学部 
    社会教育課題研究プログラム 

■ 9/14～17 中央大学 丸山ゼミ 

       アグリプロジェクト 

■ 福島大学 行政政策学類 
   循環型まちづくりの視察に来ました 

※上記事業は、紫波みらい研究所がコーディネートしています 



 
 
  今年のメイン会場はオガールエリアです。

みらい研は、紫波中央駅前を“夢灯り”で飾ります。

  夢灯りの準備、当日の参加のご協力をお願いします。

    

  1 月 9 日（土）午前 10 時から

1 月 16 日（土）午前 10 時から

          午後 ３時から

          午後 ４時から

点火後は、

6 時 30 分には

          午後 7 時～7

    ※終了後、新年会を兼ねた懇親会を行います。参加いただける方は事務局までご連絡ください。

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※年会費について※

平成２７年度の会費が未納の方は

１月２0 日までに納入お願いします

 

個 人 会 員   ３，０００円

団体(法人)会員    ３，０００円

賛助会員 

     個 人  １口  ２，０００円

     団体(法人)１口  １０，０００円

 

○ 紫波の森づくりをはじめよう！

 平成 27 年 12 月 19 日（土）

○ 紫波の森づくりをはじめよう！

 平成 28 年 1 月 16 日（

○ 2016 紫波冬まつり 今年も夢灯りに参加します

 平成 28 年１月 16 日（

○ 森のあそび場“りんくる冬

 平成 28 年 2 月 11 日（

○ 紫波の森づくりをはじめよう！

 平成 28 年 2 月 20 日（

○ 2016 東日本大震災追悼夢灯り

     平成 28 年 3 月 5 日（土

       みらい通信やホームページ・ブログで随時、情報提供を発信していきます。

みなさんの参加をお待ちしております。

〓〓 

編 ◇ 集 ◇ 後 ◇ 記 

約半年ぶりの「みらい通信」の発行となりました。

みなさまのご協力のおかげで、事業をすすめるこ

とができました。                  

特に今年度はオガール効果もあり循環型まちづくり

についての視察も半年で昨年 1 年間の件数に達して

おります。 

今年のメイン会場はオガールエリアです。 

みらい研は、紫波中央駅前を“夢灯り”で飾ります。 

夢灯りの準備、当日の参加のご協力をお願いします。 

時から 12 時 夢灯り作成準備 竹などを使った夢灯りを作ります

時から 12 時  〃  〃     〃 

３時から ４時 夢灯り設置 駅のロータリーなどに飾ります

４時から ７時 夢灯り点火   

、駅～オガール～役場庁舎前（メイン会場）の夢灯りをお楽しみください

分には役場西側で花火の打ち上げもあります 

7 時 30 分 撤去作業にもご協力ください 

※終了後、新年会を兼ねた懇親会を行います。参加いただける方は事務局までご連絡ください。

  

※年会費について※ 

平成２７年度の会費が未納の方は 

日までに納入お願いします 

３，０００円 

３，０００円 

２，０００円 

１０，０００円 

紫波の森づくりをはじめよう！森林整備技術講習会⑥ 

日（土） ９時から１５時 赤沢公民館集合 

紫波の森づくりをはじめよう！森林整備技術講習会⑦ 

日（土） ９時から１５時 赤沢公民館集合 

今年も夢灯りに参加します 

日（土） 午後４時夢灯り点火 紫波中央駅ロータリー

冬” 

日（木・祝） 時間、場所未定 

紫波の森づくりをはじめよう！森林整備技術講習会⑧ 

日（土） ９時から１５時 赤沢公民館集合 

東日本大震災追悼夢灯り（予定） 

土） 

い通信やホームページ・ブログで随時、情報提供を発信していきます。

みなさんの参加をお待ちしております。 

 今後のスケジュール 〓〓 

約半年ぶりの「みらい通信」の発行となりました。   紫波町の取り組みについて町外、県外また

みなさまのご協力のおかげで、事業をすすめるこ   海外からも注目を集めていますが、町民には

                  どれだけ理解してもらっているのか？

特に今年度はオガール効果もあり循環型まちづくり   来年はもっと町内への情報発信を充実させ

年間の件数に達して   ていかなければと考えています。

紫波みらい研究所 ホームページ

http://www.shiwa-mirai.com/

みらい通信 - みらい研ブログ

http://shiwamirai.blog75.fc2.com/

 

＜業務時間＞ 

   火曜日～金曜日 8：30

     土曜日   9：00

（月曜・日曜日・祝日はお休みです）

年末年始休業日 １２月２７日～１月４日

竹などを使った夢灯りを作ります 

駅のロータリーなどに飾ります 

駅～オガール～役場庁舎前（メイン会場）の夢灯りをお楽しみください 

※終了後、新年会を兼ねた懇親会を行います。参加いただける方は事務局までご連絡ください。 

紫波中央駅ロータリー 

い通信やホームページ・ブログで随時、情報提供を発信していきます。 

紫波町の取り組みについて町外、県外また 

海外からも注目を集めていますが、町民には 

どれだけ理解してもらっているのか？ 

来年はもっと町内への情報発信を充実させ 

ていかなければと考えています。 

ホームページ 

mirai.com/ 

みらい研ブログ 

http://shiwamirai.blog75.fc2.com/ 

30～17：30 

00～15：00 

（月曜・日曜日・祝日はお休みです） 

１２月２７日～１月４日 


