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住民環境課生活環境係 

(課長)毛利 岳夫 (担当) 大槻 恵子 
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平成28年度　長野県地域発元気づくり支援金活用事業主催／箕輪町　共催／箕輪町商工会

自然エネルギーを活用した事例の発表 ＆ 講演会

事例発表

講　演　会 午後4時～5時15分

みんなで
ふれて、学んで、
体験しよう！

箕輪町の自然特性である山と水を活かした自然エネルギーについて、学んだり
体験して理解を深めていただくイベントを開催します。この体験をきっかけに、
ぜひ皆さんの生活にもとりいれてみてください。

会場 箕輪町文化センター・地域交流広場
時間 午前10時～午後5時15分
１０月30日（日）

会場：箕輪町文化センター ホール
午後3時15分～3時 45分（開場 午後 2時 45分）

長野県企業局 「県が検討している箕輪ダムの水力発電計画」

しぶさわ　 じゅいち

講師：澁澤　寿一氏

演題：「里山を中心とした地域づくり・森づくり・人づくり」
～地域資源を活かした循環型社会へ～

プロフィール 
NPO法人「樹木・環境ネットワーク協会」理事長・認定NPO法人「共存の
森ネットワーク」理事長・「渋澤事務所」代表（渋澤栄一曾孫）・農学博士。
1952 年、東京生まれ。東京農業大学大学院博士課程修了。1980年国際
協力事業団専門家としてパラグアイ国立農業試験場に赴任。帰国後、長
崎オランダ村、循環型都市「ハウステンボス」の役員として企画、建設、運
営まで携わる。
現在、地域の里山保全、奥山の環境修復、バイオマスを活用した地域づく
り事業などを、NPO、企業、行政の協働で進め、森づくり、地域づくり、人
づくりの活動を実践。森林文化の教育、啓発も行っている。

2016
みのわ自然エネルギー
体験フェスタ

2016
みのわ自然エネルギー
体験フェスタ

お申込み・お問合せ先　箕輪町役場　住民環境課　生活環境係
電話：0265-79-3111（内線115）　FAX：0265-79-0230　E-mail：jukan@town.minowa.nagano.jp

つくる＆
体験

資源の循
環

展示コー
ナー など、いろ

いろあり
ます！

イベント
の詳細は

中面・裏
面をご覧

ください

申込不要

木育イベント

触れて！来て見て

同時開催



ペレットストーブ焚き方指南

【チャイルドトレーラー試乗体験】

間伐材を使った椅子づくり

つくる＆体験
炭火の楽しみ方

薪づくりワークショップ

木材チッパーでチップづくり

水素、バイオエネルギーの紹介

オープニングセレモニー

炭はくらしを楽しくする自然エネルギー

伊那谷の間伐材から生まれた
ブロックで遊ぼう

講師： 株式会社サンケイ商事

☆時間 …午前10時～10時30分
☆場所 …地域交流広場

自転車＋サイドカーのエコな乗り物！
※体験の時間は未定（受付へお問合せください）　
（Kinopio）ペレットストーブの効率的な焚き方を学びます。

☆時間 …午前10時30分～午後3時

間伐材を使って、楽しく工作しよう！
☆対象 …小学生以下の子どもと保護者
☆時間 …1回目午前11時～正午
 　2回目午後1時～2時
☆申込みは当日…
 　1回目：午前10時30分～
 　2回目：午後0時30分～
★各回先着15組
　（上伊那建設労連 箕輪分会）

炭火で焼いたピザの試食があります。
☆時間 …午前10時30分～午後3時
　（株式会社伊那炭化研究所）

赤白、産地・等級別飲み比べ。

その他

⇒次のページをご覧ください

水力発電の展示・体験

ご家庭の剪定枝等をお持ちください。
※チップを持ち帰る袋をご持参ください。
☆時間 …午前10時30分～午後2時30分
　無料　（株式会社大橋）

地元の赤松を利用したKEESブロックで
椅子や机を組み立ててみよう。
子どもから大人まで楽しめます。
☆時間 …午前10時30分～午後3時
☆対象 …3歳～大人対象
☆場所 …文化センター2階
（KEESプロジェクト）

☆時間…午前10時30分～午後3時
☆場所 …文化センター1階

資源の循環を実践しよう!
☆時間 …午前10時30分～午後3時
☆場所 …地域交流広場バイオマス、水素等自然エネルギー活

用の紹介。（箕輪セカンドエネルギー）

生ごみ処理機の展示
生ごみの減量化や資源として有効活用し
てみませんか。

地元の間伐材から製造した木炭の展示、
販売。（株式会社伊那炭化研究所）
☆場所 …地域交流広場

県産材からつくった自転車です。
☆場所 …文化センター2階
（Kinopio）

木製自転車の展示

会場 箕輪町文化センター・地域交流広場
時間 午前10時～午後5時15分
１０月30日（日）

2016
みのわ自然エネルギー体験フェスタ
2016
みのわ自然エネルギー体験フェスタ

水車発電機のカットモデル展示、各種
パネル展示、子ども向けの各種発電機
の工作体験、ジオラマ模型での電車運
転体験など。（長野県企業局）

フードドライブを実践してみよう
⇒裏表紙をご覧ください。（箕輪町消費者の会）

段ボールコンポストの紹介
ごみの資源化と減量化ができます。
（箕輪町消費者の会）

子ども服のリユース

生ごみ肥料の無料配布

※当日の持ち込みは受け付けません。
（箕輪町消費者の会）

地中熱のすすめ

家庭用燃料電池、省エネ設備の紹介

再生可能エネルギーである地中熱の
紹介。DVD放映など。（株式会社角藤）

おうちで発電する燃料電池や省エネ設
備の紹介と、お子さん向けの簡単な実
験コーナー。（岡谷酸素株式会社）

お申込み・お問合せ先　箕輪町役場　住民環境課　生活環境係
　　電話：0265-79-3111（内線 115）　FAX：0265-79-0230　E-mail：jukan@town.minowa.nagano.jp
　　

～炭火で焼いたピザを食べよう～

生ごみで作った肥料を使ってみましょう。
※なくなり次第終了

展示コーナー

（ピーロート・ジャパン株式会社）

☆場所 …地域交流広場

【世界の銘醸ワイン無料試飲】



☆講　師 … NPO法人 森の座　長野県林業士　　立木幸一氏
☆会　場 … 地域交流広場

①チェーンソーの使い方　　②チェーンソーによる玉切り
③薪割り機の使い方　　④薪割り機による薪割り
☆時　間 … 午前の部　午前10時30分～11時30分
　　　　 　 午後の部　午後1時30分～2時30分
☆要申込 … 事前に、下記のお申込み・お問合せ先までお申し込みください。
　　　　　  人数に余裕があれば、当日も受け付けます。

１．　薪づくり実演

2．　チェーンソー目立て講習
ソーチェーンの目立て実演など
☆時　間 … 随時

★そのほかに、薪づくりについてのご相談も受け付けます。

〈 実演・体験実習 〉

※作った薪はお持ち帰りいただけます（持ち帰り用の入れ物ご持参ください）。
※作業のできる服装（長袖・長ズボン）で軍手をご持参ください。

お申込み・お問合せ先　箕輪町役場　住民環境課　生活環境係
　　電話：0265-79-3111（内線 115）FAX：0265-79-0230　　　E-mail：jukan@town.minowa.nagano.jp

薪づくりワークショップ 

資源の循環を実践しよ
う！

つくる  &  体験

薪や間伐材の販売・譲渡会（軽トラ市）
☆時　間 … 午前10時30分～午後3時（なくなり次第終了）
☆会　場 … 地域交流広場

◎未利用間伐材、剪定木、支障木を提供いただける方、もしくは10月30日当日に
販売・譲渡していただける方は、事前に下記のお問合せ先までご連絡ください。

薪や間伐材などの販売・譲渡会を行います。
　　　　　身近な地域資源を有効に使いましょう！

【木材規格】 ◎用途：薪材（樹種は問いません）
 ◎サイズ：直径 末口径は６㎝以上　　元口径は 50cm以内　／　長さ 2m以内
 ◎根や土がついている材、枝葉、腐り材、建築廃材は対象外です

無 料

※規格以外の材はお持ち帰りいただきますのでご注意ください。



資源の循環を実践しよ
う！

フードドライブを実践してみよう

　例えばお歳暮やお中元などの贈答品、まとめて買いすぎてしまったもの…。乾麺や缶詰と
いった保存食の場合、まだ賞味期限は残っているけど、きっと全部は食べきれない！ という
ことは、ありませんか？

　フードドライブとは、ご家庭などで余っている食品を持ち寄り、福祉関係機関を通じて、
生活に困っている方々や福祉施設等に送り、支援する活動です。現代の日本では、大量の食
品が毎日廃棄されている一方で、厳しい経済状態に置かれ、今日明日の食事にも困る、とい
う方も多くいます。
　このフードドライブは、食品ロスを減らし、「食べ物を大切にすること」と「助け合うこと」
を同時に行える活動です。
　皆さんもぜひ実践してみませんか？

　箕輪町役場 住民環境課では、「2016みのわ自然エネルギー体験フェスタ」にあわせて
フードドライブを開催します。ご来場される際は、ぜひご協力ください。

お寄せいただきたいもの

皆さまから寄贈いただいた支援食品の流れ

お受け取りできないもの

これらの食品のうち以下の条件を満たすもの
※賞味期限が明記され、1か月以上の期間があるもの
※未開封で包装等に破損がないもの
※お米は「古米（前年産）」までとさせていただきます

※賞味期限切れ、または表示がないもの
※生鮮品（野菜や生ものなど）
※パン等、日持ちのしないもの
※冷凍・冷蔵品、手作り品など

以下の食品は、安全管理および衛生上の理由などから、
お受け取りすることができません。
せっかくご持参いただいても、お持ち帰りいただく
場合もありますので、あらかじめご了承ください。

みのわ自然エネルギー体験フェスタ
箕輪町消費者の会
町役場　福祉課・社協

生活困窮者や福祉施設

お問合せ先　
箕輪町役場　住民環境課　生活環境係
電話：0265-79-3111（内線 115）
FAX：0265-79-0230　　　
E-mail：jukan@town.minowa.nagano.jp

缶詰や瓶詰・カップ麺・乾麺

フードドライブって何？

フードドライブに参加してみませんか？

☆受付日時　10月 30日（日）　午前 10時 30分～午後 3時
☆受付場所　地域交流広場 受付　　※午後3時以降は、講演会会場（箕輪町文化センター）受付へ

住民の皆さま


