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ランドセルを子供たちへ
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おがくずをペレットに
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いみずのエコ活

マルタカハウスの家

丸高木材株式会社
アップサイクル

破れたビーチボールを日用品に

ビーチボールサルベージ

▲

ランドセル以外にも、文房
具、衣類、靴、ぬいぐるみ
なども寄せられ、ランドセ
ルと一緒に子供たちのもと
へ。
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丸高木材

庄川
至高岡

●

アースクリーン21●

井波

セレミューズ

至高岡

44

―何個ほど集まりますか。
○ 個～ 個ほどです。ランドセル
と一緒に寄せられる絵本や文房具な
ども一緒に、検品・梱包後、船便で
カンボジアへ送っています。
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●

★クリーンセンター

―数が多いだけに、なにかと大変で
しょう。
○これだけの数量になると、カンボ
ジアの受入れ側でも簡単に「任せて
ください」とはいえません。相当の
覚悟が必要です。

1段 3万円(税別)

〒934-0056 射水市寺塚原344
電話 080-8697-4451 (担当 岩門まで)

（縦45㎜×158㎜）

お問合わせ

半1段 1.5万円(税別)

アースクリーン21

お願い

…… 土曜日は午前のみ受け入れています ……

1,800

当社クリーンセンターへ

▲

―向こうでは、子供たちに直接手渡
しで贈られているそうですね。
○現地のオーバイコムライオンズク
ラブのこの事業リーダーの方が、輸

教室・趣味・サークル仲間の募集や
活動の発表の場にも気軽にご活用ください。

広告掲載のご案内

もしも・・・・！？

1,200

粗大ゴミ・不燃物は

―長年続けてこられた「カンボジア
へランドセルを贈る」事業は、今年
は中止にされました。
○カンボジア側の受入れ先の事情で、
残念ですがとりあえず中止にしまし
た。
―カンボジア側で何かあったのです
か。
○現地で子供たちにランドセルを届
けておられた現地ライオンズクラブ
のリーダーの方が、都合により引退
され、まだ、そのあとを引き継ぐ人
が見つからないのです。
―このランドセルを贈る事業、当初
は富山のライオンズクラブが始めら
れたそうですね。
○富山市内にある つのライオンズ
クラブさんの合同奉仕事業として、
年に始まったものです。その後、
有志の方が中心となり、富山ライオ
ンズクラブが継続し、 年間続けて
こられました。そのあとを、青年海
外協力隊富山県ＯＢ会で１年、メン
バーは重なりますが、「ＡＣＴ富山
国際協力協会」で２年続けてきまし
た。

0120－84－6648

☎0766－83－0365

本社

至富山

クリーンセンター

至富山

●明文堂

バッテリー、スプレー缶、消火器等、
爆発の恐れがあるものを混載され
る場合は事前に内容物をお申し出
願います。

有限会社 イーシーエム

（縦45㎜×78㎜）

携帯 1 090－3298－8234

東京海上日動火災保険（株）代理店
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―ランドセルはどのようにして集め
ておられるのですか。
○富山市内の全小学校 校へランド
セルの提供を依頼し、３月の卒業式
直後に回収しております。卒業後、
「捨てるのはもったいないし、取っ
ておいても邪魔になる」といった方
が多く、たくさんの方に賛同を頂い
ています。

お気軽にお電話下さい

舟木保険

2006

ランドセルを子供たちへ

年間の思い出がつまっ
たランドセルは、カンボ
ジアに渡ってもうひと働
きしてくれる。

▲

発行概要
・媒体名/「ECOだより」
・発行部数/4万部
・発行/年4回(春・夏・秋・冬)
・判型/B5サイズ(カラー)
・配布エリア/射水市全世帯+高岡市の一部世帯

生命

病気

ガン

ケガ

火災

自動車
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65

「カンボジアへランドセルを贈る事業」
は、2006年度にスタート。13年間で
1万9000個以上のランドセルをカンボ
ジアの子供たちへ届けている。

富山市内の小学校65校から集荷したラ
ンドセルは、一個一個検品してから発
送。作業は会員やボランティアなど10
名ほどで行われる。写真は小学校をま
わってランドセルを集める大角さん。
▲

現地の「オーバイコムライオ
ンズクラブ」のリーダー（神
崎氏）とメンバーが、子供た
ちにランドセルを手渡してい
る様子。

▲

経済的に貧しい家庭では子供を労働力として使ってしまう。
学業が二の次になり、その子は将来まともな仕事に就きに
くい環境に陥る。この悪循環を断ち切るのが教育であるが、
ランドセルはその象徴なのかもしれない。

ルを心待ちにしているカンボジアの
子供たちがいる限り、続けていきた
いと思っています。

り
見積も
無料

入手続きから、保管、送り先の学校
の選定、デリバリー、贈呈式などの
段取りをしていただき、一校一校、
直接、子供たち 新
( 入生 に
) 手渡して
いただいておりました。これを 年
間続けていただいてきました。
―贈る、頂く、その仲介をする、簡
単なようですが、難しいですね。
○これがお金だと、贈る側も贈られ
る側も簡単です。ただランドセルは、
手間ひまがかかりますが、贈る側も
贈られる側も、それに仲介する私た
ちも、ランドセルならではのやりが
いがあります。だから、 年以上も
続いてきたのだと思います。

―「ＡＣＴ富山国際協力協会」なら
ではの、新しい取り組みなどがあり
ましたら教えてください。
○現地のこと、この事業のことなど
を、もっと富山の子供たちに伝えた
い。小学校からの依頼もあり、昨年、
協会事務局担当が、富山市立の上滝
小学校と古沢小学校へ出向き、「カ
ンボジアへランドセルを贈る事業」
について、お話をさせていただきま
した。このようなことをきっかけに、
今後、カンボジアと富山の子供たち
の交流、そして、カンボジアと富山
の友好へと発展させていきたいと思
います。

※「ＡＣＴ富山国際協力協会」代表理事の大角利雄さん
に話をお聞きしました。

お住いの屋根・外壁塗装工事

ＡＣＴ富山国際協力協会

▲

ＡＣＴ富山国際協力協会の「カンボジアへランドセ
ルを贈る事業」は、ランドセル１個につき５００円
の寄付を頂いている。これは、回収からカンボジア
へ輸出するまでの高額な費用の一部に充てられてい
る。カンボジアでかかる費用は、これまで、現地ラ
イオンズクラブ会員、リーダーの方々の手間と寄付
で賄われてきた。

―昔「ピカピカの一年生」というテ
レビＣＭがありましたが、小さな子
供が大きすぎるランドセルを背負っ
て通学する姿を目にすると、こちら
までが幸せな気持ちになります。
あの大きなランドセルのなかには
将来の夢や希望がいっぱい詰まって
いる、そんなことをカンボジアの方
にも感じてもらえるのでしょうか。
○途上国は一般に同様ですが、子供
は一家の大事な働き手です。学校に
行きたくても行けない子供たちがた
くさんいます。しかし、この事業の
意義として、ランドセルを手にする
ことで、学校へ通う状況への一助と
なっていると、現地を視察した事務
局担当メンバーが言っております。

青年海外協力隊のOBやJICAのボランティア
経験者らによって、2017年に公益を目的とする
「一般社団法人 ACT富山国際協力協会」を
設立。「国際協力と富山県の地域発展に貢献
する」ことを基本理念に、「カンボジアへランド
セルを贈る事業」をはじめ、
「日本人としての誇
りを取り戻す(勉強会、セミナーなど)」、「ネパ
ール震災復興支援事業」などを行っている。
住所/富山県射水市布目沢528番地
電話/0766-53-8035
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―今後の抱負をお聞かせください。
○カンボジア側の受入れ先を早く確
保し、再開したいですね。ランドセ

【一般社団法人 ACT富山国際協力協会】
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▲

1

30

ピザ1枚を約90秒で焼き上げる
「ペレットのピザ屋さん」

正社員 21万円～24万円 ／ パート時給 850円～1,000円

与

給

☎0766-84-6648（担当：又川まで）

まずはお気軽にお問合せください。

勤務地

射水市寺塚原 905-3

休 日

週休２日制（土・日）

8:00 ～ 16:45

勤務時間

廃棄物処理業、清掃業
種
職

をさらに発展させています。

(写真左下)薪ストーブ用の薪も
格安で販売。

「楓」「桃」の 種類のスモ
ークペレットを販売中ですが、
いずれも公園や果樹園のせん
定枝などの廃材を原料にした
ものです。
他 に も 、「 枇 杷 茶 」、「 桜 皮
茶」、「くろもじ茶」といった
健康茶にもチャレンジ。これ
らも庭木や公園のせん定枝を
破砕して洗浄、乾燥させたも
のです。
ペレットの製造過程では、
木の油分が抜けた残りかすも
出ます。これに米ぬかとパラ
フィンなどを混ぜて薪ストー
ブの着火材「ちゃっか ちゃ
っぷす」をはじめ、木くずに
米ぬか、酵素などを混ぜた園
芸用の土壌改良材なども開発
しています。

(写真左上)燃料用ぺレット。

▲「おがっX研究会」のメンバー。写真の機械は「木くず粉砕機」

○楽しみながらチャレンジ
ペレットの製造は、廃材を
粉砕機で細かくしたあと、ペ
レット製造機にかけます。す
ると自動的に完成品となって
出てくる仕組みで、 年に
トンほどの生産能力がありま
す。
接着剤などをいっさい使わ
ず、木の油分だけで固めたペ
レットは、樹種特有の香りな
ど、その木ならではの持ち味
が凝縮されています。
ここに着目して開発したの
が、燻煙で食品に風味を付け
る「スモークペレット」。同
会自慢のオリジナル製品です。
現 在 、 樹 種 別 に 「 山 桜 」、
「 林 檎 」、「 梨 」、「 檜 」、

▲

○おがくずをペレットに
射水市で工務店を営む松原
恭二さんは、 年ほど前に
「おがくずをペレットストー
ブの燃料にできないか」と、
考えたそうです。
きっかけは、野焼きが法律
で禁止になったことです。工
務店で出る木くずをはじめ、
建物の解体に伴う廃材や庭
木・果樹園のせん定枝、間伐
材など、木質廃材の生ずると
ころは、どこも扱いに苦慮し
ているはず。松原さんは、そ
れらを再利用できたらいいな
と思ったわけです。
さっそく知り合いに声をか
けて仲間を募り、 年に「木
質廃材ゼロ」を目指して「お
がっＸ研究会」を発足。一昨
年にはＮＰＯ法人として活動
5

おがっＸ研究会
2016

なう
射水

6

当社の理念の一つ「働く喜び」とは、社員が 定時で帰れること もひとつの条件と考えます。
そんな企業です！長く働ける健康な人、待ってます。未経験の方も歓迎。

運転手、清掃作業員等（正社員／パート）募集してます！
▲

▲

○ピザで循環型社会を体験
焼き窯の燃料にペレットを
使った移動販売「ペレットの
ピザ屋さん」も話題を呼んで
います。「いみず農業まつ
り」や「おもしろ市 瑞
( 龍寺
前 」
) など様々なイベントに
出店。おいしいピザで循環型

きょうから始める

エコ ＆ エコな暮らし
環境に配慮するエコロジーも大切ですが、
経済性や節約のエコノミーも忘れることはできません。
この２つのECOを組み合わせた
「エコ&エコ」な情報をお届け致します。

畳の黄ばみは酢で

人の体はそこで暮
らす土地と切り離せ
ない関係にあるとす
る「身土不二(しん
どふじ)」。もとは
仏教用語で、地元の
旬の食べ物が健康に良いとされる考えです。
今日の「地産地消」や「スローフード」に
も通じるところがあります。

年月を経て黄ばんできた畳には酢が効果
的です。ぬるま湯に酢を少し混ぜ、それで
ぬらした雑巾を固く絞
ってから畳をふきます。
そのあと雑巾で水ぶき
と乾ぶきをします。黄
ばみの予防にも酢が有
効だそうです。

㈲松原建工内

洗車は1回に約240ℓの水を使うそうで
すが、バケツで「ため洗い」をすると約
40ℓで洗えます。雨水の利用や、雨の日
に洗車をすればさ
らにエコになりま
す。雨の日の洗車
は、ホコリがたた
ないなど、利点も
あります。

射水市小島８０８

食品の保存やレン
ジを使う際に便利な
ラップフィルム。し
かし、一度しか使わ
れずに捨てられるの
が欠点です。繰り返
し使えるシリコン製
ラップやレンジ用皿カバーといった代用品
も検討してみたいものです。

うに、必要とする人に当会の
機械・設備を使ってもらい、
「木質廃材ゼロ」の輪をさら
に広げていきたいとのことで
す。
● 「ＮＰＯ法人 おがっＸ研究会」

洗車は「ため洗い」

電話０９０ ２
-０３５ ６-８２４

ラップの代用品

社会を体験してもらう仕組み
です。
そして松原さんはまた、
「ペレット窯でピザを作りた
い方がいたら設備を使ってく
ださい」と、一般の利用も有
料で呼びかけています。
コイン精米機を利用するよ

身土不二

夢ハウスパートナー

有限会社 カク

施工代理店

天然砕石パイル工法

HySPEED工法
PERFECTパイル

有限会社カクは、自然素材を使った健康住宅「夢ハウス」の夢ハウスパートナーです。
TEL0766-82-1327・FAX0766-82-1328・
射水市沖塚原724
kaku@w-itaru.com

0120-488-548
有限会社カク

検索

93

家の骨組みは、丸太梁による十文字組工法。
地震や台風では家全体のねじれを防ぎ、豪
雪に強く、耐久性も高い。

▲

○地球にやさしい家
同社は、国が推進する光熱
費をゼロにする「ＺＥＨ ゼ(
ッチ 」)住宅にも取り組んで
います。ソーラー発電の電力
で、家中の照明や冷暖房、給
湯などのエネルギーをすべて
まかなう住宅です。このよう
な最新住宅であっても同社は、
健康で快適な住まいに欠かせ
ない木をたっぷり使うことだ
けは忘れていません。
自然素材の木の使用はまた、
二酸化炭素の排出を抑えて地
球温暖化防止に貢献できます。

15

マルタカハウスの「ガンコな ●「マルタカハウスの家・丸高
こだわり、骨太の住まい」づ 木材㈱」
くりは、まさに、“人にも地球
住所／射水市川口９９７
にも優しい家”だといえます。 電話／ ０７６６ ８-２ ５-１０１

家事効率を考えた動線と豊富な収納力。
木の香り漂う洗面所は、居ながらにし
て森林浴が味わえる。

▲
▲

紫外線や雑音を吸収する無垢材は、精神が疲れにくく、イライラ感を緩和。子供部屋に最適。

床や腰板に無垢材、壁にベジタウォー
ルを使用したリビングルーム。目に優
しい木と漆喰壁に心身とも癒される
▲

いみずのエコ活

40

川口

○健康で快適な家
同社・社長の片境博さんに
よると、木には「癒しの効果
や断熱性など、たくさんの良
いところがありますが、なか
でも湿気を吸・放出する機能
が一番の長所」だそうです。
最も住み心地の良い湿度は
％ほどだとされます。林業
試験場の実験では、すべてビ
ニールシートで覆った箱のな
かで加湿器を 分動かすと湿
度が ％にも達しました。こ
れに対して、木材とビニール
シートを半々に使って覆った
箱では湿度が ％でした。
湿度が高いと結露が生じ、
ダニの発生でアレルギーやぜ
んそくといった健康被害が心
配ですが、木はその結露を抑
えてくれます。
このような木造住宅の良さ
を若い世代に伝えていくため
に、「木の語り部」としても
尽力しています。
60

マルタカハウスの家

5

30

調湿作用や防カビ、消臭とい
った様々な健康効果がありま
す。

丸高木材㈱
○木をふんだんに使用
「ガンコなこだわり、骨太
の住まい」で知られる「マル
タカハウスの家・丸高木材
㈱」。最新の技術と昔ながら
の自然素材を使った家づくり
で定評があります。
創業は大正 年、木材問屋
として 年以上の実績と経験
をもつ同社は、家づくりにお
いても柱や梁、床、壁などに
桧や杉、赤松といった木材を
贅沢に使っています。
特に家の通し柱は 寸 (
㎝ 角)桧の無垢材、骨組みの
梁は 本物の丸太 (～ ㎝ 、)
床や壁にも無垢の桧材などの
ほか、壁には野菜酵素を含ん
だ自然素材・ベジタウォール
を採用。これは昔ながらの漆
喰塗壁を進化させたもので、
3

丸高木材㈱五代目社長・片境 博さん。

15

62

100

1

▲

アップサイクル
廃材に眠る価値を発見し、デザインや新技術に
よって、価値の高い商品を生み出す「アップサ
イクル」は、リサイクルの新しいスタイル。

ールを打ち合うもので、その試
合や練習で使うボールは割れる
と使えなくなる。
「ビーチボールサルベージ」
では、破れたボールを試合会場
などで回収し、様々な製品にア
ップサイクルしている。
これまでに「タッセル」や
「ペンケース」をはじめ、「ト
ートーバッグ」
、
「ペットボトル
ホルダー」などに再生。ビーチ
ボール大会の会場などで販売さ
れている。

▲大会参加者のおみやげ品として好評
の「ペンケース」(800円)と「三角ポ
ーチ」(750円)。裏地の絵柄は一個一
個異なるなど、とてもおしゃれだ。

3

新作の「ペットボトルホル
ダー」 (円 。)これから夏
に向けて人気が出そう。
500

○年間に 万個
520

ビーチボールのボールは、体
に当たっても安全なように柔ら
かいビニール製で作られている。
従って、サーブやアタックで強
く打つと、比較的簡単に割れた
りする。特に気温が低い冬は割
れやすく、推定で年間に約 万
個が全国で割れているとされる。
ビーチボールサルベージ代表
の加古雅樹さんによると、「破
れたボールを使ってアクセサリ
ーを作り、個人的に楽しんでい
る人が以前からおられた」そう
で、そこからヒントを得てサル
520

ベージを立ち上げたとのことだ。
起業家を育成する「とやま起
業未来塾」の卒業生でもある加
古さんは、破れて破棄するボー
ルを資源循環型の事業につなげ
たわけだ。
起業にあたっての加古さんの
基本理念は、「環境に配慮した
仕事がしたい」
、
「地域に貢献す
る事業をしたい」
、
「富山の活性
化に貢献してビーチボール人口
を増やしたい」の つである。
それと、富山市にある就労継
続支援所「らいちょう蜷川」に
製造作業の一部を引き受けても
らうなど、福祉との連携も図っ
ている。
○住所／ 富山市水橋常願寺５２０
電話／ ０７６ ４
- ００ ７
- ３３３

破れたビーチボールを日用品に

4

1977

○ボールのアップサイクル

1

300

▲ボールを一枚のシートにもどしたあと、ふき取り消毒、裁断、縫製する。

全国健康福祉祭「ねんりんピ
ック」の正式種目になっている
「ビーチボール」。 年に「い
つでもどこでも誰でもできるス
ポーツ」として朝日町で生まれ、
今では全国 万人が愛好する国
民的な生涯スポーツに育っている。
ゲームは、 チーム 人が高
さ ㎝のネット越しにビーチボ
180

▲

富山県射水市鏡宮296

４月号

TEL
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