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日本海の風を受け、元気に回り始めた「天風丸」くんへ。
お誕生日おめでとうございます。私はもうすぐ２歳になる
北海道の「はまかぜ」ちゃんです。３月生まれのあなたのお
誕生パーティーがもうすぐ開かれるとか。秋田と青森に私と
同じ「市民風車」が生まれると「北海道グリーンファンド」の
人に聞いてから、オホーツクの海辺で首をぐるぐる回しなが
ら楽しみに待っていましたよ。
ところであなたのまわりの人たちは「地球温暖化防止」と
か「自然エネルギー社会」とか「地域経済」とかたくさんの夢
をあなたの３枚の羽に乗せていませんか。私も同じで時々
重すぎて首が回らなくなる時もあります。
でも大丈夫、みんな絶対に私たちを支え続けてくれるし、
聞くところによると次々と仲間が生まれるそうですよ。あな
たを誕生させたおおぜいのお父さん、お母さん、地域のみ
なさんと一緒に夢を現実にするために、力の限り羽を回し
ましょう！！
代筆 北海道グリーンファンド
撮影：倉田隆三さん
・天風丸の雄姿を写してくださったのは日頃
天風丸の整備、点検をしてくれている電気技
術者の倉田さんです。趣味は『カメラ』。
個展なども開催されている名カメラマン！
これからも天風丸の成長を見守り続けてく
ださいね。

理事長 杉山 さかゑ

杉山理事長、どうもありがとうございます！
ぼくもはまかぜちゃんと仲良く、地球の為にこれか
らもクルクル回り続けますよ～！ 天風丸
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皆様大変お待たせいたしました！市民風車の会あきた会報がようやく出来上がりました。
これからも市民風車に関する情報をお知らせしてまいりますので、どうぞ宜しくお願い致します！
市民風車の会あきた事務局一同
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「皆さん始めまして！」僕の名前は天風丸です。生まれ
たのはドイツ、環境先進国といわれている国からやって
きたんだよ。よろしくね！
2002 年１１月末にドイツを出発して、秋田の港に着い
たのは 2003 年１月２２日の寒い日だったんだ。ドイツも
寒い国だけど、秋田も、とっても寒くて、強い風がふいて
いたよ。「よーし、この風でたくさんの電気をつくり出す
ぞ！」って、僕、わくわくしちゃったよ。そうそう、僕が船で
のんびり旅をしている間に、天王町の浜山では基礎工
事がはじまっていたんだ。

６５メートルのタワーの上にナセルとブレード（羽）が
取り付けられ、僕は、秋田県で初めての『市民風車』とし
て天王町に建ったのさ。
日本海から吹く風は僕にたくさんのパワーを与えてく
れる、地球からほんの少しエネルギーを分けてもらいな
がら、これからたくさんの電気をつくっていくよ！だから、
皆さんも僕が作り出した電気を大事に使ってください
ね。

風車のタワーです！

ナセルの前でばんざ～い！

03/01/22 天風丸

※ナセルの大きさは・・
長さ：１０．２ｍ 幅：３．７２５ｍ
高さ：４．１ｍ 重さ：５６トン
秋田港到着の瞬間！

長さ 28ｍ直径 60cm の杭を２４本も打ったり、水抜きを
したり、僕が秋田に着いたらすぐにでも建てられるように、
そして、どんなことがあっても倒れたり壊れたりしないよ
うにと、大事な工事が続いていたんだね。
それから、大きなクレーン車がやってきて、いよいよ僕
の組み立てが始まったんだ。

天王町と男鹿市の小学生
に公募し、
『天風丸』と名
付けてもらいました
☆名前を付けてくれたおともだち

● 板橋

真大くん

● 三浦

貴司くん

3 つに分けられたタワー
をクレーンで組み立てる。
職人技！（タワー部完成時
には高さ 65 メートル。）

他にもたくさん素敵な名前を考えて
もらいました！
応募してくれたみんなどうもありがとう！
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天風丸クリーンアップ大作戦！
５月３１日

１０：００～

天気：くもり

とき：平成 15 年 5 月 31 日(土)
午前 10 時～11 時 30 分
ばしょ：天風丸周辺の浜辺

☆参加してくださった皆さん
ありがとうござました

～受付風景～

平成 15 年 5 月 31 日、私達は天風丸周辺の浜辺を地
域の皆さんにもご協力を頂きながら清掃活動いたしまし
た。当日は台風が接近し、小雨が降るあいにく天気にな
りましたが、54 人の方々に参加していただき、ゴミ袋(40
㍑)で 120 袋、約 4.8ｔものゴミを収拾する事が出来まし
た。
しかも、開始予定時間より早めに会場にいらした方は、
受付を済ませると、ゴミ袋片手にすぐさま浜にくりだして、
たくさんのゴミと格闘(？)し、次から次へと袋にいっぱい
のゴミを拾ってくださいました。

朝 8 時に駆けつけ、テントや
重機を提供してくださった
(株)寒風のみなさんです。
本当はこの日社員旅行だっ
たそうですが、天風丸クリーン
アップのためにわざわざご協
力くださいました！本当にあ
りがとうございました！

のち

雨

流木、古タイヤ、プラスチック容器、魚網、そしてどこ
にでもある空き缶、ペットボトル、それになぜか、電気炊
飯器やビールケース、車のヘッドライトまで・・・どうして
こんなところにあるのだろう？というゴミが山のように集
められました。自分の使ったものの後始末が、最後まで
きちんとされていない。「なんだか人間って恥ずかしい
な」と思ってしまいました。
残念な事に、浜にはまだたくさんのゴミが残っていま
す。『いつの日か天風丸に、すっきりときれいになった、
海岸を見せてあげたい。』その日が早く訪れるように、2
回目、3 回目のクリーンアップを行う予定です。今回都合
が悪かった方も、その時には是非参加してくださいお待
ちしております。
さて、終了後に行われた「風車見学会」では、雨足が
強くなっているにもかかわらず、ほとんど全員の方が参
加し、天風丸内部にあるモニターを見ながらの説明に聞
き入っていました。このために、わざわざいらしていただ
いた(株)明電舎の佐藤さんありがとうございました。
次回の「風車見学会」は 7 月 19 日の風祭りで行う予
定です。（詳しくはお知らせをご覧下さい）

どうぞおたのしみに ！
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市民風車の会あきた◇活動報告

後援依頼・視察編
H１５．３.１０
-グリーンツーリズム、地産地消、女性起業をつなぐシンポジウム 後援団体として参加。

～お知らせ～
● 竣工式と風祭り
とき ７月１９日
場所 天風丸のひろば
南秋田郡天王町字浜山 (江川浜)
主催 市民風車の会あきた
内容 命名式、除幕式、タイムカプセル格納、太鼓演
奏、石焼き焼きそばやシャーベットもあります。
風車見学会も開催！みんな遊びにきてね！
※当日手伝ってくださる方も募集しています、一緒
に祭りを作って楽しみませんか？

H１５．５．７

自民党宮城県連
自然エネルギープロジェクトチームより 7 名来訪

●天風丸 T シャツつくりました！
サイズはＳ・Ｍ・Ｌ キッズサイズは注文を受けます。

宮城県の未来は明るい！と確信できる、県議さんたちでした。
Ｈ１５．５．９

生活協同組合コープ神戸より４名来訪。
未来のエネルギーのあるべき姿などを語り合い、有意義な
時を過ごす。(出資に参加してくださったり、コープ神戸の環
境報告書を送ってくださるなど、その後も交流あり)
Ｈ１５．６．１３

福島県企画調整部地域づくり領域地域政策グループよ
り 2 名来訪
(今後福島県内の市町村の新エネルギー担当者の方々に天風丸
をご紹介していただけるとの事)

取材編
Ｈ１５．３．

NHK 地球大好き（土曜１１時４５分）
(H.15．４．12 放映)
Ｈ１５．５．

秋田椿台エフエム放送に出演

◆編集後記◆
●風車が回り始めて、早 3 ヶ月。毎日毎日風ばかりが気
になり・・・
去年の私では考えられないことでした。天風丸のお手伝
いをさせていただいていろんな方とほんの少しだけでも
知り合いなれたことは貴重な勉強でした。
たくさん人の思いの詰まった天風丸、「がんばれ！」と、
思わず声に出しそうになります。
至らない私たちを応援くださった皆様、ありがとうござい
ました。
事務局 進藤 咲子
●昨年 10 月市民風車の会が発足してから早 8 ヶ月。市
民出資で作る風車に夢中になった日々でした。何しろす
べてが初めての経験で、右往左往するばかりでしたが、
いい経験をさせていただきました。ご心配いただいた皆
さん、ありがとうございました。これからも、天風丸ともど
も、よろしくお願いいたします。
事務局 川村 尚子

なんと日にちを間違え、ちゃっかり２日間も出してもらう。
Ｈ１５．５．

週刊秋田の取材を受ける。
Ｈ１５．５．３０

「天風丸」クリーンアップ作戦
Ｈ１５．６．５

ＡＢＳラジオ出演
Ｈ１５．６．２００３年６月２０日

ＮＨＫ秋田 追跡コーナー
天風丸の下で、天王南中の生徒たちと取材を受ける
（６月２４日放映）

●去年の夏、北海道の浜頓別町に続き秋田にも「市民
風車」が建つ！という話を聞き、私にも出来る事があれ
ばという気持ちで集まった女性 3 人。その 3 人で「市民
風車の会あきた」を発足してからあっという間の 8 ヶ月。
無我夢中で全国でも 2 例目となる市民風車・天風丸の
事を秋田の皆さんに知ってもらいたくて走り回った日々
でした。未来の地球環境を良くしたいというみんなの願
いと想いを乗せて動き始めた天風丸と共にこれからも走
り続けたいと思います。これまでご協力いただいた皆さ
ん、ありがとうございました。そして、今後とも天風丸
共々市民風車の会あきたをどうぞ宜しくお願いいたしま
す。
事務局 原田美菜子

