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Fall Colors
One of my favorite things about living in Japan is 

enjoying the beautiful colors of fall.

Where I come from in California the trees do not 

change color like the ones in Shichikashuku. In 

my hometown of Truckee, most of the trees are 

pines and firs. I always wanted to take a road 

trip through New England, on the East Coast of 

America, in the fall. That area of my country is 

famous for the colors of autumn. 

Although I may never make it to New England in 

the fall, I have been lucky enough to experience 

the foliage of Japan for the past several years. 

I like looking for the first hints of change high 

up on the mountains. The colors creep down 

through the elevations, eventually flooding the 

flatlands by the sea. Observing the change from 

top to bottom stretches the fall show out for quite 

a long time. I hope we all enjoy this year's show.

紅葉
　日本での生活で好きなことの１つは、美し
い紅葉を楽しむことです。
　私の出身地であるカリフォルニアでは、七ヶ
宿のように木々が色づきません。私の故郷の
トラッキーでは、ほとんどの木はマツとモミで
す。私はいつも秋にアメリカ東海岸のニュー
イングランドを車で旅したいと思っていました。
私の国のその地域は紅葉で有名です。
　私は秋のニューイングランドを見たことは
ありませんが、ここ数年、幸運にも日本の紅
葉を体験することができました。山頂で観ら
れる紅葉の最初の変化を探すのが好きです。
紅葉は高いところからゆっくりと「変化し」、最
終的には海沿いの
平地に広がってい
きます。上から下
への変化を観察す
ることで、秋の風
景をかなり長く見
ることができます。
今年の風景を皆さ
んと楽しみたいで
す。
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七ヶ宿町放射性物質除去土壌仮置き場の放射能測定結果
　９月６日に柏木山放牧場の空間放射線量及び地下水放射性物質量を測定した結果、以下のと
おりとなりました。
　平成25年５月から空間線量を測定していますが、追加被ばく量が年間１ｍSvを超えないよ
うに管理され仮置き場が安全に保たれていることを表しています。
　※仮置き場内の４点を定点とし測定しています。

仮置き場の空間線量の推移 ○地下水の測定結果

●お問い合わせ
　総務課　☎３７－２１１１（担当:渡部）

単位:Bq/kg�　
調査項目 測定値

放射性ヨウ素
（Ｉ－131） 不検出
放射性セシウム
（Cs－134） 不検出
放射性セシウム
（Cs－137） 不検出

測定開始時から不検出となっています。
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七ヶ宿町放射性物質除去土壌仮置き場の放射能測定について 
 
 柏木山放牧場に隣接する仮置き場の測定結果をお知らせします。 
 令和４年９月６日に柏木山放牧場の空間放射線量及び地下水放射性物質量を測定した結

果、以下のとおりとなりました。 
 平成２５年５月から空間線量を測定していますが、追加被ばく量が年間１ｍSv を超えな
いように管理され仮置き場が安全に保たれていることを表しています。 
※ 仮置き場内の４点を定点とし測定しています。 
 
 

仮仮置置きき場場のの空空間間線線量量のの推推移移  
○地下水の測定結果 

 
 単位:Bq/kg 

調査項目 測定値 
放射性ヨウ素(I－131) 不検出 
放射性セシウム(Cs－134) 不検出 
放射性セシウム(Cs－137) 不検出 

   
測定開始時から不検出となっています。 

 
●お問い合わせ 総務課 ☏３７－２１１１(担当:渡部) 
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　協力隊の安藤です。私が活動して
いる無限陶房では、陶芸教室も行なっ
ております。９月には県内外から団体
様のご参加もあり、皆さん楽しんでくだ
さいました。陶芸教室は土日祝日の予約制で
行っております。ご興味ありましましたら、是非
遊びにいらしてください。
また、今年で３回目になる栃木県益子町での展覧会や、閖上
で開催されたクラフトフェアへの参加など、七ヶ宿町と七ヶ
宿焼をたくさんの人にアピールできました。10月には仙台

駅でのイベントに出店予定なので、七ヶ宿町に興味を持ってくれる人がさらに増えるよう頑
張ります。
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　湯原地区の空き家を、スタジオ付き宿に改修中の北城です。
今年の夏は、県内の大学生ボランティアが現地に訪れ、一緒
にＤＩＹで壁や床を作ってくれました！今回が初の七ヶ宿と
いうことで、ダム湖でのボート乗りやバーベキューなども楽
しみ、若者が求める町での滞在とは?を具体的に考え体験し
ていただけました。一方で、娘にとって大学生との交流は刺
激的であり、多様な考えに触れる機会となりました。今回の
ような雰囲気で、町の子供たちとも一緒に作ったり遊ぶ会を
スタジオで開催してみたいです！秋のＤＩＹボランティアも募集中です。
活動場所 ： 七ヶ宿町字東口道上96-1
インスタグラムアカウント ：https://www.instagram.com/hangei_house/
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　隊員
　みなさんこんにちは！やまびこの森キャンプ場で活動し
ております板橋です。
　今年のやまびこの森の営業も残り１か月となりました。今
年もたくさんの方々にkitchenななほしやＳＵＰ体験、キャ
ンプ場を利用して頂きありがとうございました！ 10月31
日でやまびこの森・kitchenななほしの営業は終わりですが、
11月に去年も開催した町民の方がキャンプ場で遊んだりで
きるイベントを企画中です…！なかなかやまびこの森に足
が伸びにくいという方も是非！この機会に遊びにいらして
ください！お待ちしております！


