
里山の恵み、竹の子 2022年春 大豊作年でした

横浜市 自然体験施設
NPO都筑里山倶楽部 炭焼き部会
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宮谷戸窯サイト 7月の風景

炭焼き部会 一般向け まとめ 資料

東側から竹垣の更新を始めました
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炭焼き部会活動状況フォトギャラリー（写真と動画）の暫定公開

• 既に、何度かメールにてリンク先情報をお知らせしてますが、新
HP移行までの暫定対応として、会員限定の全写真＆動画と里山
便り読者向け抜粋版の2種類のフォトギャラリーとして6月度分から
公開します。今後、毎月新たなリンク先として公開予定。

• この公開エリアは個人が Google から１００Gのクラウド領域を他
の利用目的も含めて、契約し維持しています。
– よって、容量が増えてくれば、古いものから削除する可能性がありま
す。各自のPCなどにダウンロードは、可能です。

• 下記のリンク先を知っていれば、誰でも閲覧できます。
• 一般会員向け 7月のフォトギャラリー 全写真＆動画リンク先：

– https://photos.app.goo.gl/kX8BsUVMhBrzGSkw7
• リンク先へは、手入力又はメールにも記載するリンク先のコピー＆
ペースト又はクリックで入れます。
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炭焼き部会 ７月度 活動レポート

• 2022年7月の炭焼き 第229回目
– 7月9日（土） 炭材 窯入れ

• MK-1窯 ６８ｃｍの6月11日 切断、束ねた 自然乾燥された竹材、太さ
色々

– この竹は、2021年12月にオタマジャクシ保護ネットの枠に使うため、伐採。春ま
で使われた後、３ｍ前後の長寸のまま ばじょうじにて保管していた。 6月11日
に定寸に切断後、束ねて 重量を測定し、ばじょうじにて 自然乾燥を続けてい
た。1か月後の 7月9日、使用時に １５％の水分減による重量減が確認できた。

– 煙道部分の５ｃｍスキ空け狙いで竹材をセット（前出し）する方法は、前回に続き
実施

• MK-2窯 装飾用 2022年6月下旬に伐採した乾燥途中の竹から 半切、
節無し25-30㎝に割った材料＋不足分 MK-1と同じ材

– 7月16日（土） 火入れ
• 一般参加 1家族（Pと6歳男児）9：30～11：30 がありました
• 2回目の参加で、火起こし体験済であったので、竹灯籠の製作を体験し
て頂き、満面の笑顔でした。

• 事前チェックの徹底により熱電対は６ｃｈ全て良好に働いた。
• 2窯とも700℃オーバーまで、精錬時に温度が上昇し、ＭＫ－２では ブ
ルーフレームが長時間観測できた。（動画参照） 。

• MK-1の煙道Ｌ型ジョイント部の欠損穴は未修理のまま使用中である為、
この（悪？）影響も結果に含まれている

7月24日 文責 炭焼き部会 小山
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準備作業の紹介（写真参照）

• 7月1日（金）午前中
– 6月18日 火入れ、6月25日 窯出し品の選別実施
– 別紙 報告書参照

• 7月6日（水）午前中
– 宮谷戸の竹垣根補修開始（東側から着手）

• 7月8日（金）午前中
– 竹皮のシュレッダー処理
– シュレダー機 運搬中の落下で損傷し、動作不良となっていたが、修理し復旧

• 7月13日（水）午前中
– 実験的スモーク窯 組み立て実施

• 7月15日（金）午前中
– 食材準備
– 煙突と煙の2時燃焼用バーナー設置、熱電対修理

• 7月20日（水）、23日（金）午前中
– 20日 宮谷戸 竹垣 補修更新、23日 煙突、バーナー撤収とメンテ、竹材切断
など
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火入れ（7/16）
精錬時に左窯でブルーフレームが出現

炭焼き部会 一般向け まとめ 資料

煙道ダンパー 全開でス
タート

焚口 薪投入し燃焼中

煙突部 バーナーでの2次燃焼で
煙の抑制中 精錬開始（通風口 全開）

20時過ぎ、ブルーフレーム出現

炭化開始 煙道ダンパーを全開から半開に絞り込み（1
時間半） 前半はゆっくりな炭化を狙う。後半から全開へ
（右窯トータル4時間半、左窯7時間41分）

竹酢液 回収中（煙突温度
75-150℃の間）
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7/20竹垣補修更新、7/23煙突、竹酢液コンロ 保全、竹材準備など

炭焼き部会 一般向け まとめ 資料

修理から戻った竹酢液用コンロの点
火チェック、良好動作を確認

7/20、宮谷戸サイト竹垣の補修更新が
東側ほぼ完成

煙突に付着、固化したタールの焼却
による除去作業

竹材の定寸カット 翌日（7/23）の竹割りの為に準
備中
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7月23日（土）窯出し と竹割り、束作り、計量 自然乾燥保管へ

炭焼き部会 一般向け まとめ 資料

MK-1 熱電対の窯内へのセッ
ト状況 良好を確認

MK-2 熱電対の窯内へのセット
状況 良好を確認

8束、合計77.15Kgの竹割り、
竹材を作り、ばじょうじ に運
搬して自然乾燥開始。 作
業後の冷えたスイカ、最高
に甘かった

8束の各重量（Kg）7/23表
記：①10.95 ②7.95③
12.27④10.12⑤9.84⑥9.8
⑦7.45⑧8.8
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窯出し(7/23)

炭焼き部会 一般向け まとめ 資料

MK-2(左側窯） MK-１(右側窯）

ペイント装飾に使う 半切 節無し
の25～30㎝の短材。 収炭率は、
11.13Kg、17.4％と前月より高かった

68cmの 良く乾燥された竹材、煙道部分 手前側に
5ｃｍ出してセットし火入れ。手前側が少し燃えてい
ましたが、収炭率 11.12Kg、17.2％でした

上部と下
部に分
けて取り
出し、今
後 良品
率判定
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炭材：長さ６８ｃm 太さ 色々、2021年12月伐採 自然乾燥の竹を使
用（オタマジャクシ保護用ネットの枠として春まで利用し、３ｍ長寸のま
ま保管、6月11日に切断 束ねる）

入炭量： 64.54 Kg 採取竹酢液： 7.2 L
出炭量： 11.2 k g( 17.2 %)

焚口 点火→消化
9:26-11:53
（2時間27分）

自発炭化
11:53-17::26
（4時間33分）

精錬
17:26-20:25
（2時間59分)

煙道ダンパー 半開（１１：５３）→全開
（１４：３０）
通風孔 １３㎜Φの丸棒スキ分開く

煙道ダンパー 全開
通風孔 全開へ

煙道ダンパー 全開
通風孔＝焚口 全開

トータル 窯閉めまで

（10時間59分）

窯上部温度

2022年7月16日(土） 宮谷戸 MK-1窯 竹炭焼き結果
第229回 炭焼き、 気温 23 ℃、天気 曇り→雨

窯中央部温度

煙道温度
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2022年7月16日（土） 宮谷戸 MK-2窯竹炭焼き結果
第229回 炭焼き、 気温23 ℃、天気 曇り→雨

炭材：装飾用 半切 節無し 青竹 2022年7月伐採 自然乾燥途中、
ＭＫ－１に用いた 68cm 長寸 乾燥品 との混合

入炭量：64.03Kg 採取竹酢液：12.2L
出炭量：11.13 Kg( 17.4 %)

焚口 点火→消化
9:27-12:05
（2時間38分）

自発炭化
12:05-19:46
（7時間41分）

精錬
19:46-20:25
（39分）

煙道ダンパー 半開（１２：０５）→全
開（１４：３０）
通風孔 １３mmΦの丸棒スキ分開

煙道ダンパー 全開
通風口 全開（１９：４６以降）

煙道ダンパー 全開
通風孔＝焚口 全開

トータル 窯閉めまで
（10時間58分）

煙道温度

窯上部温度

窯中心部温度



7/16火入れ時の体験イベント 竹灯籠 作り

炭焼き部会 一般向け まとめ 資料

初体験、青竹をカット

穴あけもやったよ！

おやつもゲット

ローソクをいれるとできたぞ！
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