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【事務局から】 さあ、あなたの出番です
さあ、あなたの出番です！
記念誌の編集をしてみませんか。
いわきの環境遺産の選定委員会になりませんか。
先日の総会で、平成 29 年度の事業計画が承認されました。
本年は、本会の 30 周年の記念の年。今年は 30 周年記念事業に向けた準備の年です。
本年度に行う事業内容は次のとおりです。
・記念誌掲載原稿の募集 ・環境遺産候補の制定 ・記念誌について
会社や官庁で発行する「いわゆる記念誌」のようにしたくありません。
一見すると市販の書籍のような体裁を考えています。
― 1 ―

いわき地域環境科学会会報「ふぃーるど」 NO.123（2017.7.1）

記念誌のタイトル、表紙デザインはまだ決まっていません。書籍づくりに興味のある方、イ
ラストや写真が得意な方、その人にとってできる範囲のことをやって頂くだけです。
事務局会議に出席して、みんなで楽しく記念誌をつくりあげていきましょう。作業の様子を
ちょっとのぞいてみるだけでもいいですよ。
・ いわきの環境遺産の選定について
会員から後世に残したい、いわきの環境遺産の候補地を揚げてもらい、会員みんなが、選考
委員になれるようにしていきたいと考えています。
事務局会議に出席した方が、そのまま選考委員になり、記念誌の編集と同時に、作業を進めて
いきます。
・ 事務局会議の予定
9 月までの予定は次のとおりです。10 月以降の予定は「ふぃーるど」11 月号でお知らせしま
す。どうぞお気軽にお出かけください。
8 月 7 日（月）18：30～20：50 福島高専専攻科 1Ｆ多目的講義室
9 月 4 日（月）18：30～20：50 福島高専専攻科 1Ｆ多目的講義室

【報告】

平成 29 年度年次総会・懇親会 実施報告

去る平成 29 年 5 月 28 日（日）14 時から，いわき市文化センター 中会議室⑴において，平成 29
年度年次総会が開催されました。当日の出席者は昨年度と同じ 25 名でした。
和田副会長の進行で開会し，諸橋会長の挨拶の後，冨田副会長の議事進行により，平成 28 年度
事業ならびに会計決算報告が事務局からなされ，平成 29 年度事業案ならびに予算案の審議が行わ
れ，承認されました。平成 28 年度の事業においては，例年実施している「子供環境研究発表会」
，
「発表会」
，
「いわき子ども環境賞コンクール」などの事業について報告がなされました。平成 29 年
度の事業としては，来年度に会の創立 30 周年を迎えるにあたり，その準備を進めることが確認さ
れました。下の写真は、諸橋会長の挨拶と総会会場のようすです。

総会に続いて、15 時から総会会場の隣の中会議室⑵において「懇親会」が開催されました。総会
の後の懇親会は昨年度から継続して実施されているもので，会員の皆様から日頃考えていることや
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活動されていることなどを中心に情報交換を行う機会を設けることを目的として行われています。
総会から引き続き出席された会員の方々を含め，出席者数は 22 名（昨年度は 21 名）でした。
懇親会では，原田副会長の進行のもと，今回は特に創立 30 周年に向けた活動についてのご意見
をいただきました。事務局からは，30 周年記念誌の発行にあたり会員の皆様に原稿を執筆していた
だくための要領案について説明があり，それに関する議論もなされました。お忙しい中，定期総会
ならびに懇親会にご出席いただきました会員の皆様に御礼申し上げます。

【報告】

平成 29 年度第 1 回幹事会

去る 5 月 14 日（日）15：00 から文化センター中会議室で平成 29 年度第 1 回幹事会が開催され
ました。 平川副会長を議長に選び、事務局からの
平成 28 年度の事業・決算報告それに平成 29 年度の
事業計画と予算案の提案について、幹事の皆様に審
議していただきました。
決算報告では、予算額に対して決算額が少ない、
執行残額が大きいとの意見が出されました。
事業計画に関してでは、ふぃーるど発行の労力が大
きすぎるのではとの心配のご意見がありました。
その他葉書での案内があるとありがたい、ホーム
ページを充実したらなどの意見がありました。
参加者は 11 名でした。

【報告】 「いわき自然エネルギー研究会」の動き（第 15 報）
〇自然エネルギー学習施設活用事業の展開が進んでいます
前報でもお知らせしましたが、平諏訪神社の自然エネルギー拠点施設の維持管理を担う「平窪自
然塾」
（本年 2 月発足）では、去る 5 月 23 日（火）13:00～15:00、平窪地区の老人会会員を対象に、
「第１回平窪自然塾～孫の世代に伝えたいエネルギーの使い方」を開催しました。参加者は、自然
塾会員も含め 9 名の参加で実施しました。講座は、開講式に続き、講義「身近なエネルギーを考え
る」
（講師：中西恒雄氏）があり、自然エネルギーについて理解を深めました。その後、神社境内に
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ある自然エネルギー施設の見学し、休憩の後、
「ウインドカー」の製作に挑戦しました。
久しぶりにモノづくりに取り組む人も多かったのでしょうか、ウインドカーが完成した時の表情
からは、満足感に満たされていたように思いました。
講座後の反省会では、呼びかけ方法や開催場所・時間帯等、工夫が必要との課題が指摘されまし
た。また、講座とは別に、
「平窪「自然塾」の事業「として、平窪地区での省エネルギーの取り組み
（防犯灯を LED に替える等）や太陽光発電・太陽熱利用などの実態調査を進めていく等の意見交
換がなされました。

◇◇◇NPO 法人いわき環境研究室からの報告◇◇◇
（平成 29 年 5 月 1 日～6 月 30 日）
【１】平成 29 年度通常総会が開催されました
6 月 9 日（金）
、福島高専専攻科棟１F にて、通常総会が開催され、平成 28 年度事業報告・
会計報告・監査報告が」なされ原案」通り承認されました。平成 29 年度事業計画・予算案も原案
通り承認されました。
「地域環境の調査・研究活動」では、自然エネルギーの利活用を進めること、
市内河川の水環境調査を独自にすすめること、また、
「地域環境についての教育支援事業」では、
「自然エネルギー研究会」
としての活動を継続する他、
「小学生の夏休みの理科自由研究」
の支援」
事業の強化等をきめました。また、任期満了に伴い、
役員改選がおこなわれました。役員改選では、監事
の一人である野口紘さんが健康上の理由から、和田
隆さんに交代しましたが、他の役員は留任となりま
した。総会に引き続き、理事会が開催され、理事長・
副理事長が互選により橋本・中西が担うこととなり
ました。
【２】福島県から公募された「再エネ先駆けの地」理解促進事業の業務を受託しました
昨年度は、福島県再生可能エネルギー見える化推進支援事業に、
「再生可能エネルギーを活用し
た環境教育の推進」で受託しましたが、今年度は首記の事業として受諾しました。
具体的には、昨年度に引き続き、平４小やいわき海星高校での自然エネルギー環境教育の継続
及び県内エネルギー施設見学バスツアーなどの継続実施です。バスツアーの日程が決まり次第参
加者を募集します。
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【３】平成 29 年度環境まちづくり担い手育成支援事業として「小中高校における水環境学習支援
事業」の業務を受託しました
平成 26 年度から 3 年間、同支援事業の受託事業として、市内主要河川の流域単位の河川環境
調査を実施してきました。今年度の事業は、既往の調査結果を活かし、小中高校での水環境学習
の実践を通じて、児童・生徒が身近な川への理解と地域との係わりを体感してもらい、人材育成
に寄与していこうとの趣旨で実施されるものです。
これまでに、夏井川流域内の２つの小学校を対象に、夏井川流域住民による川づくり連絡会
との共催事業として取り組みが進められております。本報告では、夏井小学校及び好間第４小学
校での取り組みを紹介します。
(1) 夏井小学校での取り組み
５年生 18 名対象の支援講座。全体の流れは、
「①事前アンケート（受講者のこれまでの川
に関する体験等を問う）
、②座学（流域、循環する水、水との係わり）と水質分析の方法の学
習、③源流から河口までの見学（バス活用、途中、水生生物調査、水質分析、
「水辺の評価」
も行う）
、④まとめ」という流れを想定しており、この内、現時点（6/23）では、事前アンケ
ート及び座学（6/20）を終えたところです。
座学と水質分析には、夏井川流域ネットワークより佐藤忠さんと佐藤雅子さんの支援を得
て、当研究室からの３名（橋本、平川、中西）を含め、５名で支援を行いました。
座学では、私たちの生活はどのくらい水が使用されているか、使用された水がどのように処
理され、川に流れて行くかをスライドにより説明しました。また、夏井小学校が夏井川のど
の位置にあるか、水質試験の目的、試験方法も説明しました。
夏井川の流域についての座学の後、模型を使い、理解度を深めました。また、水質分析では
川の上流と下流の水の分析により、水の汚れ程度の違いを勉強しました。更に、米のとぎ汁
や牛乳のＣＯＤを分析するために、何度も希釈を行い分析したことで、如何に、それらが水
の汚れに大きな影響を与えるかも勉強しました。
下の写真及び次ページの写真は、座学の様子とパックテストによるＣＯＤ分析、透視度分析
の様子です。児童たちは自分たちが行った分析結果を用紙に記入し、比較したことで川の上
流と下流の汚れの差を実感したようでした。
次回は７月１１日（火）
、９：１０～１４：１０に源流から河口までをバスにより見学する
計画です。
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(2) 好間第４小学校での取り組み
支援講座の流れは、概ね夏井小学校と同じ流れとなりますが、対象学年が、3,4 年生 8 名（複
式学級）あることから、川と直接接する機会を多く持ち、児童の川に対する理解を深めてもらお
うと内容を工夫しています。これまで、事前アンケートと座学・水辺観察（6/23）を実施しまし
た。当講座では、教室での事前学習の後、学校近くを流れている好間川の水辺を散策し、水辺の
評価（環境省が推奨している「みずしるべ」による水辺評価法に準拠）をしてもらいました。
下の写真は、座学、学校近くを流れる好間川の景観調査時の様子です。
当日は、当研究室より、橋本、平川、中西が支援を行いました。
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【連載】

新川のはじまり 水だより（3）
いわき科学の里 主宰 諸橋健一（会員）

3 回目の水だよりをお送りします。今回の話題は、
「降水量と河川流量について」
。
降水量と降水のパターンは地域により違いがみられます。同じいわき地域でも、平や小名浜など
の平野部と山間部とでは大きく異なります。通常は山間部の方が、平野部にくらべ降水量が 1～2 割
多く観測されます。また、小野町から西に地域になると、いわきの平野部と同じ小降水地域となり
ます。中通り地方は全国有数の小降雨地帯です。
渇水期になると、話が違ってきます。平成 8 年の事例です。この年は、平野部の年間降水量 1200
ｍｍに対し、山間部が 800ｍｍ～900ｍｍ。山間部の降水量が少ないという現象が見られました。新
川の一日の流量は約 2 万㎥。平年の４分の 1 以下という状況になりました。下流の古川橋でのＢＯ
Ｄ年平均値は 7.1ｍｇ/ℓでした。
新川のお隣の好間川では、流量がいつもの年の１割以下
の２万㎥ぐらいになりました。２万㎥の水量があれば、何
の問題もないのではとお思いでしょう。下流の浄水場で１
日に必要とする水量は２万４千㎥です。これでは、水道水

降水量観測値
4月1日～30日

154.5ｍｍ

5月1日～31日
観測場所

を作ることはできませんね。
※

（平成29年）

観測者

172.5ｍｍ
内郷高野町先達
諸橋健一

この記事及び観測値の利活用は本会会員に限ります。

【いわき環境地名学】 藤原川源流域 田代
もろはしけんいち（会員）
田代（タシロ）
、田（タ）と代（シロ）で田を拓いたところ。すなわち、
「新田」を意味します。
また、高山の小平原の湿地を表す地形地名でもあります。
常磐藤原町田代は、むかし、高野田代と呼ばれていました。文化圏、経済圏が高野（内郷高野町）
であったからです。
田代の南西側には湯ノ岳断層があり、急な崖地の地形となっています。ふもとの藤原側に出るに
は、獣道のような小径しかありませんでした。田代から他の地域へ行くには、高野へ通じる道を利
用していました。米や炭を搬出するにも、学校への通学も高野を経由しました。
今でも、小学校、中学校の学区は高野。
子供たちは田代から高野小学校、内郷第三中学校へ通学します。
昭和 52 年、湯ノ岳パノラマラインが開通。自動車で常磐藤原町から田代、さらに林道を通って
高野に抜けることができるようになりました。
地質図を見ると、田代は新生代第四紀段丘堆積物の地質。湯ノ岳断層の北東側の隆起により、今
の高さになりました。太古の藤原川の河岸段丘が堆積物として残されたのでしょう。ここは、農地
として適した地質。おそらく、人が入る前は高原の湿地帯であったと思われます。標高は約 500ｍ。
いわきの「天空の里」といってもよいでしょう。豊富な湧き水は、田代の田や畑をうるおし、下流
の川上渓谷を形づくっています。
昭和 37 年、天空の里にやっと電気が通りました。現在、6 世帯の人々が生活しています。吉田の
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姓ばかりで、祖先は常磐の馬玉から来たとのこと。明治のころにはもっと多くの人が住んでいたと
いいます。田代は何世代にわたって開拓され、人の出入りがあり、現在に至っています。
25 年前ぐらいに、
「田代にハッチョウトンボがいるから、見に行ったら」と、本会会員の方が薦
めてくれたことがあります。残念ながら、私はまだ見ていません。どなたか、藤原川源流域の生き
ものを研究材料にしてみてはいかがでしょうか。

【環境雑感】

ドイツのトイレ思い出ばなし
もろはしけんいち（会員）

25 年前、水道事業の研修でドイツに行った時の思い出話をひとつ。
トイレに入ると、男子用の小便器の位置が高いのに驚きます。日本の取り付け高さは、確か「機
械設備工事標準」で 53ｃｍ。ドイツではこれより 10ｃｍ位は高いように思われました。私は足が
長く、イケメンなので全く問題はありませんでした。でも、背の低い人はナニが首吊りしそうと大
騒ぎ。中には「エイズが心配」と大の方を利用している人もいたほどです。
大の方は、当然洋式です。便座は日本のものに比べて大きく、私のかわいいお尻がすっぽり入っ
てしまいそうになります。ドイツのトイレは大変危険です。
ドイツのトイレに関しては、
有名な話があります。
学生時代にドイツ語の教授から聞いた話です。
ドイツ語では、男は「Harren」
（ヘーレン）
、女は「Damen」
（ダーメン）といいます。ある男が
トイレに入ろうとしたが、男性用と女性用の区別がわからない。そこで、そばにいる人に会釈をし、
入ろうとすると「Harren（ヘーレン）
」という。ここには「入れん（ヘーレン）
」のかと反対側に行
こうとすると、
「Damen（ダーメン）
」というので、立ち往生してしまったという話です。
この話は本当のことか、ドイツのトイレには本当に「Harren」と「Damen」の表示があるのか、
私はずっと考え続けていたのです。
ドイツに入国するとすぐに、トイレの表示を探しました。そして、トイレの入り口に待望の
「Harren」と「Damen」を見つけたときは、大感激。
「あった！これだ！」と思わず叫んでしまい
ました。これまでの頭の中でもやもやしていたものが一気に晴れた感じでした。
しかし、よく観察してみると、
「Harren」と「Damen」のそばには男性と女性の絵の表示がある
ではありませんか。ドイツ語を知らなくても、立ち往生する心配はないのです。感激はすぐに失望
へと変わっていきました。
「Harren」と「Damen」の表示は、ドイツ語圏の国のオース
トリア、スイスにもありました。オランダのアムステルダムス
キポール空港でも「Harren」と「Damen」の表示がありました。
そこでは、英語が併記されていました。
ついでに、アメリカの有名なトイレの小話をひとつ。
英語を知らない男が、男と女のトイレの識別法を教えられま
した。男は「men」女は「women」
。短い綴りの方が男と思えば
よいとのこと。でも、運の悪いことに、男の入ったトイレの表
示は「ladies」と「gentlemen」でありましたとさ。
めでたし、めでたし。
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