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【会長挨拶】  創立30年の年を迎えて 

                                   諸橋健一   

 

 あけましておめでとうございます。 

 会員の皆様には穏やかな新年を迎えられたと思います。昨年中は、本会の運営にあたりま

して、一方ならぬご支援、ご協力をいただきありがとうございました。お陰をもちまして、本

会はほぼ順調に歩みを進めることができました。 

 さて、いわき地域環境科学会は、昭和 63 年の創立以来、30 年を迎えることになりました。

今年は、記念事業として、記念誌の発行、いわきの環境科学遺産の選定などを予定しておりま

す。中でも、記念誌の発行事業は、会員全員参加の主要事業となる予定です。 

＜ 目 次 ＞ 
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 昨年二度ばかり、いわき総合図書館を訪れる機会がありました。いわき駅前のラトブの４

階、５階が図書館が入っているフロアです。5 階の図書館の入り口を入って向って左側が、い

わき資料のコーナーになっています。 

 いわき資料の書架 10Ａに「40 自然科学」と書かれた札が貼られています。そこに、本会の

会誌イクオールが、創刊号から 29 号まで 2 冊ずつ置かれています。イクオールは自然科学部

門のいちばん目立つ、いい所におかれているように感じました。 

 ほかに本会関係の書籍はないか、周囲の書架を見てみました。しかし残念なことに、イクオ

ール以外見当りません。他団体のものは多数ありましたけれど。本会は今年で 30 年の歴史を

誇る全国でも名の通った環境団体です。なんとも寂しい限りです。 

 本会ではこれまで、いろいろな報告書などを出してきました。しかし、これらのほとんどは

小冊子。しかも、会員の一部の人にしか配付されていません。これでは、折角の貴重な報文、

論文等、多くの人の目に留まることはないでしょう。 

 イクオールに掲載されれば、図書館を通して、市民や学生、一般の研究者の目に触れる機会

が多くなります。また、これを参考にしたり、引用できる、永久保存の生きた資料になろうと

いうものです。 

 今、発刊を予定している 30 周年記念誌は「いわゆる記念誌」のような体裁をとるつもりは

ありません。会誌でもなく、「イクオールブックス第１号」として、図書館に置いてもらえる

「図書」にしたいと考えています。 

 これには、会員の皆さんの積極的な投稿が不可欠です。まだ原稿を提出していない方は、今

すぐ提出されれば何とか間に合います。また、イクオールへの投稿もお願いします。そして、

みなさんのいわき地域環境科学会での足跡を図書館に永久に残そうではありませんか。 

 いわき総合図書館のいわき資料コーナー、自然科学部門の書架を本会の書籍、資料で埋め

尽くす。これが私の見た初夢です。 

 

【行事案内】   第 29 回 発表会 

 当会恒例の発表会を下記の内容で

開催します。 

 今回も自由テーマと設定テーマに

分けた発表会となります。いわき地

域の環境に関する調査や研究につい

ての内容をご発表いただく自由テー

マに加えて，「いわき地域の環境 過

去・現在・未来」という設定テーマ

を掲げています。 

 会員の皆様をはじめ，多くの皆様

のご来場をお待ちしております。 

有機合成薬品

工業㈱

生活協同組合

パルシステム福島

古内北

下船尾

八幡神社

至泉

至湯本

藤原川

常磐線

正木屋

材木店

みんなの交流館 パルキッチンスタジオ ＩＷＡＫＩ 案内図

県道１４号

駐車場

住所：いわき市常磐西郷町落合２７８

みんなの交流館

至小名浜

有機合成薬品

工業㈱

有機合成薬品

工業㈱

至湯本ＩＣ

ＴＥＬ：０２４６（４３）１５５５

湯本南

店

いわき石川バイパス

歩道橋

陸橋

カラオケ
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記 

 

１．日時  平成 30年 1 月 20 日（土）13:30～17:00 

２．場所  パルシステム福島「みんなの交流館」 

       いわき市常磐西郷町落合 278（TEL: 0246-43-1555） 

３．内容 

 開会（13:30） 会長挨拶 / 進行説明 

 自由テーマによる発表 

 ①「食餌環境の違いによるゲンジボタルの成長特性について」 

○臼井栄佑，原田正光（福島高専建設環境工学科） 

 ②「ヒゲナガカワトビケラとその周辺環境における放射性セシウムの調査」 

○若宮楓矢，原田正光（福島高専建設環境工学科） 

 ③「『スマートグリッド実規模実験装置』による太陽光発電シミュレータのパラメータ最適

化に関する研究」 

○櫛田秀人，山本敏和，橋本慎也（福島高専電気工学科） 

 ④「反射光を利用した太陽光発電装置に関する研究」 

○桑名将梧，○髙木諒，森下英樹，山本敏和，橋本慎也（福島高専電気工学科） 

 ⑤「小型風力発電機における始動特性の研究」 

○奥山穣，○ヌイ，岡部佑弥，山本敏和，橋本慎也（福島高専電気工学科） 

 ⑥「小水力発電装置における出力向上に関する研究」 

○鴨穂高，○坂本佳暉，鈴木孝幸，山本敏和，橋本慎也（福島高専電気工学科） 

 休憩 

 設定テーマによる発表 ※テーマ：「いわき地域の環境 過去・現在・未来」 

 ⑦「私のサイエンス」 

野村芳秀（いわき地域環境科学会 会員） 

 ⑧「いわき地域の自然景観 ―“これまで”と“これから”―」 

山田貴浩（いわき地域環境科学会 会員） 

 閉会（17:00） 

 

４．問い合わせ先 

   いわき地域環境科学会事務局（発表会担当：山田） 

   〒970-8034 いわき市平上荒川字長尾 30 福島工業高等専門学校電気電子システム工

学科 

   TEL: 0246-46-0800，FAX: 0246-46-0807，E-mail: yamada@fukushima-nct.ac.jp 
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【お知らせ】 いわき地域環境科学会 会員が選んだ 

「いわきの環境科学遺産」候補地の募集について 
 

 いわき地域環境科学会は，来年の平成 30 年に創立 30 周年を迎えます。 

 「30周年の記念にふさわしい事業を」と事務局一同熟慮した結果，「いわきの環境科学遺産」

の選定という事業を企画しております。 

 私たちのこれまでの 30 年間の自然観察会 や 研究会、ワーキンググループ あるいは個人

の研究活動の中で，後世に残しておきたいと思える環境研究のフィールドがいくつかありま

した。これは，単に保全・保護しておきたい場所ということでなく、何世代にもわたっての環

境調査研究が必要と思われるフィールドや、環境の変化を長期にわたって観測・観察すべき

場所、環境教育や研究の場としてふさわしい場所などを「いわきの環境科学遺産」として記録

に残し、会員や次の世代の研究者などに参考にしてほしいというものです。 

 これは，今，公的機関が選定している「世界遺産」や「産業遺産」などとは性格を全く異に

するものです。また、それらとの競合は考えておりません。むしろ、公的機関が「指定」する

際の参考にしてもらえればとの考えです。 

 対象地域は、いわき市内に限定せず、その周辺の地域も含む広い いわき地域 と考えてい

ます。このいわき地域の豊かな環境をいつまでも残しておきたいという思いを込めて企画し

ました。 

 会員の皆様のご応募をお待ちしております。 

 

◆ 応募要領 

 ・別添の応募用紙に必要事項を記入し、写真を添付してください。 

※お送りいただきました写真は、希望される方にはお返しします。 

 また、写真を当会のパンフレットやチラシに使用させていただくことがありますこ

とをご承知おきください。 

 ・提出先 

   〒970－8034 いわき市平上荒川字長尾 30 

  福島工業高等専門学校内 いわき地域環境科学会事務局  

 電話：0246－46－0837（電話については担当者がいつも出られるとは限りません） 

 ・応募用紙の提出は郵送のみとさせていただきます。 

※封筒の表面に「環境科学遺産応募用紙在中」と記入してください。 

 ・提出期限：平成 30 年 3 月 31日（消印有効） 

【報告】   第 21 回 子供環境研究発表会 

 平成 29年 11 月 26日（日），福島高専において「第 21 回子供環境研究発表会」を開催しま

した。当日の発表作品は，いわきら・ら・ミュウにて 9月に開催された「福島県小学生理科作

品展いわき地区展」に出展された中から当会が選出したものです。 
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 発表会は，最初に諸橋健一会長の挨拶があり，次いでいわき市小学校理科研究部長で好間

第二小学校長の江尻陽子先生から子供たちへ激励のご挨拶をいただきました。その後，発表

者が１人ずつ自由研究をもとに作成したポスターの前で研究の内容を５分程度で紹介し，続

いて来場者がポスターの前に移動して発表者と質疑応答を行いました。子供たちは十分に練

習してきたようで，各自の発表を立派に行いました。今回の発表会には過去最高の 100 名の

来場者があり，活気のある発表会となりました。 

 全員の発表と質疑応答が終わったところで，当会の吉田真弓幹事より発表の１つ１つに温

かい講評が述べられ，その後諸橋会長から発表者全員に賞状と副賞が授与されました。 

 最後になりますが，発表会の開催にあたり，発表された児童の皆さん，ご指導いただいた小

学校の先生方ならびに保護者の皆様に御礼申し上げるとともに，児童の皆さんの更なる研究

の発展を祈念いたします。 

発表内容 

 「植物大そうさ」          平第五小学校３年 大藤 颯希子 さん 

 「カタツムリのけんきゅうパートⅡ」 植田小学校３年 伊野 晶栄 さん 

 「クワガタの走光性について ２」       好間第二小学校４年 佐藤 聡音 さん 

 「ザリガニの研究」    好間第二小学校４年 佐藤麗愛さん・ 

志賀郁花さん 

 「かいわれ大根の成長きょう争」     小名浜東小学校４年 小松 瑞生 さん 

 「伸びろ 緑のカーテン パート２」 御厩小学校５年 立花 里紗 さん 

 「DNA を取り出してみよう」      小名浜第三小学校５年 御代田 璃桜 さん 

 「レモン電池の研究－３」        植田小学校５年 鈴木 心彩 さん 

 「夏井川の旅」         磐崎小学校５年 齊藤 碧唯 さん 

 「僕にも簡単何が一番エコ肥料」       平第一小学校６年 飯田 賢 さん 

 「舟門海岸大研究！」   高久小学校６年 鈴木 将光 さん 

 「外来種 撲滅作戦」   小白井小学校６年 志賀 乙斗 さん 

 「塩分と金属の植物への影響」  小名浜西小学校６年 久保田 綾 さん 

 



いわき地域環境科学会会報「ふぃーるど」 NO.126（2018.1.1） 

 

 

― 6 ― 

【報告】 第 14 回いわき子ども環境賞コンクール表彰式 

いわき市の共催、いわき市教育委員会の後援で当会が主催した、第１４回「いわき子ども

環境賞コンクール」表彰式は、子供研究発表会と同日の１１月２６日（土）に受賞関係者な

ど６０名ほどが参加して福島高専で執り行われました。 

環境保全をテーマにした標語は、今回も小学生の部と中学生の部それぞれで募集、審査が

行われ、当日は諸橋会長から賞状と記念品が授与されました。最優秀賞作品は「広報いわ

き」に掲載されるほか、入賞作品は１２月に市役所ロビーで披露された他、市のホームペー

ジでも紹介されます。受賞作品は以下の通りです。 

 

［小学生の部］ 

最優秀賞 

よみがえれ あの日の砂浜 みんなの海     宮小学校    ６年 渡部 愛瑠 

優秀賞（3作品） 

ピカピカね ごみをひろった そのえがお    中央台東小学校 １年 工藤 そら 

青い海 美しいふるさと いわき市       中央台東小学校 ５年 秋本 彩人 

コツコツと 日々の意識が エコライフ     藤原小学校   ５年 佐藤 桜心 

佳作（5 作品） 

いねのなか とんでく ホタル ぼく見たい   大浦小学校     １年 根本 和拓 

あきカンのゆくえで かわる 地球の未来    大浦小学校    ４年 齋藤 琴 

しょうエネは 未来をつくる おてつだい   宮小学校     ４年 志賀 勇斗 

「護
ご

美
み

」箱と書いて やさしさ 広げよう   平第五小学校   ５年 藤井 柊羽 
考えよう 資源かゴミか 君次第           中央台東小学校  ６年 長島 有輝 

 

［中学生の部］ （応募は一校のみ） 

最優秀賞 

なくさない いわきの宝 緑の美       藤間中学校    ３年 新妻 慧祐 

優秀賞（3作品） 

私たち 未来を守る 環境戦士         藤間中学校      １年 箱崎 葉南 

青い地球(ほし) 一人ひとりが 守り神      藤間中学校     ２年 山野辺美莉 

守ろうよ 子孫へ受け継ぐ 地球の自然        藤間中学校     ３年 中村 陽歌 

佳作（5 作品） 

環境に 優しいくらし 身につけよう      藤間中学校     １年 田中 志帆 

拾ってよ 見ているはずだよ 君の目は     藤間中学校     １年   非公表 

守ろうよ 地球の未来と 大事な資源        藤間中学校     ２年 馬場 綾音 

温暖化 君の手一つで 変えられる     藤間中学校     ２年 松本 光 

ひと工夫 僕らの地球を きっと救う！      藤間中学校    ３年 鈴木 伶菜 
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【報告】  平成 29 年度 第 2 回幹事会 開催報告 

 平成 29 年 12 月 16 日（土）15 時より，いわき市文化センター・和室３において今年度

第２回目の幹事会が開催されました。当日の出席者は役員・事務局員合わせて 14名でし

た。佐藤烈事務局次長の進行で始まり，まず諸橋会長より今年一年の会の活動を振り返っ

ての挨拶がありました。続いての議事では，平川英人副会長が議長に選出され，事務局か

ら今年度の事業中間報告および会計中間報告がなされました。また，来年の 30 周年記念

事業についても出席者からご意見をいただきました。幹事会は 16 時 30 分に終了しまし

た。 

   

【報告】 「いわき自然エネルギー研究会」の動き（第1８報）  

【１】学習支援(1) ～ 平四小６年生 

 平成29年11月7日（火）10:00～12:00、６年生２クラス６３名を対象に３回目の自然

エネルギー支援講座を開催しました。今回のテーマは、前回諏訪神社で体験した「遡り

水車」の製作と速さ比べです。始めに、全員

対象に遡り水車の原理と製作方法、水車の速

さは羽根の枚数、羽根の巾、軸の太さ及び羽

根と雨樋の隙間の大小に影響することを説明

しました。 

クラス毎に、６班に別れ、各班で支援者の

応援を受け、水車作りを実施しました。出来

上がった水車の速さ（７０ｃｍ遡る時間）を

計り、改良を加えることを繰り返しました。

作り始めて１時間過ぎた頃から、傾きの異な

る雨樋毎に、各班の速さを記録用紙に記入、

１位と２位を選びました。小学生が６秒台で遡る水車を作れたことは予想外でした。 

最後に全員が集まり、各組の１位と２位の代表から、速い水車を作った工夫などの感

想を話してもらいました。子供たちが熱心に水車を作り、速さを競う状況を次ページの
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写真で実感ください。 

 

【２】学習支援(2) ～ いわき海星高校海洋科2年生 

12月 19 日（火）午後、自然エネルギー学習支援（テーマ：“水の力”）のために、いわき

海星高校へ出掛けました。参加したのは橋本、中西、和田隆、平川と鳴き砂を守る会から柳

田さんの 5 名でした。 

 受講生は海洋科 2 年の 6人でした。ま

ず中西先生から、この日の講義予定と教

材として使う「浮沈子」の動きを理解す

る上での基礎的な知識となる「パスカル

の原理、ボイルの法則、アルキメデスの

原理」などを説明しました。その後で、

3人ずつ 2 班に分かれて実験を行いまし

た。 
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①乳酸飲料 R1 のポリ容器を利用した浮沈子を全員で 1 本ずつ製作しました。その後に浮沈

子が浮いたり、沈んだりする理由について班毎に討論して、発表してもらいました。 

②休憩を 10 分取ってから、次は石の比重を求める実験をしました。まず石をビーカーに入

れて水が溢れる量を測って、その重さで石の重量を割って求めました。次に水中に石を入れ

て重量を測り、空気中の重量との差より求める方法をみつけました。中西先生から、更に二

つの方法についてパワーポイントで説明して、理解を得ました。 

③3番目に舟では通常運べない大きな石を運ぶ方法について、班ごとに考えてもらいました。

舟の外にロープでぶら下げれば簡単に運べることに、何度か試行錯誤して見つけることがで

きました。 

今回は 3 つ実験を行いましたが、表情が生き生きとして、楽しそうでした。最後に生徒代

表より、感想を聞きましたが、面白くためになったとのことでした。 

 

【３】こども♡あいネットフェアが開催、自然エネルギー遊具を出展 

 平成 29 年 12 月 2 日に、いわき芸術文化交流館アリオス 2 階ホールで、子育て支援を

目的にこども♡あいネットフェアが開催されました。出展した団体は、１８団体と大規

模なフェアでした。 

  12 時 15 分に開場すると、子供連れのお客さんが当環境研究室のブーツに多く集まり

ました。今回は、子供と一緒に作る浮沈子を目玉商品としました。他には風に向かって
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進む風車と遡り水車を体験してもらいました。子供たちは自分で、浮沈子に猫や犬の絵

柄を貼って作って楽しんでいました。 来場した子供、ほぼ全員に浮沈子を渡すことが 

できました。 

◇◇◇NPO法人いわき環境研究室からの報告◇◇◇ 

（平成29年11月1日～12月31日） 

【１】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」の業務報告（第４報） 

今年度の支援事業内容については、既に本会報で報告して参りましたが、9月21日の泉小

学校の講座で、予定していた４校（好間四小、夏井小、泉小、いわき海星高校）の学習支援
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が一段落しました。本事業では、事業効果を検証する意味で、学習対象者（小学生、高校

生）に対して、事前・事後のアンケートに協力していただきました。膨大なアンケ―ト（泉

小148名等を含め、180名）の集計・解析には、和田隆さん、佳代子さんに担当して頂きまし

た。また、今回の一連の講座では、当いわき環境研究室のスタッフだけでは、対応できなか

ったため、他の組織（夏井川流域の会、いわき鳴き砂を守る会、福島高専の先生方、学生さ

ん）にも支援をお願いしました。ご協力戴いた皆さんに、この場をお借りして御礼申し上げ

ます。 

12月12日には、実施事業内容に関する検討会を開き、事業を実際に実施しての問題点や課

題、今後の展望等を中心に話し合いの場を持ちました。最終的な報告書は、平成30年１月上

旬、いわき市に提出する予定です。 

 

【２】その他 

〇当NPOでは、平成28年度（「福島県再生可能エネルギー見える化推進支援事業」）及び

今年度（「福島県再エネ先駆けの地理解促進事業」）の支援を受けて、県内再生エネル

ギー施設等の見学会等を企画してきております。11月29日（水）理事長宅で、福島県エ

ネルギー課による平成28年度及び平成29年度助成事業に関する会計監査・事業進捗状況

等に関して、ヒアリングがありました。その後、理事長近くの諏訪神社に設置されてい

る自然エネルギー施設を見学してもらいました。 

〇パルシステム福島の環境委員会主催の「放射能測定結果報告会」に参加 

12月6日午前、パルシステム福島敷地内にある「みんなの交流館」において、環境委

員会の放射能測定班が中心となり、販売目的以外の家庭菜園や山菜などの収穫物、土壌

などの放射能測定結果等についての報告会があり、当会からも参加しました。 

 

【連載】    新川のはじまり 水だより⑹ 

                     いわき科学の里 主宰 諸橋健一（会員） 

 

 新年おめでとうございます。今回は新年にふさわしい「酒の水」のお話です。 

 日本酒は古くから神聖なものとされ、お祝い事などに欠かせないものです。酒の水につい

ては「良い酒は良い水から」といわれ、酒造りの盛ん

なところには、必ず良質の水が豊富にあります。 

 江戸時代、高野には二軒の造り酒屋がありました。

そのうちの一軒が私の隣組内にあり、いまでも「サカ

ヤ」の屋号を名乗っています。今は、高野で酒を造っ

ているところはありません。高野は、当時 413 石の

米を生産しており、山入五か村の中で最高の石高を

誇っていました。また、新川上流域の地質は、主に変
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成岩と花崗岩から成っており、いやの山の麓からは豊富なおいしい水が湧きだしています。 

 私は酒が飲めませんので、酒の味は判りません。高野の水は軟水ですので、おそらく、高野

の酒は柔らかい女性的な味だったと思います。硬水でつくられた酒はキレのよい男性的な味

がするそうです。 

※ この記事及び観測値の利活用は本会会員に限ります。 

降水量観測値 （平成29年） 

10月1日～31日 424.5ｍｍ 

11月1日～30日 49.5ｍｍ 

観測場所 内郷高野町先達 

観測者 諸橋健一 

 

【会員の動きから】 ―当会の会員がそれぞれの分野で活躍しています。 

該当会員 時期・場所 主催所管 内 容 

引地 宏 H29.11.3 

 

政府 11 月 3 日付で、平成 29 年秋の叙勲が発表さ

れ、瑞宝小授賞を受賞しました。 

和田佳代子 

橋本孝一 

高荒智子 

H28.11.21 

いわき市役所 

生活排水対策

室経営企画課 

いわき市下水道事業等経営審議会が開催さ

れ、市長より下水道事業の経営について諮問

されました。 

諸橋健一 H29.11.29 

いわき市役所 

いわき市 

総合政策部 

平成 29 年度第 1 回いわき市まちづくり市民

会議が開催され、次期総合計画の策定につい

ての説明を受けました。 

原田正光 

平川英人 

佐藤 烈 

H28.12.1 

いわき市役所 

いわき市 

環境企画課 

いわき市環境審議会が開催され、いわき市環

境基本計画（第二次）の年次報告について審

議しました。 
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