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【報告】         夏井川沿いウオーキング 

橋本孝一（会員） 

 

当会と夏井川流域の会との共催で、2020年 11月 8日（日）夏井川沿いウオーキングを行いまし

た。福島高専の教員・学生も含め 26 名の参加の下、出発地点となった夏井川鎌田左岸河川公園に

集合。今回は、夏井川堤防沿いに「鎌田公園→①鯨岡→②夏井川河川防災ステーション→③下平窪

四左衛門→④大念仏→⑤寺内→➅平窪公民館」の堤防沿いを歩くコースでした。今回のコースは、

夏井川の決壊箇所と重なったことから、いわき建設事務所河川砂防課の方々から、要所要所で、破

堤した堤防の状況や河川敷地内の雑木の除去の状況等を中心に復旧工事の概要を説明して頂きまし

た。復旧しつつある夏井川の姿を間近に見ることができました。好天に恵まれた中、終点の平窪公

民館に全員、無事到着。約 6kmを完歩しました。平窪公民館では、早めの昼食をとった後、参加者

全員から感想等を戴き、解散しました。 

次回は赤井から上流へ向かい、数年先には最終目的地の源流まで行く予定です。皆さんも参加し

てみませんか。 

＜ 目 次 ＞ 
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下平窪四左衛門堤防の復旧状況を視察         平窪公民館で意見交換 

 

 

【報告】       四時川の水生昆虫の定点調査（1月） 
吉田 真弓（会員） 

 1月 10 日（日曜日）に、川部町地区を流れる四時川で水生昆虫の調査を実施しました。これまで

も同じ場所で、定点調査を令和元年 9月から毎月行ってきました。今回は、福島大学塘忠顕先生が

ご厚意で参加してくださることとなり、事務局山田先生に急遽連絡をしました。しかし、連絡した

のが年末押し迫った時期であり、会員の皆様にもご都合があり、当日は山田先生、吉田の 2 人で塘

先生のご指導を頂きました。（マンツーマンに近い、なかなかできない貴重な体験でした。） 

 9時 30 分に四時大橋下で定点調査を行い、その後、10時 30 分頃、四時ダムの上流にある南大平

分校下に移動して、2 箇所の調査を行いました。南大平分校下は、四時川の支流が流れ込む下手に

あたるので、四時大橋下では見られない水生昆虫が生息しているかもしれないと思い、この場所を

選びました。残念ながら、大きな岩が多くて、持ち上げることが難しく、水生昆虫の種類・数とも

少ない結果となりました。調査場所選びは大事であると改めて感じました。 

 午後は、川部公民館に移動して、水生昆虫を実態顕微鏡で観察し、分類のポイントを塘先生に教

えていただきました。 

・アミメシマトビケラとシロフツヤトビケラの咽頭板の形の違い 

・カクツツトビケラの若齢幼虫の巣は上部が枯葉、下部が砂粒でできている 

・コガタシマトビケラは珪藻を食べ、体色は緑色の個体と淡褐色の個体がいる 

・ヒゲナガカワトビケラは年 2 回（初夏と秋）羽化するので、この時期比較的大きいが、チャバネ

ヒゲナガトビケラは夏１回の羽化のため、小さく、頭部中央に縦の黒斑の有無（チャバネにはない）

でも見分けられる 

・この時期エラに斑紋がある大型のヒラタカゲロウの仲間は、タニヒラタカゲロウである（エルモ

ンヒラタカゲロウは夏大型になる） 

・四時大橋下では、ヤマトビケラが大変多かった。ヤマトビケラはエラがなく水中の溶存酸素を体

表のみで呼吸をしている 
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・フタオカゲロウとチラカゲロウの違いは、フタオカゲロウは川のよどみに生息し、触角が短く腹

部の前の方にエラが 2対ある、チラカゲロウは前肢に毛が多く、肉眼でも分かる 

 いつも一人で顕微鏡を覗いていると悩むことが多く、今回のように先生これは？と聞けるのはあ

りがたかったです。大変、勉強になりました。今回の結果は表にまとめましたが、これまでの調査

結果はイクォールに掲載できるように現在奮闘中です。 

      

◇◇◇NPO法人いわき環境研究室からの報告◇◇◇ 

（令和3年1月1日～2月28日） 

【１】 令和 2 年度 環境学習支援事業報告書をいわき市に提出 

いわき市の令和 2 年度環境まちづくり担い手育成支援

事業」の助成を受けて実施していた「いわき市内児童・生

徒対象の環境学習支援のための教材開発と実践的取組み」

報告書を作成しました。 

 今年度は「水環境と自然エネルギーを楽しもう、川とく

らしのかかわり」のテーマで、従来の水環境学習支援・自

然エネルギーだけでなく、河川の持つ楽しさや災害の「2

面性」を含めた事業内容で推進しました。好間四小、いわ

き海星高校、平四小の 3校で支援を実施しました。3月 15

日までに、報告書をいわき市に提出する予定です。市より、

関係先への報告書配布の承認があり次第、関係機関に送付

します。 

 報告書の表紙、学習支援校の位置図、ＤＶＤラベルを 

添付しました。なお、報告書を希望の方にはＤＶＤ版をお

分けしますので、橋本理事長までその旨ご連絡ください。 



いわき地域環境科学会会報「ふぃーるど」 NO.142（2021.3.1） 

 

 

― 4 ― 

 

【連載】    いわき地域の魚の方言（2）－落語「テレスコ」より 
平川英人（会員） 

 

落語にも魚の方言について、取り扱った演目があります。その演目「テレスコ」について、紹介

します。 

ところ変われば品変わると申します。魚は特にその傾向が著しいものがあります。全国で呼ばれ

ています名前を標準和名といいますが、標準和名のまま呼ばれている魚はむしろ少ないようです。

いわき市を例に挙げましても、市の魚であるメヒカリの標準和名はアオメエソで、ドンコはエゾイ

ソアイナメのことです。こんな長ったらしい名前で呼ばれることはまずありせん。また成長するに

したがって呼び名が異なる出世魚がいます。ブリは、いわきでは小さい順にワカシ、イナダ、ワラ

サ、ブリと呼ばれています。加工した魚の名前がかわることもあります。ニシンの卵を塩蔵したも

のを数の子と呼び、サケの卵はイクラと呼びます。イカの干したものをスルメと呼んだりします。

スルメではお金をスルと縁起でもない名前なので、アタリメと呼んだりします。 

「大変だ。大変だ」。 

「どうしたんだ。熊さん」。 

「見たこともない奇妙な魚が捕れたんだ。この魚は

なんていう名前か、お前知っているか」。 

「おら知らねえ」。 

「お前は」。 

「おらも知らない」。                    写真  ブリ 

「浜の漁師仲間じゃ誰も知らねえから、奉行所に持って行って、調べてもらうべえ」。 

「お奉行さん、見たこともない魚がとれました。なんという魚かお調べ願います」。 

「なに珍魚が取れたと申すか」。 

「はあ？なんでごぜえます？」 

「珍魚が取れたのか」。 

「いえ、お奉行様、赤くありませんのでなあ、…金魚ではねえと思います」。 

「金魚ではない。珍しい魚、珍魚が捕れたかと申したのだ」。 

「漁師が知らないものを、奉行所でも聞いて回っても、誰も知らないのは当たり前だな。町中の目

立つところに高札を立てて、知っている者を探そう」。 

「この度、この沖で珍しい魚が捕れた。この魚の名前を教えた者には百両つかわすものなり」 

本町 2丁目多賀家茂平という江戸で一番の物知りが、奉行所へやって来ました。 

「その魚なら知っていますが、念のために実物を調べとうございます」。 

「うむ。…（家来に向け）これ、あの魚をここに持ってまいれ。…どうじゃ判ったか」。 

「はい。この魚はテレスコと申します」。 

「なに、テレスコ？テレスコと申すか」。 

「はい、テレスコに相違ございません」。 

「うーむ。左様か。…約束どおり百両つかわす。……。テレスコで 100両か。こちらがしらないか
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ら、デレスケでもホロスケでも何でもいいわけだ。あの魚の名前は正しいのか、もう一度確かめて

みなければなるまい」。 

それで干物にし、「この魚の名前を教えたものには百両を与えるものなり」と高札に張り出しまし

た。 

多賀屋茂平はもういちど奉行所へ出向きました。 

「お奉行様、これはステレンキョウでございます」。 

「なに、ステレンキョウ？ステレンキョウと申すか」。 

「はい、ステレンキョウに相違ございません」。 

「うーむ。左様か。……この不届き者め。実は、これ、以前テレスコと申した魚を干物にしたもの

である。同じ魚を 1度目はテレスコといい、2度目はステレンキョウといって、奉行を誑かしたな。

勘弁あいならん。この者、ひっ捕らえて、牢屋に入れておけ」。 

それから半年がたちました。 

「本町 2丁目多賀屋茂平判決を申し渡す。そのほう打ち首

獄門。だがな茂平、奉行も慈悲がないわけではない。最後

望みを聞いてつかわす。何でもいうてみよ」。 

「へい。女房と子どもに会いとうございます」。   

「よかろう」。                       

「おまえさん、会いとうございました」             写真 スルメイカ 

「おお、お花。…おまえ、どうした。その痩せ方は」。 

「はい。おまえさんが奉行所へ連れていかれてから、観音様に願をかけて、火物断ちをしていまし

たので、お乳が出ません。こどもにはソバ粉を水で薄めて与えていました」。 

「そうか、おまえたちにも苦労させて、すまなかったな」。 

「お前さん、最後の望みをいっておくれ」。 

「息子には、イカの干したものを金輪際スルメと呼ばないように、そう伝えておくれ」。 

それを聞いていた奉行。 

「そうか。イカの干物をスルメと呼ぶように、生のままではテレスコでも、干してしまうとステレ

ンキョウと呼ぶのか。あい分かった。多賀屋茂平そのほう無罪放免、約束どおり百両を与える」。 

さあ、この後で、「なまえが判らない魚の名を教えたものには百両を与える」という高札が立った

ことがあったでしょうか。 

「そんなイカ減なことはスルメ」。 

成程、そうなれば、アタリメの話です。 
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【書籍の紹介】      ダムと緑のダム 
   監修 虫明功臣、太田猛彦 

          日経BP（2019年 12月発行）2,200円 

 

近年の集中豪雨は、次々と降雨量の記録を更新し、各地で豪雨

災害・土砂災害が頻発しています。当いわき地域でも、2019 年

10月の東日本台風時には、多大な水害を被りました。 

本書は、今後の河川災害を見据え、特に、河川上流部における

ダムと森林（緑のダム）の持つ役割と限界について、さまざまな

視点から論述しています。各章のタイトルと筆者は、以下の通り

です。 

 第１章「緑のダムが決壊した」（井上聡） 

第２章「森林における治水・利水機能とその限界」（高橋定雄）、   

第３章「急峻な国土に生きる」（小山内信智）、 

第４章「森林政策を考える」（太田猛彦）、 

第５章「これからのダムに求められる役割」（安田吾郎）、 

第６章「ダムと森林の連携」（虫明功臣） 

 ダムや森林には、「水を貯める」役割をどの程度期待できるの

か、６名の専門家の見解に耳を傾け、いわき地域での問題を考え

る参考にしてみませんか。  

 

 

【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 

原田正光 

平川英人 

R3.2.5 

書面開催 

いわき市 

環境企画課 

令和 2 年度第 4 回いわき市環境審議会が開催さ

れ、次期「いわき市環境基本計画」の策定ついて

審議しました。 

原田正光 

 

R3.2.9. 

いわき市役所 

いわき市 

環境企画課 

次期「いわき市環境基本計画」を市長に答申しま

した。 
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【リレーエッセイ】 

  

電気系学生に対する環境工学の授業の取り組み 
山田 貴浩（会員） 

 

  福島高専電気工学科（平成 29 年度入学生からは電気電子システム工学科）の５年生を対象に「環

境工学」の授業を担当しています．カリキュラムの改訂により，平成 25 年４月から（当初は４年生

を対象に）開講されるようになった科目です．ただし，平成８年度までは開講されていて，その後

しばらくの間は電気工学科で「環境工学」の授業がありませんでした． 

 平成 26 年に再び開講されるようになって，これまでは「環境の基礎事項」「水環境」「大気環境」

「放射性廃棄物」という大きく４つの柱で授業を組み立て，私は最初の「環境の基礎事項」のみを

担当し，他の項目は化学系・建設環境系の教員に授業の担当をお願いしていました．今年度から，

半期全て（15 回）の授業を私が担当することになったので，これを機に授業の構成も組み直すこと

にしました．その際にまず考えたのが，５年生の授業ですから卒業して就職する人もいるので，社

会に出てから授業での学習内容を活かすことができるようにすることでした．そこで，15 回の授業

を次のように組み立てました． 

 第１回  環境工学の基礎     

 第２回  地球の成り立ちと地球上の資源    

 第３～４回 大気環境の基礎と環境問題の対策   

 第５～６回 水環境の基礎と環境問題の対策   

 第７回  騒音環境の基礎と環境問題の対策   

 第８回  中間試験 

第９回  地球環境問題と地域環境問題  

第 10 回  地球環境の観測 

第 11～12 回 産業と環境 

第 13～14 回 放射性廃棄物とその対策 

第 15 回  持続可能な社会の構築 

 大気環境や水環境についての回数が減ったことから，専門の深いところまで解説できる時間は減

ってしまったかもしれませんが，できるだけ事業所や発電所などで取り組まれていることを紹介し

たり，簡単な実習を取り入れたりして学生のモチベーションを高めるように努めました．特に，電

気工学を学び将来はその道へ進む学生が多い学科での授業ですので，電気技術者として知っておい

たほうが良いと思うことを中心に授業を行いました． 

 半期の授業の最後に，学生にアンケートをとってみたところ，「環境問題について視野が広がっ

た」「今まで何となく認知していたり聞いたりしたことはあるものの詳しくは知らなかったことを、
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原理に加え身近な例を挙げ授業で詳しく聞くことが出来たので、とても楽しく受けることができた」

などのコメントが寄せられました．また，授業の内容で最も興味を持って聞くことができた内容（複

数選択可）についても尋ねたところ，「放射性廃棄物の処分方法」が最も高く，次いで「放射線の概

要と放射線の計測機器」，そして「騒音の概要と騒音問題の対策」と「地球環境問題と地域環境問題」

が同数となっていました．放射線関連の内容に興味がある学生が多いというところに，地域性が表

れていることを感じました．東日本大震災と原発事故から 10 年が経ちますが，学生たちの意識の

中ではまだしっかりとこのできごとや問題解決のためのことを考えてくれているようです． 

 今年度は新型コロナウィルス感染症対策のため実現できませんでしたが，感染状況が落ち着いて

きたらグループ討論をできる時間も設けたいと考えています．当会には環境に関する様々な分野に

ついて知見をお持ちの会員の方々がたくさんいらっしゃいます．「こういうことも学生に伝えたら

良いのではないか」というご意見をいただけましたら大変ありがたく存じます． 
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