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【行事案内】 

 

第 25 回発表会のご案内 

 

当会恒例の発表会を日本財団の助成を受けて下記の通り開催します。 

発表会では自由テーマによる発表と設定テーマによる発表を行います。自由テーマ

による発表では，当会会員による発表のほか，高校生や高専生による発表が予定され

ています。また，設定テーマによる発表では，「地域の環境教育の実践」をテーマに，

当会および当会と連携協力している団体の取組みについて紹介していただく予定で

す。 

＜ 目 次 ＞ 
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当日は，会員の皆様をはじめ，多くの皆様のご来場をお待ちいたします。 

 

記 

 

1.日時   平成26年1月19日(日) 13:30～17:30 

2.場所    福島工業高等専門学校 大会議室  

3.内容 

 

 ●開会 (13:30) 会長挨拶／ 司会進行説明(～13:35) 

 ●自由テーマによる発表 （13:40～15:15） 

①大気汚染とマツの葉の関係 

菊地里歩，根本結衣（磐城桜が丘高等学校科学部） 

②鳴き砂に関する調査 ～鳴き砂きゅっきゅっ～ 
小野沙由美，鈴木栄美，高倉優花，松崎 薫（磐城桜が丘高等学校科学部） 

 
③画像情報に基づくいわき市海岸における鳴き砂の分析 

五十嵐礼、山田貴浩（福島工業高等専門学校電気工学科）
  ④「ウスバキトンボ」の生態について －いわき版として－ 

吉岡榮一（いわき地域環境科学会会員） 
⑤山林地域の放射性物質の汚染状況と対策 

引地 宏（いわき地域環境科学会会員） 
⑥いわき海岸砂浜の放射能に係る継続調査 

中西恒雄（いわき地域環境科学会会員） 

●休憩（15:15～15:30） 

●設定テーマによる発表 「地域の環境教育の実践」 （15:30～17:15） 

①「鳴き砂と私の出会い～砂絵を通しての環境教育の可能性」 
山本美鈴（いわき鳴き砂を守る会幹事） 

②夏井川上下流の小学校を軸とした交流事業 
佐藤雅子（夏井川流域住民による川づくり連絡会） 

③小学校に対する森林環境教育支援 
野口 紘（NPO法人いわきの森に親しむ会） 

④小学校に対する海岸環境教育支援 
平川英人，中西恒雄，橋本孝一（いわき地域環境科学会会員） 

⑤小水力発電など自然エネルギーへの取組み 
中西恒雄，蛭田弘幸，草野芳久，橋本孝一（いわき地域環境科学会  

自然エネルギーWG） 

●閉会(17:30)  

 

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；原田) 

       〒970-8034 いわき市平上荒川字長尾 30 福島工業高等専門学校建設環境

工学科 

      Tel.0246-46-0833，E-mail;harada@fukushima-nct.ac.jp 
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【会長挨拶】 
 

           今年 26 才になる当会の飛躍の年に 

                                   橋本 孝一 

 

 昨年を振り返ってみると、2013 年は異常気象が目立った年

でした。夏の猛暑・豪雨が日本列島を覆いました。12 月中旬

の寒波は、エジプトのカイロに、およそ 100 年振りとなる積

雪をもたらしました。2013 年 9 月、気候変動に関する政府

間パネル（IPCC）では、第５次報告がなされ、「気候システ

ムの温暖化は疑う余地がないこと、海水上部の水温も上昇し

ていること等」が示されました。極端な気象事象、台風の大

型化等は、気候変動が肌で実感できるレベルにまで達してきているといえるのではないで

しょうか。 

◆いわき地域では、自然災害に対しては、沿岸部にはこれまでにない高さの防波堤が築か

れつつあり、背後地の住宅街は高台等への移転が進みつつあります。一方、過去最高の記

録が絶えず更新される気候パラメーター（気温や降雨量、台風の規模等）のことを考える

と、災害を防ぐ対応より災害を軽減する対応が重要になってきているといえます。自然の

脅威にいかに対処すべきかは、自然との向き合い方、まちづくりの在り方、生活スタイル

にまで及んできます。単なる防波堤等の構造物による対処だけでなく、社会の在り方が問

われてきています。 

◆昭和 63 年（1988 年）5 月誕生の当会は今年で 26 才になります。大震災を経て、ますま

すその存在意義が問われてきています。従来から実施してきた諸活動に加え、海岸部の放

射線量調査、小中高校への環境学習支援の充実、ワーキンググループ（循環型社会形成

WG、自然エネルギーWG 等）の活動等、積極的に社会的要請に応える活動を展開してきて

おり、当会は、地域社会からも期待される存在になってきていると思います。現に、ホー

ムページへのアクセス件数は毎月 200 件を超えるようになりましたし、新規に入会される

会員も増えてきています。 

“午年”の今年、地域社会が抱える広範な環境問題に対し関連団体との連携を強化しな

がら果敢に挑戦し、社会的要請に応えつつ飛翔していきたいと願っています。（2014.1.1） 
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【寄稿】 

今後の科学会に期待したいこと 

                                  松崎和敬 

 

 私がいわき地域環境科学会と出会ったのは、仕事の関係からいわき商工会議所の常議員

となり、商工会議所の代表として科学会の定例会議に出席したことによります。 

 平成６年頃だったと思いますが、夕方６時から１０時頃迄お茶も飲まずに喧々諤々活発

な議論がかわされている場面に出合い、いわきにもこのような世界があるのかと驚かされ

ました。 

 当時、私達の夜の会議において飲食を伴わないものはなかったので、別世界を見ている

ようでとても新鮮だったことが今でも記憶に残っております。 

 いわき市内に地域の環境問題の解決のために地道に活動している団体の存在をはじめて

知りました。 

 平成９年は、設立してから１０年目を迎えることに伴い１０周年記念事業の計画が出て

きた頃から科学会の活動に時々参加させてもらい、いろいろ学ばせてもらいました。 

 １０周年記念事業では、森・川・海を含む流域単位で環境問題を考えていくことの必要

性を教えてもらいました。芝山での植樹・下草刈り・観察会、海の観察会など毎年参加し、

自然と触れ合うことの楽しさなど多くのことを学ばせてもらいました。 

 平成１３年にいわきの森に親しむ会を多くの仲間とともに立上げ、現在も活動を続けら

れているのは、科学会のいろいろな事業に参加させてもらい、学ばせてもらったことがベ

ースになっていることを実感させられております。 

 科学会の活動に参加することは多くの学びを得られますので、多くの市民に参加しても

らい１人でも２人でも多く地域の環境のことに関心を持ち行動へと移される方がでてくる

ことを願っております。 

 今後の科学会に期待したいことについて、いま思いつくままに整理してみました。 

 

1 創立 10 周年記念事業のテーマであった「美しい森、澄んだ水そして豊かな海をめざ

してー２１世紀のいわきの環境を考える」を現時点で見直した上で発展させていく

ための取組みができないだろうかと思っております。そして、森・川・海を持って

いるいわきの特色を生かして地域環境問題に取り組むための「いわきモデル」を作

ってもらえないかと願ってます。 

2 地域環境科学会の存在について、多くの市民の方々にもっと知ってもらう努力をし

てほしいと思います。とくに女性の参加を得るための知恵を絞る必要がありそうで

す。 

3 市内の環境問題に関心を持っている団体との連携を現在以上に進めてほしい。なか 

でも次の団体は科学会グループのコアメンバーとして一層の連携強化を図り、総合 

力を発揮できるようなことを考えていければと思います。 
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           いわき地域環境科学会 

 

 

                  NPO いわき環境研究室 

 

  

    

(川)        (海)              (森) 

夏井川流域の会  いわきの海と渚環境を考える研究会  NPO いわきの森に親しむ会  

              

 

   なお、環境にやさしい暮らし方をすすめる会、いわき鳴き砂を守る会などとの連携

についても従来どおり進めていくことは勿論です。 

 

4 科学会本体としては、できるだけ多くの会員に活動に参加してもらうようなこと                 

を考えてほしいと思います。 

また、研究発表会については、会員に限らずいわき市内で環境のことについて研究

されている方々に対する発表の場になれば良いと願っております。 

  

 

 

*************** ＜行事案内＞ *******************    

防災講演会 

 津波、土砂災害、洪水！ “いざ”という時の避難はどのタイミングで？ 災いか

らわが身を守るため「地域防災」を市民の目線で考えてみませんか。 

 

                           主催：夏井川流域の会  

○日時：平成 26 年 1月 11日（土）15:00 ～ 

 ○場所：福島高専専攻科棟１F 

 ○講師：瀧本浩一氏（山口大学大学院理工学研究科環境共生系学域 准教授 
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【報告】 

第 17 回子供環境研究発表会報告 

 

昨年 9 月 7 日，8 日の両日にいわきララミュウで開催された「小学校児童理科作品展い

わき地区展」の中から，下記の環境関連作品を 10 件選出させていただき，11 月 23 日に

いわき市フラワーセンターにおいて第 17 回子供環境研究発表会を開催しました。参加者

は約 70 名でした。 

当日は，橋本会長からの挨拶の後，いわき市小教研理科部会長の江名小学校武藤校長先

生から児童の皆さんへの激励のお話しがあり，引き続いて前半の部 5 件と後半の部 5 件の

発表が行われました。発表者は自由研究をもとに作成した模造紙ポスターの前で発表を行

った後に来場者と質疑応答などを行いました。それぞれ発表時間 50 分間に数回の発表を

行いましたが，発表の回数を重ねるごとに次第に緊張も解けて段々うまくなるのがわかり

ました。震災後，原発事故の影響もあり，野外における調査や観察が敬遠される傾向にあ

るようですが，暑い夏に一生懸命にテーマと向き合い，児童の皆さんの目線でとらえた内

容がたくさん盛り込まれていて，とても感動しました。 

また，当日発表に用いられたポスターは，フラワーセンター主催によりそのまま翌日か

ら 12 月 1 日まで同会場において展示されました。期間中，多くの来場者があり，フラワ

ーセンター顧問の古内栄一氏から，来場者に対する説明が行われました。 

最後に，本発表会の開催にあたりご支援いただきました日本財団の関係各位に篤く御礼

申し上げます。また，お忙しい中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

に感謝申し上げるとともに，ご発表いただいた児童の皆さんの今後のご研究の進展をお祈

り申し上げます。 

 

記 

●前半の部(5発表)   

「はちの観察」          平第五小学校3年  坂本龍豊さん 

「川の生きもの大ちょうさ」           錦小学校3年   小松藍人さん 

「どろ水をきれいにする方法②」       小名浜西小学校4年   小林雅治さん 

「夏井川の水質と生き物調査」       平第六小学校5年   根本寛也さん 

「水の中のミクロの世界」       中央台東小学校5年   小林優希さん 

   ●後半の部（5発表) 

「地しんで起こる大地の変化」     四倉小学校5年      千葉奈央さん 

「炭で水はキレイになるのか」    平第二小学校6年       松崎春霞さん 

「ぼくの体，電池何個分? PARTⅡ」 小玉小学校6年     佐藤灯彩さん 

「植物は本当に酸素を出すの?」   汐見が丘小学校6年   下遠野愛得さん 

「カエルの卵救出大作戦!!」     菊田小学校6年      小吹寧々さん 
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【報告】 

    第 17 回子供環境研究作品展示会 

 

子供達の環境研究活動をより多くの市民に紹介し環境思想普及に役立て、また子供達に

ひろくテーマ選択法研究法を知っていただく機会にするためにフラワーセンターは発表会

に引き続き 11 月 24 日から 12 月 1 日まで、研究作品展示会を催した。展示作品は 10 点、

作品には吉田先生による講評を添えて見学会の参考に供した。 

 見学者はフラワーセンター来訪冬枯期にあたるが、土・日曜日に家族づれや友達のさそ

いあいで賑わった。また。来訪者の状況を見はからい、案内解説を試みた。鑑賞来訪者も

解説付きであると時間をかけて見学する。「川の生きもの調査」の前で、川遊びをした子供

時代の自分を重ねてうなずきながらなつかしそうに語る年輩見学者は印象的であった。用

意した感想ノートに激励のひとことを記して帰られた。「水の浄化法」は主婦の方々の関心

が高かった。 見学者のタイプはやはり鑑賞型が主流。しかし、学びとり型、テーマ発見

型、激励方、助言型など積極的見学者が居られ、今後このタイプの増加が望まれる。鑑賞

型見学者は文章を読みたがらない。視覚表現体験表現作品の前に集まる傾向がある。その

なかで 2 枚の紙面いっぱいに色彩豊かにイラストや写真をちりばめた遊びごころいっぱい

のポスターは、親子共々人気があった。見学者への配慮法が参考になる。 

 作品から受けた感想を順不同にあげる。 

①視覚化すると理解しやすい。資料整理の段階でもグラフ化は規則性や課題の気づきにつ

ながるから。 ② 感覚的記述を数値化して比較すると理解しやすく、特徴発見・規則性

発見の面白さが味わえるので環境教育上の課題ではなかろうかと思う。 ③作業過程に重

点を置く発表から、考える過程に重点を置く発表をすると見学者は理解しやすい。 

④調べ学習の成果と、直接体験した実験観察結果を区別して発表したい。 

時、あたかもフラワーセンターは紅葉のまっただなか。ガラス戸越しのビオガーデン

風景は環境研究作品展示会場の好背景になったことを嬉しく思う。 

(フラワーセンター 古内栄一) 
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【報告】 

勿来第 2 小学校鳴き砂環境教育 

  平成 25年 11月 20日に勿来第二小学校の環境教育を実施しました。少し寒かったが、

風がなく気持ちの良い秋晴れに恵まれました。絶好の野外体験学習の日和でした。 

 朝 7 時に福島高専連携室に集合して、環境教育資材を積み込んでから勿来第 2 小学校ま

で出掛けました。この日集まったのは橋本、中西、引地先生、富田さんと平川の 5 名でし

た。小学校へ向かう途中通勤時間でしたので、所々の信号で渋滞がありましたが、2 分遅

れで到着しました。校庭に 5 年生の生徒 42 名が集合している姿を見て安心しました。引

地先生と富田さんと平川が生徒と一緒に 25 分かけて橋本先生と中西先生が待っている関

田海岸の関の湯前まで歩いて行きました。 

生徒 42 名を 10～11 名ずつ 4 班に分かれて班別に講師が 1 人付いて指導しました。堤防

沿いに南北 20m 間隔で 8 点を基点として、波打ち際方向へは 5m 間隔で調査点を設定して

砂の鳴く度合いと放射線量を測定しました。鳴き砂の度合いを 1 良く鳴く、2 鳴く、3 鳴

かない、4 測定できない、の 4 段階に分けて測定しました。朝早かったためか砂は湿って

いて鳴かない場所が多くみられました。良く鳴く砂の場所を見つけると子供たちは喜んで

砂を検鳴器で何度も鳴らしていた。鳴き砂があることを知っていても野外実習で砂を鳴か

せてみることは初めての生徒が殆どで生き生きとした表情で楽しんでいました。 

 

最後に、関田海岸で、海をバックにして、全員で記念の集合写真を撮影しました 
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海岸での野外実習を終えてから小学校へ戻って休憩時間を 10 分間とってから、図書室

で測定のまとめの時間を持ちました。まず橋本先生からパワーポイントを使って鳴き砂の

基礎知識を学びました。細砂と中砂の粒径で構成されていて、石英が 65％以上占めている

ことが必要で、ゴミ等不純物が混ざると砂が鳴かないので環境の良いところしかないこと

を知りました。また太平洋岸ではいわきの海岸が南限であると聞いて感心していました。

その後でこの日測定した鳴き砂の度合いと放射線量の結果を A0 版のメッシュ図にして、

中西先生から説明しました。良く鳴く砂がある場所は、海岸近くでは砂が湿っていたので

堤防近くの場所に限られていることがわかりました。放射線量の測定結果では波打ち際で

は 0.05 マイクロシーベルト以下で、原発事故前の自然界に近づいていることがわかりまし

た。 

最後に鳴き砂お絵かき教室を開講しました。魚、犬、風景など A4 版の用紙に下絵を準

備して、その上に色別の鳴き砂を貼り付けて砂絵にしました。今回からいわき市のキャラ

クターである「フラおじさん」や「アニメ」を追加しました。特に、フラおじさんは大変

な人気でした。1 時間近く熱心に取り組み、見

事な作品が出来上がりました。作品には、月日

と名前を記入しラミネート加工し、持ち帰って

もらいました。 

最後に、5 年生代表の児童からお礼の言葉が

あり、8 時から 12 時までの環境教育が終了しま

した。これを機会に、いわきの海岸を学習の場

としてますます活用してほしいと願いました。 
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【報告】 

◇◇◇ NPO 法人 いわき環境研究室 からの報告  ◇◇◇ 

          （平成 25 年 11 月 1 日～12 月 31 日） 

 

◆「ESD（Education for Sustainable Development）」に係る事業の実施状況 

   前会報でも一部報告してありますが、本事業は、環境省が作成した 20 件の「ESD

環境教育モデルプログラム」に準拠した内容を、小学生等を対象として実証するとい

うものです。これには、検討委員会で実施方針を定め、実証委員会（当 NPO、いわき

地域環境科学会、NPO 法人いわきの森に親しむ会の 3 者で構成）で事業を実施して

いくという流れになります。 

   第 1 回目の検討委員会（10/22 開催）では、「里山ビオトープから“いのちの輝き”

伝えよう」をモデルとして事業展開することが決まりました。それを受けて実証委員

会では、勿来２小、上遠野小を主な対象とし、モデルプログラムに準拠しつつも地域

の環境に合った環境学習支援を行ってきたところです。実践内容は、いわき地域環境

科学会主催の発表会で紹介させていただきます。 

 

◆「再生可能エネルギー」教育の実践に向けて 

  「地産地消のエネルギーづくり」を実践的に進めて行くため、これまでも講演会の開

催等を含め検討会を持って参りました。その過程で、パルシステムの助成事業もあり、

「環境教育用のツールとしての“小水力・風力・太陽光発電を軸としたシステム”の

開発に向けて事業化していこうとの流れになっております。 

   候補地としては、小水力発電のメリットが生かせる場として、市内の農業用水路で

の可能性について検討する段階になり、現地調査を実施したところです。 

   新年には、さらに具体的な報告ができるものと思います。 
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【リレーエッセイ】 

庭のブルーベリーやブドウを食べようか 

佐藤 烈 

 

６０歳になり去年の三月にこれまで３５年間務めた職場を退職してみると、これまでと

は違うゆっくりとした時が流れ始めた。 

 そこで４月に二、三年庭置きっぱなしだったプランターの土を新しく購入した園芸用の

土と入れ替え、カリウム、窒素と燐酸肥料を混ぜて、胡瓜、茄子、落花生それにミニトマ

トの苗を植えた。 

 土を入れ替えた理由は、二年前の事故により当然我が家の庭にもセシウムが降下してい

ると考えられ、その含有量(Ｂｑ/ｋｇ)を個人で計測することができなかったためであった。 

 このプランター上と庭の上の放射線量を測ってみると、プランター上の線量のほうがや

や高かった。 

 この測定結果をどのように解釈すべきか。そのための情報は次のとおり。 

★ 線量計はセシウムだけではなく 40Ｋなど自然界に従来からある他の放射性核種のγ

線も測定する。 

★ カリウムの 0.01％は放射性を持っている（40Ｋ）。 

★ 40Ｋは地球誕生とともにあり、半減期が長く現在も広く存在する。 

このことから、庭の上で測定した線量はセシウムとその他の自然界に従来からある放射 

性核種の合算であるが、プランター上の線量は 40Ｋなど自然界に従来からある放射性核種

の線量であると考えられ、かつプランター上の線量が高いということは、庭に降下したセ

シウムの線量よりもプランターに混ぜたカリウムのほうが線量が高いと考えられる。 

 次に、このプランターで育てた胡瓜、茄子、落花生それにミニトマトを食べて大丈夫な

のか。 

 考えてみると以前から、園芸用の土とカリウム、窒素と燐酸肥料を混ぜて、育てたもの

を食べていたわけだから特に問題はないはずである。 

 それでは、それより低い線量の庭の土で育てたものはどうかというと、線量が低いのだ

から大丈夫と思える。ただ、放射性核種がカリウムからセシウムに替っている。しかし人

への影響は線量（Ｓｖ）で評価されるべきであるからそれは問題にはならない。 

このように考えた上に次の情報を参考にしながら、私は、自宅の庭のブルーベリーやブ

ドウを食べることにした。 

★ 40Ｋは成書によれば、体重 60ｋｇの成人ではおよそ 4,000Ｂｑある。 

★ いわき市が公表している内部被ばく検査の結果(25 年秋公表)によると、検出限界の

200Ｂｑまたは 220Ｂｑを超える割合が１％にも満たないし、ましてセシウムによる

内部被ばく量が 1ｍＳｖを超える人はいない。 
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【事務局から】 

平成 25 年度 第 2 回幹事会 開催報告 

 

  去る 12 月 18 日（水）19 時より，福島高専において今年度第 2 回目の幹事

会を開催しました。当日の出席者は役員・事務局員合わせて 11 名でした。平川

幹事の進行で始まり，まず橋本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，引地幹事が議長に選出され，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，出席者からご意見をいた

だきました。また，来年度の総会で 3 期目の任期を終える橋本会長から役員改

選についての説明があり，今後の会の運営に対する期待を述べられました。そ

の他，諸連絡があり，幹事会は 20 時 30分に終了しました。 
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