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【報告】 

第 25回発表会開催報告 

 
去る1月19日 (日) 午後，福島高専を会場にして当会恒例の発表会を下記の内容で開

催し，50名の皆様に参加いただきました。 

今回は設定テーマを「地域の環境教育の実践」として，日本財団の助成事業や関連

団体との連携のなかで進めている地域の小中高への環境教育の様子を紹介していた

だきました。いわき鳴き砂を守る会，夏井川流域住民による川づくり連絡会，NPO法

人いわきの森に親しむ会では，それぞれが得意とする分野で環境教育を実践し，地域

への貢献を繰り広げています。地域の環境資源を守り育て，これを次の世代に引き継

いでいくことはとても大切です。いわき地域も東日本大震災や原発災害を受けて大変

な状況にはありますが，そのようななかでも，こどもたちが元気に活動できる場を設

けて支援を行なっている各種団体の姿がよく理解できたのではないかと思います。 

地域のこどもたちが元気に頑張っている姿は，昨秋の子供環境研究発表会でも見て

いただくことができましたが，今回の自由テーマでご発表いただいた，磐城桜が丘高

校や福島高専の皆さんの研究活動にも表れていたと思います。地域の自然環境の調査

を通して，懸命にいわき地域の環境資源と向き合い成果を挙げている発表でした。今

後さらに研究を発展させていただくとともに，これを守り育てる活動にも是非つなげ

＜ 目 次 ＞ 
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ていって欲しいと思います。 

このほか自由テーマの中では，当会会員による調査研究が披露されました。ご自身

で調査された成果をもとに情報交換を行う，当会本来の姿を垣間見ることができた瞬

間であったと思います。ただ，もう少しじっくりと討議できる時間があればと残念に

思いました。事務局としても，発表会開催の工夫が必要であると反省し，次年度につ

なげていきたいと考えています。 

また，発表会後に会場内の別室で懇親会を開催しました。ご発表いただいた関連団

体の会員の皆様と懇談する機会を得て，当会の今後の活動を考える上で貴重なご意見

をいただくことができました。 

最後に，ご発表いただいた講演者の皆様，討議にご参加いただいた来場者の皆様に

感謝・御礼申し上げて，発表会の報告といたします。 

 

記 

●自由テーマによる発表 
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） 

●設定テーマによる発表 「地域の環境教育の実践」 

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） 

※敬称略 
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［左の写真］司会役の山田先生 

 の前には、発表者の残り時間  

が表示されています。 

［右の写真］開会挨拶を行う橋本会長 

［下の写真］発表風景 

 今回は科学会以外の多くの関連団体

や高校生、高専生の発表がありました。 

 

左上は磐城桜が丘高等学校科学部、中上は夏井川流域住民による川づくり連絡会、 

右上はいわき鳴き砂を守る会からの発表時の写真です。 

 

左上は、吉岡さん（いわき地域環境科学会会員）のウスバキトンボの模型を使った

説明です。右上は、発表会後のサンドイッチパーティ時の写真です。 
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【報告】 

◇◇◇ NPO法人いわき環境研究室の動きから ◇◇◇ 

           （平成 26 年１月１日～2 月 28 日） 

 

１．ESD に関する受託事業関係 

 環境省主管事業で、「環境教育モデルプログラム」の実証事業の依頼を受け、当 NPOと

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団体で、市内小学校に対す

る環境教育の実証事業に取り組みました。モデルプログラムとしては、「里山ビオトープか

ら“いのちの輝き”伝えよう」を基本としつつも、いわきの地域性を考慮し、「森、川、海

のつながりの中から“いのちの輝き”伝えよう」とのプログラム名としました。昨年 10

月から 12 月にかけて、いわきの森に親しむ会が上遠野小学校での森・川・海を、いわき

地域環境科学会と当NPOが勿来第二小学校での浜辺を対象にESDの実証事業に臨みまし

た。 

 本年 2 月 1 日には、東北各県で取り組まれた

ESD の実践内容の報告会が仙台市シルバーセ

ンターで開催されました。福島県からは、当会

を含む 3 団体から 6 名が参加しました。午後１

時から午後４時過ぎまでのプログラムで、最初

に小金澤孝昭氏（宮城教育大学教授、右写真）

から「ESD と人づくり・地域づくり」と題して

基調講演があり、その後、各県での取り組み内

容が紹介されました。  

福島県からは、野口紘さん（NPO 法人いわきの森に親しむ会、右下写真）が、活動の

内容を報告しました。本年度は、実証期間が限られた中での実践でしたので、次年度はじ

っくり取り組む機会が得られればと感じています。 

左下の写真は各団体の活動紹介コーナーです。山田先生が紹介役となりました。 
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２．あいおいニッセイ損保から寄付金をいただきました 

 「あいおいニッセイ同和損害保険（株）」様からは、これまでも寄付金をいただいており、

今回で３年目になります。今年は、去る 2 月 21 日、郡山市ホテルハマツで開催される同

損保主催の「福島 AD倶楽部 感謝の集い」の場で寄付金の授与が行われました。 

下の写真のように、曽根本部長より橋本会長に目録が授与されました。 

当会からは、橋本孝一理事

長と中西恒雄副理事長の 2名

が参加しました。福島県では、

当会の他、２団体（NPO 法人

苧麻倶楽部（昭和村）、NPO

法人環境保全会議あいづ）が

授与されました。 集いでは、

あいおいニッセイ損保の濱口

弘福島支店長から「福島 AD

倶楽部の取組内容について」

の紹介があり、続いての記念

講演では、（株）ヤマグチ代表

取締役の山口勉氏が「量販店

に囲まれて生き残る方法 そっと教えます」を題して、紹介ビデオを交えながら、「安売り」

ではなく「髙売り」を基本理念にいかに生き残ってきたか、生々しい体験が紹介されまし

た。第２部の交流懇親会にも参加し、多くの団体との交流も深めることができました。 

今後とも、頂いた浄財を有意義に活用させて頂こうとの想いを胸に秘めながら帰路につき

ました。右上の写真、橋本会長より寄付金授与に対する御礼とＮＰＯいわき環境研究室の

活動紹介をしました。 

 



いわき地域環境科学会会報「ふぃーるど」 NO.103（2014.3.1） 

 

 

― 6 ― 

【取材】    小川の山裾に広がる「ビオトープ」 

 冬のこの時期としては暖かい日差しに恵まれた２月末の日曜日、小川町塩田地区に、知

る人ぞ知る「ビオトープ」を訪ねました。いわき駅から車で約 30 分、しだれ桜で有名な

諏訪神社の脇の県道 135 号線沿いに３分ほど、右手に夏井川を見ながら車を走らせると、

左手には小高い山の斜面に、数段の棚田が見えてきます。山裾につながる道を辿っていく

と、山の中腹には、山を廻り込むように「塩田江筋」が流れています。その北東方向を見

ると「二ツ箭山」を遠景に見据えた「ビオトープ」が広がっています 

写真は、2月下旬のビオトープ全景です。年間を通して観測したいと思っています。 

現地で、このビオトープを作られた吉田伸さん（小川町塩田在住）から直接お話を伺う

ことができました。吉田さん所有の水田を一人で十年前からコツコツと拡げながら作って

こられたもので、春には菜の花・秋には彼岸花等が咲き乱れ、四季折々に違った表情を見

せてくれるとのこと。ビオトープには江筋の水が流れ込み新鮮な水が供給されていました。

沼の中央には近隣の子ど

もたちと一緒に作ったと

いう橋が架けられ、間近

に沼の様子を観察できる

よう配慮されています。

今回は直接見ることはで

きませんでしたが、沼に

はメダカ等の小魚が生息

しており、時折、野鳥も

姿を見せるとのこと。細

かい所まで配慮の行き届

いたビオトープの中に立

って、吉田さんのお話を

伺い、強い思いがひしひ
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しと伝わってくるのを感じ

ました。これまで、吉田さ

んご自身が、地元の子ども

たちと一緒にビオトープを

作る過程を楽しんでこられ

たものと思います。 

この素晴らしいビオトー

プをより多くの人々に訪れ

て頂き、直接、多様な生き

物の生息空間に触れ、景観

を楽しむ機会を持って欲し

いとの想いを強くしました。

そんな想いを吉田さんにぶつけてみましたら、にっこり笑って「大歓迎です。」との回答を

いただきました。右上の写真は吉田さんが手作りの小屋と水車です。春になって、新緑の

風景を早く見たいと思っています。（取材：編集委員） 

下は、ビオトープ付近の地図です。 
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【リレーエッセイ】 失敗続きの星空観望会 

                              田村  尚（会員） 

  

新会員としてこの１月に「いわき地域環境科学会」に入会

させていただきました。自己紹介を兼ねまして、現在取り組

んでいることを述べさせていただきます。 

 私は、現在いわき市立平第四小学校に勤務しておりますが、

これまでも勤務した学校では、「子どもたちに本物の星空

を！」をモットーに観望会の活動をしています。内容として

は、季節の星空案内からその時々の注目される天文現象、天

文に関する本の紹介など、いろいろな話題を取り上げ提供し

ています。 

 観望会でよく子どもたちから受ける質問は、「宇宙人はいるんですか？」「ＵＦＯを見

たことがありますか？」という、なかなか答えようのないものの中に、「太陽系の大きさ

って、１光年くらい？」という質問を受けることがあります。 

 やっと答えられる質問だとうれしくなり、「そんなに大きくはないと思うけれど・・」

と言いながら、さっそく次のような話を始めます。 

宇宙の大きさを表す単位には、いくつかあって、太陽と地球の平均距離＝１億５０００

万ｋｍを１天文単位といいます。これでいうと、冥王星は約４０天文単位（約６０億ｋｍ）

のところにあります。 

 一方、光が１年間に進む距離を１光年といい、（光は１秒で３０万ｋｍ進み、１秒で地

球を７周半します）１光年＝９兆４６００億ｋｍ＝６万３３００天文単位となります。 

 ですから、「太陽系の端」にあたる冥王星付近の「カイパーベルト」はおよそ４０天文

単位～１００天文単位の距離にあると予想されるので光年でいうと、0.0006光年～0.0016

光年になります。 

このことから、太陽系の大きさは１光年の１６００分

の１～６００分の１くらいの大きさになります。やは

り、太陽系は１光年と比べると大変小さいものになり

ます。宇宙の端は１５０億光年と言われていますから、

宇宙はものすごく大きなものなのです。 

真ん前にいる低学年の子のつまらなそうな表情が目

に入ります。でも、子どもたちはたいへん優しくて、

何となくわかったような顔をして、いつも聞いてくれ

ています。 

 「失敗だ。難しすぎた」と、毎回、自己反省するば

かりです。 
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