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【会長挨拶】  平成29年の新春を迎えて 

                                   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ことと思います。 

 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、本会の事業はいろいろな課題を抱えながらも、ほぼ順調に進

めることができました。 

 さて、私たちの、いわき地域環境科学会は、昭和 63 年の発足以来、29 年を迎えようとして

おります。そして、来年はいよいよ、本会設立 30 周年の記念すべき年となるわけです。 

＜ 目 次 ＞ 
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 本会の原点は、改めていうまでもなく、考えることにあります。本会の目的は、いわき地域

の環境情報の交換、意見交換の場を提供することにあります。そういう意味で、昨年の総会の

後に行われた、懇親会は大変意義のあるものであったと考えています。 

 昨年は、30 周年に向け、助成金に束縛されない、皆でいわき地域の環境情報を共有し考え

る楽しさを味わうことができる、いわき地域環境科学会。そんな会づくりに微力ながら力を

傾けたいと考えています。 

 そのためには、発表会や環境講座、ワーキンググループの充実など、誰もが参加しやすい雰

囲気づくりが大切と考えています。 

 10 年前にくらべ環境の質は向上していると、胸を張っていえるよう、一歩一歩を大切にし

ていきたいと思っております。来年もどうか、昨年以上のご協力ご支援をお願いいたします。 

 

 

【行事案内】       第 28 回発表会 

 

当会恒例の発表会を下記の内容で開催します。

今年度は，自由テーマと設定テーマに分けた発表

会を開催します．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，「これからのいわきの環境，わたしは

こう考える」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

ちいたします。 

 

 

記 

1.日時   平成29年1月21日(土) 13:30～17:00 

2.場所    パルシステム福島「みんなの交流館」パルキッチンスタジオIWAKI 

 いわき市常磐西郷町落合278（TEL：0246-43-1555） 

※みんなの交流館の見学を13:00より予定しております．希望の方は

ご参集ください． 

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 13:40～15:00 

① 「小型UAVと地上調査を併用した植生のモニタリング」 

〇伊藤佳祐，鈴木 颯，山田貴浩（福島高専電気工学科） 

 

有機合成薬品

工業㈱

生活協同組合
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古内北

下船尾

八幡神社

至泉

至湯本

藤原川

常磐線
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駐車場

住所：いわき市常磐西郷町落合２７８
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至小名浜
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ＴＥＬ：０２４６（４３）１５５５

湯本南

店
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② 「小水力発電装置における出力の安定化に関する研究

〇日下暁仁、

③ 「採光システムを導入した太陽光発電装置の製作と発電特性に関する研究

④ 「ゲンジボタルの食餌選択性に関する室内実験

〇近藤史一，臼井栄佑，原田正光

⑤ 「緑のカーテンコンクールに参加して

（常磐開発㈱・常光サービス㈱・トーホク装美㈱指定管理業務共同企業体

  

休憩  

 

設定テーマによる発表 

⑥ 「パッシブゼロエネルギーハウス・木の家「みんなの交流館」の概要

安斉雄司（生活協同組合パルシステム福島・専務理事，維持会員）

⑦ 「ペットボトルのリサイクルを考える

武田憲子（生活協同組合パルシステム福島・環境委員会，団体会員）

⑧ 「いわき科学の里，環境ガイド

 
閉会(16:50)   
 

4.問い合わせ先 

いわき地域環境科学会事務局

     〒970-8034 いわき市平上荒川字長尾

    Tel.0246-46-0833，
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小水力発電装置における出力の安定化に関する研究」 

日下暁仁、〇斎藤大輝，橋本慎也，山本敏和（福島高専電気工学科

採光システムを導入した太陽光発電装置の製作と発電特性に関する研究

〇作山巧次，橋本慎也（福島高専電気工学科）

ゲンジボタルの食餌選択性に関する室内実験」 

〇近藤史一，臼井栄佑，原田正光（福島高専建設環境工学科

緑のカーテンコンクールに参加して」 
〇高橋淳文，木村敏一，猪狩敏夫

常磐開発㈱・常光サービス㈱・トーホク装美㈱指定管理業務共同企業体

 15:15～16:45  

パッシブゼロエネルギーハウス・木の家「みんなの交流館」の概要

安斉雄司（生活協同組合パルシステム福島・専務理事，維持会員）

ペットボトルのリサイクルを考える」 

武田憲子（生活協同組合パルシステム福島・環境委員会，団体会員）

「いわき科学の里，環境ガイド 新川のはじまり，高野の散歩道」

諸橋健一（会員，いわき科学の里主宰）

いわき地域環境科学会事務局 (発表会担当；原田) 

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

，E-mail;harada@fukushima-nct.ac.jp 

NO.120（2017.1.1） 

福島高専電気工学科） 

採光システムを導入した太陽光発電装置の製作と発電特性に関する研究」 

橋本慎也（福島高専電気工学科） 

福島高専建設環境工学科） 

猪狩敏夫，鈴木偉織 
常磐開発㈱・常光サービス㈱・トーホク装美㈱指定管理業務共同企業体） 

パッシブゼロエネルギーハウス・木の家「みんなの交流館」の概要」 

安斉雄司（生活協同組合パルシステム福島・専務理事，維持会員） 

武田憲子（生活協同組合パルシステム福島・環境委員会，団体会員） 

新川のはじまり，高野の散歩道」 

会員，いわき科学の里主宰） 

門学校建設環境工学科 
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【報告】    第 20 回子供環境研究発表会 

 

平成 28 年 11 月 20 日（日），福島高専において，第 20 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，9 月にいわき･らら･ミュウで開催された「福島県小学生理科作品展

いわき地区展」の中から当会が選出したものです。 

発表会は，山田貴浩事務局長の進行で始まり，最初に諸橋健一会長の挨拶，次いでいわき市

小学校教育研究会理科部会長・好間第二小学校校長の江尻陽子先生から子供たちへの激励の

挨拶がありました。その後、発表者が一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 4 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。子供たちは一生懸命に練習してきたようで，立派に各自の発表を行いました。

今回の発表会には 80 名を超える参加者があり例年にない活発な発表会になりました。 

発表が全員終了したところで、当会の吉田真弓幹事から、発表一つ一つに温かい講評が述

べられ、その後諸橋会長から発表者に賞状と副賞の授与が行われました。 

最後に，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

並びに保護者の皆様に御礼申し上げるとともに，児童の皆さん更なる研究の発展を祈念しま

す。 

発表内容 

「クワガタの走光性について」          好間第二小学校3年 佐藤聡音さん 

「鮫川水けいの水しつちょうさ」       湯本第三小学校3年   遠藤夕騎さん 

「塩素の研究」       平第一小学校4年  百澤 絆さん 

「ぐんぐん伸びろ! 緑のカーテン」     御厩小学校4年   立花里紗さん 

｢川の水位と雨量の関係」      小川小学校5年   松本結希乃さん 

「外来種撲滅作戦!」   小白井小学校5年   志賀乙斗さん 

「生活排水の植物への影響」     小名浜西小学校5年   久保田 綾さん 

「二ッ箭山登山道の放射線調査Ⅱ」    平第一小学校6年   塩崎悠太郎さん 

「ぼくの周りの環境問題リターンズ」    平第二小学校6年   江尻健人さん 

「植物の受精と糖の関係PartⅡ」      中央台北小学校6年   草野ひな美さん 

「生き物の住処水質調査」 御厩小学校6年   小松藍人さん 
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【報告】 第 13 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 13 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 20 日（土）に受賞関係者など 50

名ほどが参加して福島高専で行われました。 

環境保全をテーマにした標語は、今回、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 12 月の「広報

いわき」に掲載されたほか、入賞作品は市役所ロビーに掲示するとともに、市のホームページ

でも紹介されました。 

小学生の部 

最優秀賞 

そのゴミを ひろう心に 金メダル          中央台東小学校 2 年 芹澤 茉依 

優秀賞（3 作品） 

めだかとかわであそびたい。だからごみをすてないで。 大浦小学校 1 年   新妻 若奈 

あついけど １℃でかわる 未来だよ         郷ケ丘小学校３年  渡辺 れの 

分別で きれいな未来に こんにちは         高坂小学校４年   渡邉 夢子 

佳作（5 作品） 

えあこんも ぼくといっしょに ひとやすみ      郷ケ丘小学校１年  平塚 春希 

ぼく けすよ トイレのでんき テレビもね      藤原小学校２年   三浦 大和 

もったいない おばけがでるぞ たべのこし      平第一小学校２年  古小高 樹 

ちょっとまった 私が家族の エコ隊長        郷ケ丘小学校６年  名嘉ひかる 

もういらない 無駄にするなら 買わないで      勿来第二小学校６年 大西菜々美 

中学生の部 

最優秀賞 

「リサイクル」 地球を救う 愛言葉         藤間中学校 2 年   長谷川友深 

優秀賞（3 作品） 

温暖化 今止めないで いつ止める？         湯本第三中学校 2 年 大石 愛弓 

未来へと 環境救え！ エコレンジャー        湯本第三中学校 3 年 泉 りな 

よーく見て 無駄にしてない？ その「資源」     磐崎中学校 3 年   鴫原 聖菜 
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佳作（5 作品） 

地球もね 皆の大事な 家なんだ           藤間中学校 2 年   大谷 輝星 

よい環境 こまめな節約 あってこそ         好間中学校 2 年   大和田夏帆 

本当に そこの電気は 使ってる？          好間中学校 2 年   阿部 玄 

話そうよ 僕らの未来と 温暖化           湯本第三中学校 3 年 千色 航平 

まず一歩 心と環境 クリーン作戦          桶売中学校 3 年   宇佐美 新 

 

【報告】  平成 28 年度 第 2 回幹事会 開催報告 

 去る 12 月 17 日（土）15 時より，いわき市労働福祉会館・和室２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 15

名でした。事務局次長の佐藤氏の進行で始

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，副会長の平川氏が議長に選

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，再来年に控えた会の創設 30 周年に向けて，記念事業等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 12 報） 

【1】自然エネルギー先進地視察県外旅行  

 平成 28 年 10 月 29 日に、自然エネルギー先進地視察旅行のために、山梨県北杜市と甲府

市へ行ってきました。7 時出発の予定の 5 分前に全員が揃ったので、最初の視察地である北

杜市の三分の一湧水館へ向かいました。バスの中で簡単な挨拶をして、参加者 19 人全員に、

時間を使って自己紹介するようにお願いしました。鳴き砂の会、夏井川流域の会など様々な

団体の方がいて、楽しいバスツワーが期待できました。心配したとおり首都高速で渋滞して、

行きで 1 時間ほど遅くなりました。 

 甲府から 1 時間ほどして、三分の一湧水館に着きました。当館では新そば祭りを開催して

いて、駐車場の 8 割を使用するほど観光客が多い日でした。独特の八角形の本館の右隣には

太陽光発電パネルが 64 枚も並んでいまいた。左側の林の中に、昔三つの村に三角柱の石を使

って平等に分水した施設がありました。その前で記念写真を撮りました。奥には水力発電用

の機械を入れた小屋が残っていたが、現在は採算が合わないとの理由で、稼働していません

でした。その奥では太陽光と風力のハイブリッドで外灯を点ける施設がありました。40 分を
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予定した見学時間はあっという間に過ぎて、バスの出発が 5 分程遅れました。 

 次に小水力発電施設を持っている都留市役所へ向かいました。小水力発電機・元気くん 1 号

は駐車場の隅にあり、勢いよく動いていた。近くには家中川があり、恵まれた環境でした。市

と市民が一体となって開発し、作った電気は市役所で使って、余った電気は売電していまし

た。元気くん 2 号機、3 号機はやや離れた場所

にあったので、歩いて 2 ㎞のコースを歩いて

見学しました。2 号機は稼働していませんでし

たが、3 号機は、川の落差を利用して力強く稼

働していました。 

 今回の旅行で、小水力発電、太陽光発電、風

力発電を視察しましたが、今後の役に立つ成

果がたくさんありました。 

左写真は元気くん 1 号機前での記念写真です。 

 

【2】パルシステム本部視察 

 平成 28 年 12 月 4 日に、パルシステム本部の理事長を始めとする関東地域の理事など 29

名が、自然エネルギー施設を見学するため、湯の岳山荘へ来場しました。当会からは、橋本、

松崎、蛭田、平川の 4 人が説明にあたりました。 

10 時 45 分に一行を乗せたバスが到着しました。直径 1m の小型水車、風力発電および太

陽光発電がある池の周りに集まって、まずスタッフ 4 人が自己紹介をしました。次いで歓迎

の挨拶とパルシステムから補助金 250 万円をいただいたことへの感謝をした後で、施設の概

要を自然エネルギー発電配置図に基づいて説明しました。次に直径 3m ある大型水車の前に

集まっていただき、蛭田さんより退職してから始めた水車製作時の苦労話も含め水車の今後

の活用計画等の紹介をしました。少ない水量で回る水車に感激した様子でした。また、予め設

定しておいたソーラークッカーで料理した目玉焼きを試食していただき好評を得ました。 

湯の岳山荘では、施設利用者も多く、自然エネルギー施設は、今後とも充実したいと考えて

おり、今回、視察していただき、感想を戴いたことは、私たちにとっても励みになりました。 

下記左の写真は、湯の岳山荘前にある小型水車、風車前での説明での説明状況 

右の写真は、大型水車前での見学状況です。 
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◇◇◇NPO法人いわき環境研究室からの報告◇◇◇ 

（平成28年11月1日～12月31日） 

 

【1】平4小環境学習支援 

第３回目：11 月 10 日 10:30～12:00 6 年生が 82 名で 3 組あったので、1 組を 4 班に分け

て 12 班ができて、班ごとに羽根の数 4 枚、6 枚、8 枚のプラバン製の動力水車を製作しまし

た。作業時間は 30 分間であったのでかなり忙しく作業でした。 

その後体育館前に移動して製作した動力水車を使って、上から水を流し、台車の移動する

距離を測定する実験を行いました。水車に当てる水の方向によって、移動距離が異なり、必ず

しも予期した結果を得ることができませんでした。外が寒い中で、みんな頑張って実験に取

り組んでいました。 

実験後各組の代表が結果を報告しました。各班で測定したデータを平均すると概ね期待し

たものになっていました。みんな考えて行動していることがよくわかりました。 
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【2】こどもアイネット 

11 月 12 日（土）12：15 から 15 時

にかけてアリオスでこどもアイネット

フェアが開催されたので、本会から中

西、和田隆、江尻、平川が参加しまし

た。開始当初から人が切れることがな

いほど集まって、用意した 18 台の風

に向かう風車全部なくなりました。浮

沈子も 40 個近く子どもたちと一緒に

製作しました。参加者数は 175 名で、

昨年を上回る盛況でした。 

右上の写真は、支援者の集合写真、下の写真は当研究室の対応状況です。 

 

【3】いわき海星高校の環境学習支援 

終日風がなく、晴れていた 11 月 29 日に、環境教育支援・浮沈子実習のために、いわき海

星高へ出掛けました。正午前に化学実験室に入り準備しました。今回は橋本、中西、和田隆、

平川の 4 人が講師として出席しました。 

12 時 20 分に授業が始まりました。まず簡単な挨拶から始まり、授業の内容やスケジュー

ルについて説明しました。受講者は海洋科 2 年生で 11 名でした。4 班に別れて班ごとに実験

をして、起きた結果の理由について議論をしてもらいました。まず全員で浮沈子を製作しま

した。手で軽く押すだけで浮沈子が沈み、離すと沈む理由について議論して、班代表者に発表

してもらいました。全員要領を得た説明して、正解でした。 

 5 分の休憩後に、石の比重を求める実験をしました。アルキメデスの原理を使えば簡単な筈

であったが、ヒントを出すまで、どういう実験をしたらよいかの方法が判らなかったようで

した。水でなく食塩水を使った場合はどれだけ軽くなるかの実験もした。 

 最後に大きな石を船で運ぶためにどうするかについての実験をしました。船にそのまま載
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せれば、船は沈むが、浮力使って石を船の下にぶら下げれば運べると判る生徒はいませんで

したが、何度目かのヒントを出して、正解を得ることができました。 

 最後に、中西先生より実験のまとめについてプレゼンテーションを使って、行ないました。

生徒全員最後まで、熱心に授業を受けていたのが印象的でした。 

 

 

 

【4】「ふくしま環境活動支援 NW 会議情報交流会」に参加 

 平成 28 年 12 月 2 日（金）13:15 から福島県環境創造センター（三春町）において、

標題の会議が持たれました。当会議は、県内の民間団体、事業者、行政等の様々な主体

が幅広く連携・協働して行う環境保全活動を支援し環境保全活動の、より一層の効率

的・効果的な推進をはかるために平成 21 年に発足したもので、当会も会員になってお

ります。震災後、特に活動していなかったため、新たに規約等を改正し、再発足の会議

となりました。各団体の活動状況の紹介・意見交換の他、アルパイン技研から環境活動

の事例紹介がありました。今後は、環境保全活動をより活発化させていくことを確認

し、会議を終わりました。（文責：橋本） 
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【リレーエッセイ】    いわき科学の里便り 

諸橋健一（会員） 

  

退職と同時に、内郷高野町に移住し、この地を「いわき科学

の里」と名付けました。 

以来、８年が過ぎ、９年目に入ろうとしています。光陰矢の如

しとはよく言ったものです。 

 いわき科学の里の暮らしは、雑草や害虫、獣害に悩まされる毎日です。特に、雑草は侮れま

せん。夏の時期は、草刈りをさぼっていると、庭や畑はあっと言う間に、夏草のジャングルと

なってしまいます。 

 対策としては、こまめに草取りをするしかありません。草刈り機は使わずに、鎌を使い全て

手作業でやっています。雑草という草はないのですけれど、残してよい草とそうでない草を

選別しながらですので、時間がかかります。そこには、科学の里ならではの新しい発見がたく

さんあります。 

 草の間に、いろいろな樹木の種子が場所をわきまえずに勝手に芽を出しています。子孫を

繁栄させようとがんばっている姿が、実に微笑ましく感じます。マツ、スギ、モミジ、ヤナギ、

クワ、ハギ、ネムノキ、エゴノキ、ヤシャブシ、サンショ、アカシア、フジ、タラノキ、シラ

カシ、ヤブツバキ、コナラ、クヌギ、ケヤキ、その他名前が判らないもの数種。付近の山林か

ら風に乗って運ばれてきたもの。けものや野鳥が運んできたもの。地下茎で増えるもの。実が

木から落ちこぼれたもの。種子いろいろです。 

 これらの幼木は、刈らずに残しておきます。そして、根土を崩さないように慎重に植木鉢に

移し、苗を育てます。おそらく昔の人はこのようにして植林に使う苗を育てていたのでしょ

う。２、３年経ったら、時期を見て庭に植え付けします。こうして植えた樹木の苗のいくつか

は５ｍを超える若木となっています。もし、草取りをやらずに、放置しておいても、私の庭に

やってきた樹木の種子が芽を出し、やがて林となり、元の植生に戻るはずです。自然の力はあ

などれません。 

 私は植物の専門ではありません。従って、樹木の名前はよく判りません。そこで、近所の方

に樹木の名前をたずねることがあります。しかし、困ったことが起こります。方言で教えてく

れるのです。例えば、ソネ、ネムッタノキなどです。しばし、図鑑とにらめっこ。その方言名

の由来を考えるのもまた楽しみです。 

 私が知り得た範囲内で、樹木の方言名を紹介します。こんなことを話題にして、本会の環境

講座などで情報交換できたら楽しいですね。 

  シデ（四手）カバノキ科・・・・・・・・・・・・ソネ 

  シロヤシオ（白八潮）ツツジ科・・・・・・・・・マツハダドウダン 

  ネムノキ（合歓木）マメ科・・・・・・・・・・・ネムッタノキ又はネムタノキ 

  イヌガヤ（犬榧）イヌガヤ科・・・・・・・・・・シュウビ 
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  アセビ（馬酔木）ツツジ科・・・・・・・・・・・サルッポ 

  ヤマブドウ（山葡萄）ブドウ科・・・・・・・・・ブンズ 

サルスベリ（百日紅）ミソハギ科・・・・・・・・ハダカノキ又はサグジッコ    

【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 

佐藤 烈 H28.9.13 

高野小学校 

高野小学校 高野小では、「生活科・総合」の研究を推進し

ています。6 年生は高野の歴史と産業につい

て学習を行っており、その過程で高野地区で

は昔、高野和紙がつくられていることを知り

ました。 

 そこで、先人の和紙づくりの講師として、

招かれました。 

橋本孝一 H28.9.16 

いわき市総

合保健福祉

センター 

いわき市内

郷支所・内郷

公民館 

内郷地区の過去から現在、将来のまちづくり

に学んでみませんかと内郷学講座が開催さ

れ、「新川流域と内郷」と題し、講演を行いま

した。 

和田佳代子 H28.11.21 

いわき市中

部浄化セン

ター 

いわき市 第 2 回下水道事業等経営審議会が開催され、

浄化センターの視察を行いました。 

諸橋健一 

 

 

H28.11.30 

福島県合同

庁舎 

県いわき地

方振興局 

地球にやさしい“ふくしま”県民会議に出席

し、県のいわき地方の地球温暖化防止に向け

た取り組みについて説明を聞きました。 

平川英人 H28..12.26 

いわき市役

所 

いわき市 いわき市環境アドバイザー研修会で、環境ア

ドバイザーとして、成果を発表しました。 
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