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【行事案内】    第 21 回 子供環境研究発表会 

 当会恒例の「子供環境研究発表会」を下記のとおり開催いたします。９月にいわき・ら・

ら・ミュウで開催された，市内小学校児童の夏休み理科自由研究作品の中から環境関連の作

品を選出させていただきました。当日は，児童の皆さんからポスター形式で発表していただ

く予定です。 

 当会会員のみならず多くの皆様方に，是非小学生の皆さんの研究発表をご覧いただきます

よう，ご案内申し上げます。 

記 

 ⑴ 日時 平成 29 年 11 月 26 日（日）10：00～12：30  

 ⑵ 場所 福島工業高等専門学校 専攻科棟 1F 多目的講義室 

 ⑶ 進行次第  

 開 会 10：00 

 会長挨拶 10：00～10：05 

 発 表   10：05～12：20 

 ●前半の部 10：05～11：10（７発表）   

＜ 目 次 ＞ 
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「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 

  ●後半の部 11：20～12：20（6 発表） 

「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 

講評/表彰 12：20～12：30 

 閉会 12：30 

 

【行事案内】    第 29 回 発表会 

 当会では，いわきの環境に関する情報交換や意見発表の場として毎年発表会を開催してい

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，「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。設定テーマによる発表では，５分間程

度のショートスピーチも可能です。会員の皆様の日頃の活動からの思いなどをご披露いただ

きたいと考えています。 

 つきましては，下記の内容で発表会を開催いたしますので，どうか奮って発表参加をお願

いいたします。 

 

記 

 ⑴ 日時 平成 30 年１月 20 日（土）13：30～17：00  

 ⑵ 場所 いわき市文化センター（予約の都合で会場変更もあり） 

 ⑶ 発表内容  

   自由テーマ 

   設定テーマ「いわき地域の環境 過去・現在・未来」 

 ⑷ 発表方法等 
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○発表の形式は，パワーポイント等を使用した口頭発表です。 

○発表時間は１件につき標準 20 分間です．ただし，５分間程度のショートスピーチか

ら発表時間 30 分程度のロングプレゼンも可能で，事務局が発表者と相談の上決定し

ます。 

○発表要旨集に掲載する原稿を，A4 サイズで４ページ以内にまとめていただきます。 

 ⑸ 発表参加申し込み等 

○発表申し込み〆切：平成 29 年 12 月８日(金) 事務局発表会担当まで発表者名とタイ

トルをご連絡ください。 

○要旨集原稿提出〆切：平成 30 年１月 12 日(金) 原稿は電子ファイルでご提出くださ

い。 

 ⑹ 問合せ・申込み先 

  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 

 

【行事案内】第１４回いわき子ども環境賞コンクール表彰式のご案内 

このコンクールは、市内の小中学生を対象に環境保全をテーマとした標語を作ることを通

して、身近な環境に関心を持ち環境に優しい暮らしを広げてほしいという目的で、当会とい

わき市の共催、いわき市教育委員会の後援を受けて行われており、今回で 14 回目となります。

作品は、夏休みの課題の一つとして募集が行われ、今年は市内の小中学校から 429 作品の応

募がありました。 

審査は、10 月 19 日に当会の諸橋会長、平川副会長ほか、小学校、中学校の国語教諭各 1

名、いわき市生活環境部から 1 名の 5 人により行われ、最優秀賞など優秀作品が選出されま

した。 

表彰式は、11 月 26 日（日）の子供環境研究発表会後に行われます。引き続きご覧いただき

ますようご案内申し上げます。 

【報告】 「いわき自然エネルギー研究会」の動き（第1７報）  

【１】第８回研究会を開催しました 

  9 月 23 日（土）13:00～から湯ノ岳山荘

において約１年振りに研究会を開催しまし

た。研究会には、他の行事も重なり６名の会

員が出席。第７回研究会（H28.7.2）以降の動

き及び今年度内の事業予定、次年度の事業の

取り組みについて意見交換をしました。 

 当研究会の動きについては、既に本会報に
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報告させていただいている通りです。本研究会は、次年度で活動に一旦区切りをつけるこ

とを申し合わせています。 

 

【２】自然エネルギー施設を活用した動き 

 ★平窪自然塾 

    9 月 16 日（土）、平窪公民館主催の「平窪こども自遊学校」として開催されたもの

で、地元平４小の児童 28 名が参加しました。講座では、諏訪神社境内にある自然エネ

ルギー施設の見学学習や火起こし体験や足漕ぎ自転車を使った発電等に取り組んでも

らいました。 

 ★湯の岳山荘 

    予てから「NPO 法人いわきの森に親しむ会」が、自然エネルギー施設の維持・運営

を担っていただいており、水車を動力としての活用し粉ひきが楽しめる施設として改

良がすすめられております。また、9/23 には、自然エネルギー施設の施設見学等への

利便性を向上させるため、太陽光パネル（２枚増設）・風力発電設備の移転も行いまし

た。今後、一層の充実した活用が図られることが期待されます。 

    下記の写真は、粉ひき設備小屋とその内部の様子です。粉ひき設備は全体が車輪で

右に移動し、水車側の歯車と接合され、縦方向の回転が横方向の回転に変えられ、石臼

が回るようになっています。試運転も終わり、正常に作動しているようです。 

【３】学校支援 

  ★平４小の学習支援(6 年生 2 クラス 64 名) 

   ここ３年ほど、「自然エネルギー講座」を実施してきましたが、今年度も、３回に分け

ての支援講座を進めており、既に２回実施済みです。 

  〇第１回目（10/3）10:30～12:00 

①自然エネルギーに関する講義を行いました（講師：山本敏和先生）。  

②4 パート（太陽光、風力、水力、発電機の原理）に分かれての展示、体験をしました。 

生徒達は支援者から各設備の説明を聞き、それらの設備を操作して、エネルギーの

働きを実感していました。  

 次ページの写真は、山本先生の講義及び体験の状況です。 
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〇第 2 回（１０月２４日）平４小近くの諏訪神社境

内にて、①自然エネルギー-施設（小型水力発電、

太陽光発電、風力発電）及び農業用水路（小川江

筋）での浮体式水力発電 ②足漕ぎ発電、火起し

体験、遡り水車の体験講座を開催しました。 

    生徒数が多いため、午前と午後に分け、２回実施

しました。支援には当エネルギー研究会会員の

他、福島高専電気工学科の先生と５年生６名、平

窪自然塾会員等、総勢１８名で支援にあたりました。それぞれの施設で支援者より、説明

を受けた後、種々の体験を行い、自然エネルギーに関わる知識を得られたようでした。 

 

【４】県内自然エネルギー施設の見学会の開催 

 「福島県再生可能エネルギー見える化推進支援事

業」の受託事業の一環として取り組んだもので、

10月28日（土）、小型バスをチャーターし、「福

島市次世代エネルギーパーク（JR福島駅、産業交

流プラザ、四季の里、土湯バイナリー発電等）を

見学しました。心配された台風２２号による影響

もなく、全コースを回ることができました。 
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あづま総合運動公園近くにある四季の里には、比較的大きな水車が設置されていまし

たが、残念ながら停止中であり、水車の回る姿は見ることが出来ませんでした。 

その後、土湯温泉に移動し、土湯温泉協会の案内人によるバイナリー発電設備の視察

を行いました。１時間半に渡るガイドにより、土湯温泉がバイナリー発電設備設置に必

要なインフラが多くあったことやそれでも設置迄の苦労や設置後の経済性など詳しい話

を聞くことができ、参加者にはよい視察になったと好評でした。 

 

【５】福島商品展示会にて自然エネルギー教室の開催 

９月２日、パルシステム福島商品展示会にて自然エネルギー教室を開催しました。     

反力推進船や遡り水車の実演、浮沈子の作成にはプールや水を使用するため、屋外で実

施することで、屋内での風に向かって走る風車及び浮沈子実演との２ヶ所での開催とな

りました。当日の天候悪化が懸念されましたが、幸いに時折ぱらつく程度の天候になり

屋外でも問題なく実施できました。 

  我々の自然エネルギー教室コーナーには引き続き人が訪れ、浮沈子の製作は予定した

７０個に予備１０個も追加したが、それでも足らないくらいの希望者がありました。 

 

【６】年内の取り組み予定の事業 

 〇平４小支援講座（第3回目）（11月7日） 

  〇こどもアイネットの環境フェア（12 月 2 日）、アリオス 

〇いわき海星高校の自然エネルギー支援講座（12 月 19 日） 
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◇◇◇NPO法人いわき環境研究室からの報告◇◇◇ 

（平成29年9月1日～10月30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３報） 

 これまで、市内４校（好間第 4 小学校、夏井小学校、泉小学校、いわき海星高校）を対

象に支援講座を実施してきました。好間４小・夏井小の支援内容については、既報の通り

です。ここでは、いわき海星高校・泉小学校での支援内容を報告させていただきます。 

 (1)いわき海星高校での取り組み 

 いわき海星高環境教育支援（神白川系水質調査）を３回実施しました。 

［１回目］９月５日に、いわき海星高校での

環境教育支援として、学校側を流れる神白川

と梅田川の水質調査を行ないました。車４台

とトラック1台に分乗して、神白川の源流が小

名浜カントリークラブ入り口にあることを確

認しました。次に上流域で水質調査を行いま

した。次いで、上神白霊園近くの中流域では

水質調査をしたのち、生徒たちはタモ網でウ

グイ、アメリカザリガニ、ウシガエルのオタ

マジャクシ、スジエビを採集しました。          

２時過ぎに神白川河口に着き、海水の遡上状況を調査するため、調査用ボートを引きなが

ら川を遡り、表層、中層、下層の採水をしました。ここまでは順調でしたが、水門下の水深

は１ｍ３０㎝もあって、胴長では歩けなくなって調査を中止し、3回目の調査時まで延期す

ることにしました。 

 

［２回目］２回目の水質調査は9月12日に行いました。まず小名浜高校前の武城橋の下で、

川幅とその2ｍ毎の水深、流速を測定した後で、採水をしました。次に梅田川に移動して、

刈亦団地前で同様の調査をしました。最後に神白川との合流点で調査しました。 
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  校舎に戻り、橋本先生から梅田川を中心とした水質環境の講義後、採水した８調査場所の

水質を測定しました。測定項目は、ＣＯＤ、導電率、透視度、においなどでした。 

 

［３回目］３回目の水質調査は9月19日に行いました。 

まず神白川と梅田川下流で「みずしらべ」評価表（５つのものさし）を使って、環境評価

をしました。（１：自然なすがた、２：ゆたかないきもの、３：水のきれいさ、４：快適な

水辺、５：ちいきとのつながり）次に、ゴムボートを使っての海水の遡上調査を再チャレン

ジしました。水門から神白橋上流に掛けての

5定点で、表層、中、低層から採水して、導

電率とPHを測定しました。その結果、当日は

河口から４００ｍまで海水が遡上しているこ

とが分かりました。調査結果は、海水が河口

から遡上する状況が分かりました。 最後に

7人の生徒全員が、今回の3回の水質調査を受

けた感想を発表しました。面白く、役に立つ

調査との感想がありました 
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(2)泉小学校での取り組み 

平成29年9月21日（木）釜戸川下流近くにある泉小学校５年生、５組１４８名を対象に、

釜戸川の環境調査支援を行いました。 多人数を対象に一度で対応するため、川遊び中の安

全を確保するためもあり、１５名で対応することになりました。そのため、当いわき環境研

究室以外に、福島高専より教員及び学生８名の外、いわき鳴き砂を守る会及び夏井川流域ネ

ットワークからも協力、応援を得ました。 

  最初に、小学校体育館で近くを流れる釜戸川とその流域についての地理的な概要、釜戸川

の景観環境調査方法、川に入っての調査（水生生物調査、水温測定、流速など）、水質検査

（ＣＯＤ、におい、透視度）などについて、スライドを使って説明しました。 その後、各

組を２班に分け、陸の景観調査と川の調査は２５分で交代にしました。 学校に戻り、休憩

後、１１時１０分より、各クラスの教室に分かれて、水質分析、 調査結果のまとめを 行い

ました。予め、採水しておいた釜戸川の上流・中流の透視度も測定しました。 

下記の写真は、橋本先生による体育館での説明状況及び釜戸川での調査状況です。 
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下記の写真は、釜戸川での調査状況及び教室での説明及び水質測定状況です 

 

 

 

 

 

 

 

【報告】     新川のはじまり 水だより⑸ 

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

 お待たせいたしました。５回目の水だよりです。今回は「川の長さ」のお話です。 

 いわき市内には、11 水系 73 本の二級河川が流れています。新川もその中のひとつです。川

の長さくらべをしてみましょう。指定区間の長い順に並べると次のようになります。河川名、

指定区間、流域面積、低水流量の順に記載しました。 

  1 位   夏井川   67,087ｍ   705.2 ㎢   7.46 ㎥/ｓ 

  2 位   鮫 川   65,041     600.9      5.30 

    3 位   好間川   33,161        105.5         1.04 

    4 位   仁井田川  25,525         63.5         0.88 

    5 位   新 川   24,700         35.0         0.87 

 新川は 73 本中、第 5 位と健闘しています。ただ、細長い流域であるため、流域面積は他の

川にくらべ小さいのです。いわきの 3 大河川のひとつといわれている藤原川が見当たりませ

ん。実は、藤原川の長さは新川についで第 6 位なのです。長さは 23.761ｍ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） 

 8月1日～31日 198.5ｍｍ 

9月1日～30日 265.5ｍｍ 

観測場所 内郷高野町先達 

観測者 諸橋健一 
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