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【ご案内】

磯の観察会の開催

           
東日本大震災で中断されていた当会主催の磯の観察会を昨年度再開し、好評を得ること

ができました。

今年度も引き続き夏期における最大のイベントである磯の観察会を下記のとおり8月10

日、11日の2回開催しますので、子供は勿論のこと大人の方もふるって参加してください。

記

日時   平成25年8月10日（土）10時00分～14時30分 （干潮時刻は11時48分）＊小雨決行

   平成25年8月11日（日）10時00分～14時30分 （干潮時刻は12時17分）＊小雨決行

     ※雨天の場合はいわきら・らミュウ研修室に10時までに集まりください。

     ※ご不明な点は、次頁の問い合わせ先（平川）にご連絡ください

場所  いわき市小名浜三崎公園内三崎前海岸（位置図参照）

＜ 目 次 ＞
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     集合場所：潮見台駐車場（30台駐車可能） 当会の旗が目印しです。

内容  午前 10時～12時 潮見台駐車場 三崎前海岸

      磯の観察会の説明 班編成とリーダー指名

      海岸の放射線量測定

      磯の生物観察・採集

         昼食 ：12時20分～13時00分 いわきら・らミュウ2階研修室

         午後  ：13時00分～14時30分 いわきら・らミュウ2階研修室

      ・磯の生物の不思議な行動（ウニ・ヒトデの縄抜け ヤドカリのヤド探し）

              ・ムラサキイガイを使った水の浄化実験等

      ・海藻標本の作成又は海藻を使ったお絵かき

持ち物 帽子、靴（濡れてもよい運動靴、ビーチサンダル、尚長靴は不可です）、軍手、

    タオル、弁当、飲み物

参加費 無料   

申し込み・問い合わせ先  

              いわき地域環境科学会事務局   

              担当 平川 携帯090-9152-6701  ｅメールnmgmj431@ybb.ne.jp

         ・申し込み期限 8月6日（火）

← 小名浜三崎公園周辺図

  公園内潮見台前駐車場が満車の

  場合は、マリンタワー付近の駐

  車場をご利用ください。

  右図は上記地図の線内部分の

  拡大図です

  「入り口」は三崎前海岸への

  出入り口です。
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【ご案内】
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[ご案内]   小学生の夏休み自由研究のための支援講座

小学生が夏休みに「理科自由研究」に取り組むに当たって、テーマの選定、研究の進め

方等の参考になるよう実験を踏まえた支援講座を開きます。ふるってご参加下さい。

○日 時：平成 25 年 7 月 28 日（日）午前 10 時～12 時

○場 所：いわき市フラワーセンター

○テーマ：「水の持つさまざまな力を考える」

○内 容：講義①「水の持つさまざまな力」→実験「水流を遡る水車、小さい力で重いも

のを持ち上げる、反力推進船、遠くまで水を飛ばす、他」→講義②「自由研究の進め方」

○参加費： 一人 300 円（材料費）

○申込期限：7 月 23 日（火）

○申込方法：はがきまたは FAX に「①名前、②学校名・学年、③住所、④電話番号、⑤

保護者の参加の有無」を記入し、申し込み下さい。

申込先：下記のいずれかにご連絡下さい。

  ★〒970-8018 いわき市平四ツ波字石森 116 いわき市フラワーセンター

    FAX：0246-23-6450（TEL.0246-22-5667）
  ★〒970-8003 いわき市平下平窪字鍛冶内 53-14 橋本孝一

    FAX&TEL 兼用 0246-22-2621

写真は、前回の「水の力」の実験で、真剣に取り組んでいる様子です。



いわき地域環境科学会会報「ふぃーるど」 NO.99（2013.7.1）

― 5 ―

【報告】    いわき海星高校鳴き砂環境教育

平成 25 年 6 月には当会主催の環境教育が 4 件予定されていました。まず最初は 6 月 5
日にいわき海星高校で実施する鳴き砂環境教育でした。当日は霧が薄く立ち込めていまし

たが暑くもなく、寒くもない天候でした。

  下神白海岸へ着いた時には 10 時半を少し過ぎていたので、調査場所をメッシュで切る

ためまず南北 180ｍの基本線のみを決めました。昼休みは 45 分間と短くその間に準備を

するため座学が始まる前の 11 時からと早い昼食でした。

座学が 11 時 50 分から始まりました。授業を

受けたのは海洋科の 2 年生 17 名で全員男子で

した。平川が司会を担当して講師 5 人の自己紹

介後、橋本会長から鳴き砂海岸の特徴など約 30
分間パワーポイントで講義をしました。次に中

西先生から自然界の放射線量についての説明を

しました。全員熱心に聴いていました。その後、

生徒全員が下神白海岸や京都府の琴引海岸の鳴

き砂を検鳴器で鳴かせてみて予備的な体験をし

ました。大きな音が出るので驚いていました。

座学後、科学会メンバーは下神白海岸に先行

し、海岸を南北 20m 東西 5m のメッシュに区切

りました。南北の基線には植木用の棒を東西 5m 間隔には竹箸を立て調査点としました。

作業終了直後に生徒達が到着しました。

生徒 17 名を 3 班に分けて、引地先生、

富田さん、平川が班の指導者となりました。

橋本先生が総括者で中西先生が写真担当と

分担しました。約 1 時間かけて 130 ヵ所の

鳴き砂音の 5 段階の評価、放射線量の測定

を実施しました。野外での鳴き砂体験が始

めての生徒が殆んどで生き生きとした表情

で楽しんでいました。今回はかなり広範囲

で鳴き砂の場所がみられ、鳴かなかった場

所は数ヵ所と、前回とは異なる状況でした。
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放射線量は前回同様波打ち際が 0.05μ
Sv/h 以下で原発事故前に近い値まで低減

していました。高いところでも 0.10μSv/h
以下で下神白海岸は安全であることが実証

されました。

実習室に戻り、今回調査したことのまと

めを行いました。A1 版用紙に班の代表の

生徒に鳴き砂と放射線量について 5 段階に

応じて色別のシールを貼り、結果を一目瞭

然に示すことができました。平川より調査結果の説明を行い、状況を全員で共有しました

最後に班の代表から今回の鳴き砂環境教育の結果の感想を聞いたところ、これまで知らな

かった鳴き砂に親しむことができて勉強になったとの意見でした。また自分の学校の前の

海岸である最も身近なところに鳴き砂があったことに驚いていました。

写真は、いわき海星高校裏の下神白海岸での環境教育実施後の集合写真です。

当日は霧のため遠方の景色がかすんでいました。
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【報告】   小名浜高校鳴き砂に係る環境教育

6 月 14 日 11 時に高専連携室に集まって、午後から実施する鳴き砂環境教育のため橋本・

中西先生、諸橋さんと平川の 4 名が小名浜高校へ出掛けました。

昼食後、授業が始まるまで 30 分程度時間があったので下神白海岸に行き、砂浜の様子

を見に行きました。昨夜から早朝にかけて雨が降ったので、鳴くのか気になっていました

が、海岸近くの砂はもう乾いていて良く鳴きましたが、殆どの場所はやはり湿っていて鳴

きませんでした。

校長先生は出張で不在でしたが、教頭先生、担当の清野先生が玄関まで迎えに来ていた

だいて時間通り 13 時 25 分に授業が始ました。今回の受講者は理科専攻の 3 年生 7 名で、

男子生徒 4 名で女子生徒 3 名でした。開講挨拶の中で、鳴き砂のことを尋ねたところ 7 名

中 4 名が知っていましたが、いわき市が太平洋岸の鳴き砂の南限であることを知っている

生徒は一人もいませんでした。次いで講師 4 人で自己紹介をしました。

当初、昨夜来の雨のため野外での鳴き砂体験を中止を決めていましたが、海岸の状況よ

り、予定を変更して下神白海岸で鳴き砂体験をすることになりました。しかし、玄関先に

出たら、雨が再び降り始めたので外出するのは取りやめて教室に戻りました。最初に橋本

先生から鳴き砂の基礎知識についてパワーポイントで 25 分間説明しました。その後、生

徒一人ずつに検鳴器により鳴き砂の体

験をしてもらいました。最もよく鳴く

琴引浜の砂、全く鳴かない砂、下神白

海岸の砂、あまり鳴かない砂とその砂

を洗った後の鳴き方など一通り鳴かせ

て楽しんでいました。その後、中西先

生が自然界の放射線量についての講義

をしました。

10 分間の休憩後、鳴き砂を使った砂

と絵教室を開催しました。生徒達は鳩、

カモメ、犬、魚など 20 枚

程の白黒の下絵から好きな

絵柄を選んで、24 色の彩色

した鳴き砂を使って、約 30
分かけて砂絵を作りました。
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完成した砂絵に自分の名前、月日を記入してドライヤーで乾燥させた後、ラミネート加工

して記念に持ち帰りました。

生徒の代表に感想を聞いたところ、鳴き砂について、いろいろ知ることができて有意義で

あったとのことでした。

最後に作成した砂絵を胸に掲げで、笑顔の生徒全員と記念写真を撮りました。
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◇◇◇ NPO 法人 いわき環境研究室 からの報告  ◇◇◇

        （平成 25 年 5 月 1 日～6 月 30 日）

【１】平成 25 年度 通常総会 が開催されました

6 月 10 日（月）午後 6 時 30 分から福島高専専攻科棟多目的演習室にて、当会の通常総

会が開催されました。 同日、総会に先立って本年度第一回目の理事会が開催され、通常

総会に向けた議案の提案内容について審議を行いました。

通常総会では、引地宏理事が議長に選任され議案の審議がなされました。平成 24 年度

の事業報告・決算報告・監査報告は原案通り承認されました。次いで、平成 25 年度の事

業計画・予算案の審議がなされ、一部修正の上、了承されました。さらに本年度は、役員

改選の年に当たり、事務局より理事・監査の役員案が提案され、全員原案通り承認されま

した。

本年度の事業計画の概要及び役員体制は下記の通りです。

＜平成 25 年度事業計画の概要＞

☆事業実施の方針 ～ ①学校、地域の諸団体（農地・水等）を対象とした学習支援事業

を積極的に進める。②自然エネルギーの利活用に関する調査・実践活動を積極的に推

進する。③いわき地域環境科学会との連携を強化する。

☆ ３本柱の事業活動

(1) 地域環境についての調査研究および政策提言事業

1) いわき市からの「いわき市海水浴場の放射能汚染状況の調査」受託事業を実施する。

2) 自然エネルギーの利活用に関する調査・実践活動を推進する。

(2) 地域環境についての教育事業

1) いわき地域環境科学会等と連携しながら、小中学校高校における「環境学習支援」

事業を積極的に進める。

2) 小学生を対象とした「環境学習支援」事業を企画・実践

(3) 地域環境を改善するための諸活動事業

1) 地域の環境保全団体への支援。 2) 地域の環境保全団体との連携事業を積極的に

進める。

＜役員体制＞

○ 理事 ～ 橋本孝一（再任）、中西恒雄（再任）、松崎和敬（再任）、引地宏（再任）、和

田佳代子（再任）、諸橋健一（新任）、平川英人（新任）、原田正光（新任）、

○ 監事 ～ 野口紘（再任）、江尻勝紀（再任）。             （敬称略）

なお、大平恭二副理事長は、病気療養に専念のため当会を退会されました。

総会終了後、直ちに、新しい体制での理事会が開催され、互選にて、理事長に橋本孝

一（再任）、副理事長に中西恒雄（新任）が選出されました。      
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【２】講演会が開催されました

平成 25 年 6 月 22 日（土）10:00～、労働福祉会館和室にて、栃木県・水土里ネット那

須野が原参事の星野恵美子さんをお迎えし、「那須野が原の試み～“地域と共に、命育む”」

と題して、ご講演いただきました（いわき地域環境科学会との共催）。「那須疎水」は、那

珂川上流部の扇状地に位置する那須野が原の水不足を解消するため開削された「日本３大

疎水」の一つ（他に、安積疎水、琵琶湖疎水）です。ご講演では、農業の持つ多面的機能

を実践的に具体化してこられた様子を紹介していただきました。地下水の涵養、防火用水

としての利活用、バイオガス・小水力発電による電力供給、千年の森構想の推進、水環境

に配慮しての河川維持用水への貢献等、貴重なお話を伺うことができました。多様な活動

を実践しておられることに勇気付けられる思いでした。また、当 NPO でも今後取り組み

を強化したいとの構想を持っている「低落差用発電」の実践例は大いに参考になりました。

写真は、講演会風景です。星野さんには１時間半にわたり、パワフルで有益なお話をいた

だきました。また、開催が休日の朝でしたが、多くの人に参加頂きました。
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【リレーエッセイ】  かけがえのない住環境

                           伊藤正義

新会員としてこの４月から“いわき環境科学会”に入会させていただきました。自己紹

介を兼ねて最近の環境に関して感じていることを思いつくままに述べたいと思います。

化学系の民間企業（広島、神奈川、千葉）での２４年間、その後の福島工業高等専門学

校での１２年間を経て、この３月に定年退職いたしました。いわき市のすばらしい自然環

境に魅せられ、４年前に退職後もいわき市に在住することを決意し新居を構えることにし

ました。しかしその後まもなくして、震災と原発事故の大きな環境変化がありました。以

前のいわき市、福島県に早く復興してくれることを願うばかりです。

民間企業では化学製品の開発と製造に邁進し、あまり環境破壊を考えることもなく仕事

をしていたように思います。化学物質を造ることは人間には便利にはなりますが、どうし

ても環境的には破壊に通じます。以前は多少の環境への負荷は開発という名目で無視され

ていたように思います。しかし現在では環境には最大限の配慮がなされるようになりまし

た。“ 環境を無視して産業はなりただず ”です。福島高専では環境教育を担当してきま

した。大気、水質、土壌、有害化学物質、地球環境（温暖化、酸性雨、オゾン層破壊）、廃

棄物とリサイクル、エネルギーの項目で整理しておりました。学生の環境問題に関する基

礎知識の習得が主目的でした。環境を考慮しない人間活動はありえない時代に対応できる

一助となればと思っておりました。

長い間、福島県外で生活してきた私がいわき市の住環境の良さは何ですかと聞かれたら、

１）自然環境が豊か、２）農水産物が豊富、３）気候が温暖、４）人口密度がほど良い、

５）都会にほど良く近い、６）人間性が豊か、と答えるでしょう。樹林帯のせいでしょう

か、福島県は新緑と紅葉がすばらしく綺麗でいつも感動させられています。他の地域には

めったにない景観ではないでしょうか。会津や中通りの山々にも魅せられ、トレッキング

にもよくでかけております。近くに雪が見られるのも北国育ちの私にとっては魅力のひと

つです。次に、いわき市で不都合なところは何かときかれたら、医療環境の不備でしょう

か。行政の問題でもありますが、早急に改善を望みたいところです。

震災は自然災害なのでどうしようもないところですが、人災の要因が大きい原発事故の

影響は今後も長く続くものであり本当に辛いものです。非難を強いられている方々にとっ

ては住環境の完全なる破壊であり、状況を招いたことに対する過失は甚大であり、早急に

対応していかなくてはならない課題です。被害を受けた農水産業者の困窮も大きく、それ

に比べると些細ではありますが新鮮な農水産物を気持ちよく食せない状況にあるのも残念

なことです。米、野菜、果物はやがて全面的に回復してくれるでしょうが、魚、貝類に関

しては先が長そうです。今回の震災と原発事故を通じ、貴重な住環境を維持していくこと

の重要性を痛感させられました。全住民が、自分たちの住環境を大切に守り続けることを

胆に命じるべきなのです。
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平成 25 年度年次総会・講演会報告

去る 5 月 25 日（土），いわき市労働福祉会館・大会議室において，平成 25 年度年次総

会が開催されました。

平川幹事の進行で開会し，橋本会長の挨拶の後，諸橋副会長の議事進行により，平成 24
年度事業ならびに会計決算報告，平成 25 年度事業案ならびに予算案の審議が行われ，承

認されました。平成 24 年度の事業においては，震災および原発事故からの復興に向けて，

「いわきの海岸復元プロジェクト」として海岸の調査や市内の学校における環境教育支援

などが日本財団の助成を受けて遂行されたことや，一昨年は実施できなかった「磯の観察

会」や「子供環境研究発表会」が再開されたこと，当会をはじめ複数の団体が協力して開

催された豊間海岸での「鳴き砂を調べ楽しむ会」が実施されたことなどの報告がなされま

した。会計報告では従来の一般会計のほか日本財団からの助成による特別会計について報

告されました。平成 25 年度は，引き続き日本財団からの助成を受け，海岸環境の復元や

環境教育をさらに進展させ，自然観察会や環境講座などの事業を増強して行くことが提案

され，承認されました。

総会に引き続き，仙台高専准教授・NPO 法人コミュニティ代表理事の小
こ

地
ち

沢
ざわ

将
まさ

之
ゆき

先生

に，「震災復興のまちづくり～復興自治の社会システムを生み出す～」という演題でご講演

をいただきました。今年度の講演会では，これまでに小地沢先生が携わってこられた山形

県酒田市や宮城県仙台市の実例に基づき，災害からの復興における地域住民のコミュニテ

ィの重要性などについてのお話をしていただきました。当日の参加者は約 50 名で，学生

から一般の方まで幅広い年齢層の多くの方々に参加いただきました。最後に，総会では諸

橋議長はじめご出席の会員諸氏のご協力で無事議事を終了することができましたこと，講

演会では小地沢先生に遠方よりご多忙の中お越しいただきご講演くださいましたことに，

本紙を借りて御礼申し上げます。

「追記」事務局からのお知らせ

ふぃーるど次号は１００号記念になります。

会員の皆様からの投稿をお待ちしております。
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