
県だより No.79～No.144
【昭和46～63年度】
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■花を植えよう
・「花とほうきの県民運動」真壁郡明野町での市民による花壇整備の様子。

・水戸市街での植木鉢植栽、ビニールハウスでの栽培、土浦市市民青年団による植栽、明野町鳥
羽小学校での植栽の様子。
・土浦市園芸センター（茨城県植物センター）、土浦フラワーガーデン。
1971/--/-- 明野町（現・筑西市）ほか

■初登頂の岩上知事
・四選目を果たした岩上二郎県知事の初登庁、記者会見の様子。
1971/4/23 水戸市

■竣工した河口堰［波崎町］
・利根川河口堰が竣工。昭和46年5月26日に行われた完工式の様子。
1971/5/26 波崎町（現・神栖市）

■利根川畔にサイクリングコース［古河市］
・昭和46年5月5日に完成となった、青少年サイクリングコース（渡良瀬・利根川堤防コース）の風景。
1971/5/5 古河市

■CM「交通事故をなくそう!!」

県だより No.79 (1971 #1）

昭和46年度（1971年5月頃）
制作：茨城県 ［07:39］

・利根川河口堰竣工
・利根川畔サイクリングコースほか

水戸市内風景

利根川畔サイクリングコース（古河市）利根川河口堰（波崎町）



■すすむ県北の畜産団地
・久慈郡里美村、里美牧場での乳牛放牧風景及び、土壌サンプル採取の様子。
・那珂郡大宮町、茨城県大家畜経営センター（現・茨城県畜産センター）圃場での牧草刈入の様子。
・久慈郡大子町外大野での酪農風景。搾乳など。
・久慈郡大子町大生瀬での黒毛和牛放牧の様子。
・久慈郡大子町家畜市場での品評会、競りの様子。
1971/--/-- 里美村（現・常陸太田市）、大宮町（現・常陸大宮市）ほか

■“ますます元気です”［筑波町・八郷町］
・昭和46年9月15日敬老の日、岩上二郎県知事が、筑波町などの100歳以上の長寿者を訪問した。
・新治郡八郷町の老人センターで開かれている『老人大学』の様子。
1971/9/15 筑波町（現・つくば市）、八郷町（現・石岡市）

■完成近い花貫ダム［高萩市］
・昭和46年8月11日に行われた花貫ダムの定礎式及び工事の様子。
1971/8/11 高萩市

■中郷鉱閉山［北茨城市］
・昭和46年8月14日、常磐炭鉱中郷鉱の中郷新坑内で出水が起こり、水没。閉山を余儀なくされた。
・高萩公共職業安定所へ足を運ぶ人々。職業相談風景。
1971/--/-- 北茨城市

県だより No.80 (1971 #2）

昭和46年度（1971年9月頃）
制作：茨城県 ［10:35］

・県北の畜産団地
・花貫ダム定礎式ほか

里美牧場（里美村）

閉山された中郷鉱の専用側線（北茨城市）建設中の花貫ダム（高萩市）



■県民の日茨城県誕生100年
・弘道館内外風景。
・岩上知事らによる山岡鉄舟墓（東京都谷中全生庵）及び中野泰茨城県議会初代議長の墓参。
・昭和46年11月13日、県民文化センターで行われた「茨城県功績者表彰」及び「あすをつくる青年
ほう賞」授賞式辞の様子。水戸市内で行われたパレードの様子。千波湖畔での花風船放出。
・古河市立第三小学校で開かれたママさんバレーの様子。
・「ふるさとの唄とおどり坂本九ショー」の様子。
・石岡市立石岡小学校生徒らによる野外造形「どこまでのびる」制作風景。
・結城市立結城南中学校江川分教場生徒らによるトーテムポール制作風景。
1971/11/13 水戸市ほか

県だより No.81 (1971 #3）

昭和46年度（1971年11月頃）
制作：茨城県 ［10:22］

・県民の日関連行事

ふるさとの唄とおどり坂本九ショー

県民文化センターでの表彰式（水戸市）弘道館（水戸市）

千波湖での花風船放出（水戸市）山岡鉄舟の墓（東京都千代田区）



■住みよい環境を守ろう
・排気ガス、工場等の煤煙、排水、ゴミのカット。
・大洗海岸での海浜清掃機によるごみ収集の様子。
・大子町の中学生による「緑の少年団」による袋田周辺の清掃作業の様子。
・県による動植物水質分布調査の様子。小貝川での水質チェック等実地検査の様子。
1972/--/-- 大洗町ほか

■大型化した那珂湊港［那珂湊市］
・昭和47年5月、那珂湊港の外郭が完成した。
・漁船の入港～水揚げの様子。
・那珂湊漁港修築計画平面図と共に、那珂湊漁港での式辞の様子。
1972/5/-- 那珂湊市（現・ひたちなか市）

■自然を訪ねて［御前山村］
・昭和47年5月14日、御前山県立自然公園で「野鳥を観察する会」が開催された。野鳥観察、巣箱
設置の様子。
1972/5/14 御前山村（現・常陸大宮市）

■火災を未然に［日立市］
・日立市街風景。ビルでの避難訓練、海岸での消火訓練の様子。
1972/--/-- 日立市

県だより No.83 (1972 #1）

昭和47年度（1972年9月頃）
制作：茨城県 ［19:27］

・那珂湊漁港外郭完成
・野鳥を観察する会ほか

海浜清掃機（大洗海岸）

住宅地遠景（日立市）那珂湊港の水揚げ（那珂湊市）
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■完成した三県連絡林道～大子町～
・昭和47年6月7日、八溝山三県連絡林道（八溝林道）が開通した。栃木県黒羽町（現・大田原市）
八溝山ロータリーで行われた開通式、記念植樹の様子。
1972/6/7 栃木県

■茨城国体へあと2年［水戸・笠間・潮来］
・水戸市で行われたオリンピックデー・パレード、「オリンピックとまごころ国体展」の様子。
・第8回県民総合体育大会の競技風景。長距離走、走り高跳び、棒高跳び、ハンドボール、跳馬、
吊り輪、レスリング、水泳、カヌー。
1972/6/23 水戸市ほか

■皇太子殿下三たびご来県［研究学園都市］
・昭和47年7月18日～19日、明仁皇太子殿下が県内視察のためご来県された。

・無機材質研究所研究本館、高エネルギー物理学研究所高圧実験装置などをご見学。屋上から
見た筑波研究学園都市予定地風景。
1972/7/-- 筑波町（現・つくば市）

■絵筆に親しむ［日立市］
・日立製作所日立会美術部の作品制作風の様子。
1972/--/-- 日立市

■射爆場を県民の手に［水戸市］
・水戸市千波湖付近で行われた水戸対地射爆撃場返還要求県民大会の様子。
1972/9/2 水戸市

県だより No.83 (1972 #1）

昭和47年度（1972年9月頃）
制作：茨城県

・水戸対地射爆場返還要求県民大会
・八溝林道開通式ほか

無機材質研究所を見学される皇太子殿下

水戸対地射爆場返還要求県民大会（水戸市）八溝林道ロータリーに3県が植樹（栃木県）
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■タイムカプセルを埋設 県民の日
・昭和47年11月13日、県民文化センターで行われた「茨城県功績者表彰」及び「あすをつくる青年
ほう賞」授賞式辞の様子。

・彫刻家富樫一氏によるタイムカプセルモニュメントの制作の様子。県立歴史館（建設中）構内へ
のタイムカプセル埋設及び除幕式の様子。
1972/11/13 水戸市

■動く県政教室産業科学コース
・バスで県内各地を回り、一般市民が県政について学ぶ企画。
・鹿島臨海工業地帯の下水処理施設、深芝処理場を見学した。 →No.78「鹿島の近況」
・鹿島セントラルビルの見学。眼下に鹿島臨海工業地帯。
1972/--/-- 神栖町（現・神栖市）ほか

■老人に愛のベル
・一人暮らしの高齢者宅に緊急連絡用の通話機が設置された。
1973/--/--

■トピックス：鹿島新当流稽古始め
・塚原卜伝が創始した剣法、鹿島新当流の道場開きが、昭和48年1月7日、吉川道場にて行われ
た。模範試合の様子など。
1973/1/7 鹿島町（現・鹿嶋市）

県だより No.84 (1972 #2）

昭和47年度（1973年3月頃）
制作：茨城県 ［21:34］

・県民の日にタイムカプセル埋設
・鹿島新当流稽古始めほか

タイムカプセルの封函

鹿島新当流稽古始め（鹿島町）1973年の鹿島臨海工業地帯
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■トピックス：新春恒例取手の凧揚げ大会
・成人の日、利根川運動公園で開かれた凧揚げ大会に3,000人が参加した。
1973/1/15 取手市

■トピックス：水戸の梅まつりをPR
・埼玉県大宮駅での「水戸の梅むすめ」による梅まつりPRの様子。
・水戸の梅まつり仕様のラッピングバス。
1973/1/-- 埼玉県

■民芸品を訪ねて［古河・水戸・桂］
・古河市の葦簀（よしず）。渡良瀬遊水地での葦の刈入れ、屋外での製作の様子。
・水戸の雛人製造の様子。
・桂村（現・城里町）の粟野春慶塗の製作の様子。（昭和63年3月に茨城県郷土工芸品指定。平成
元年1月25日、茨城県無形文化財指定）
1973/--/-- 古河市ほか

■自然を守ろう
・昭和48年1月14日、霞ヶ浦や牛久沼で実施された水鳥の生態調査の様子。
・御前山県立自然公園での養殖雉の放鳥の様子。
1973/--/-- 御前山村（現・常陸大宮市）ほか

県だより No.84 (1972 #2）

昭和47年度（1973年3月頃）
制作：茨城県

・民芸品を訪ねて：粟野春慶塗
・取手の凧揚げ大会ほか

水戸の梅むすめ（埼玉県大宮駅前）

粟野春慶塗（桂村）葦簀（よしず）製作風景（古河市）
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■新設された3高校［佐竹・勝田・藤代］
・建設中の県立佐竹高等学校校舎。
・勝田工業高等学校の校舎を借りて行われた県立勝田高等学校の入学試験日の様子。
1973/3/-- 常陸太田市、勝田市（現・ひたちなか市）

■もうすぐ国体
・昭和48年1月28日に大洗町―大洋村（現・鉾田市）間で開催された県民駅伝競走の様子。
・馬術競技場（美浦トレーニングセンター）建設予定地の整地の様子。
・建設中の笠松運動公園陸上競技場。
1973/--/-- 大洗町ほか

■水戸射爆場かえる
・昭和48年3月15日、水戸対地射爆撃場の返還式が執り行われた。星条旗の降納と射爆場風景。
1973/3/15 那珂湊市（現・ひたちなか市）

→No.50（昭和39年5月）防衛庁へ射爆撃場早期返還を陳情
→No.59（昭和41年5月）水戸対地射爆撃場返還促進県民大会
→No.70（昭和44年2月）第3回水戸対地射爆撃場返還促進大会
→No.83（昭和47年9月）水戸対地射爆撃場返還要求県民大会

県だより No.84 (1972 #2）

昭和47年度（1973年3月頃）
制作：茨城県

・茨城国体に向けて
・水戸射爆場返還式ほか

水戸射爆場返還式（那珂湊市）

建設中の笠松運動公園陸上競技場建設中の県立佐竹高校（常陸太田市）
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■古代の壁画よみがえる［勝田市］
・7世紀頃の前方後円墳『虎塚古墳』の発掘調査が昭和48年9月12日、明治大学の大塚初重教授
ら調査団によって実施され、石室内部の壁画が発見された。
・9月19日に行われた一般公開の様子。
1973/9/19 勝田市（現・ひたちなか市）

■緑ゆたかに［大宮町］
・第24回茨城県植樹祭の様子。大宮中ブラスバンド、岩上県知事他一般参加者による植樹の様子。
1973/4/-- 大宮町（現・常陸大宮市）

■中国視察団が来県［研究学園都市］
・中日友好協会代表団が戦後初の来県。研究学園都市で加速度衝撃試験棟などを視察した。
1973/5/-- 筑波町（現・つくば市）

■あすの農村青年［水戸市］
・水戸市で3日間開催された第13回茨城県農村青少年クラブ大会の一日、レク競技の様子。
1973/11/-- 水戸市

■画聖、中村彝を偲ぶ［水戸市］
・大正期の画家、中村彝の没後50年となる昭和48年11月、水戸市で関係者による祇園寺での供
養等が行われた。
・中村彝展実行委員長、土方定一氏（美術評論家）インタビュー。展覧会の様子。作品映像。
1973/11/-- 水戸市

県だより No.85 (1973#1）

昭和48年度（1973年12月頃）
制作：茨城県 ［21:35］

・虎塚古墳発掘、一般公開
・中国視察団、研究学園都市へほか

虎塚古墳石室内壁画（勝田市）

遠心加速器（筑波宇宙センター）第24回茨城県植樹祭（大宮町）
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■せまる国体［東海・東京・那珂］
・昭和48年3月、東海村の原子力研究所、JRR-4にて、原子力を使って国体の炬火を採火（※）する
実験が行われた。
1973/--/-- 東海村
・笠松運動公園の前庭広場に立つ女神像の、彫刻家・木内克による原型制作の様子。
1973/--/-- 東京都
・笠松運動公園陸上競技場がほぼ完成し、幼稚園児らによる集団演技のリハーサルが行われた。
1973/--/-- 那珂町（現・那珂市）

※「科学の火」と称して鹿島神宮の「伝統の火」、筑波山の「自然の火」と共に
炬火リレーを行い、「まごころの火」として集火され、開会式場で点火された。

■自立への道を歩む［内原・日立・友部］
・昭和48年12月、内原町に障害者支援施設、茨城県立コロニーあすなろ（現・茨城県立あすなろの
郷）が開所した。
1973/12/-- 内原町（現・水戸市）
・県庁で行われた第2回全国障害者技能競技大会茨城県選手団結団式の様子。
・選手団の一人、鈴木さんの昭和活版所（日立市）での職務風景。和文タイプライター打鍵の様子。
1973/--/-- 水戸市、日立市

・パラリンピック茨城大会に向けての友部町リハビリテーションセンターでのバスケットボール練習
の様子。
1973/--/-- 友部町（現・笠間市）

県だより No.85 (1973 #1）

昭和48年度（1973年12月頃）
制作：茨城県

・笠松運動公園陸上競技場完成
・障害者支援施設「あすなろ」 ほか

茨城国体「科学の火」（東海村）

和文タイプライター彫刻家・木内克による女神像制作
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■消費生活を見直そう［水戸・大洗］
・スーパーマーケット風景。青果、精肉、乳製品コーナー。
・生活安定緊急推進本部（本部長：岩上二郎県知事）懇談会の様子。
・昭和49年1月より実施された価格調査員制度に基づく水戸市内での調査の様子。
・昭和49年2月、分譲宅地の実地調査風景。宣伝広告と実態について調べる。
・講演会「今日の経済情勢と消費生活の対応（講師：経済評論家青木茂）」の様子（音声無し）。
1974/--/-- 水戸市ほか

■愛の福祉展開かる［水戸市］
・昭和49年1月25日～29日、水戸市で開催された展覧会の様子。
・点訳の実演、電動式車椅子の実演。
1974/1/-- 水戸市

■民芸品を訪ねて［結城・那珂湊・水海道］
・結城紬の藍染めの様子。
・那珂湊市飯田家のダルマ作りの様子。
・水海道市の鯉のぼり、型染めの様子。
1974/--/-- 結城市ほか

■今年のホープ［潮来・古河］
・潮来高校ボート部の北利根川での練習風景。
・古河市サッカースポーツ少年団の練習風景。
1974/--/-- 潮来町（現・潮来市）、古河市

県だより No.86 (1973 #2）

昭和48年度（1974年3月頃）
制作：茨城県 ［20:02］

・民芸品を訪ねて
・古河市スポーツサッカー少年団ほか

結城紬の藍染め（結城市）

鯉のぼりの型染め（水海道市）スーパーマーケット店内風景
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■サケを育てる［下館・大宮］
・鬼怒川でのサケ捕獲から、採卵～人口孵化～養殖～那珂川での放流までを追う。
197-/--/-- 下館市（現・筑西市）、大宮町（現・常陸大宮市）

■みんなの自然［石岡市］
・山王川での美しい石岡をつくる市民の会による清掃作業の様子。
・霞ヶ浦工事事務所や県などが管理する山王川浄化実験場の様子。
1974/3/24 石岡市

■冬季国体開かる［福島・猪苗代］
・昭和49年2月17日～20日、福島県猪苗代町で行われた第29回国体スキー大会の様子。
・長距離、ジャンプなど。
1974/--/-- 福島県

県だより No.86 (1973 #2）

昭和48年度（1974年3月頃）
制作：茨城県

・第29回国体スキー大会
・サケの養殖ほか

第29回国体スキー大会（福島県猪苗代町）

茨城県選手団（福島県猪苗代町）山王川浄化実験場（石岡市）
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■霞ヶ浦を守る［土浦市・玉造町］
・霞ヶ浦風景。霞ヶ浦総合開発計画の一環として昭和49年4月より運用開始された、湖岸のゴミや
ヘドロ、水草を収集する専用船『水明号』運用の様子。
・下水道配管工事の様子。県による水質検査。湖面からの採取～研究室での分析の様子。
1974/--/-- 土浦市、玉造町（現・行方市）

■あい次ぐ天災［東町・友部町］
・北浦・常陸利根川流域の塩分量調節のため、昭和49年4月18日、稲敷郡東村の横利根閘門の
上下両水門が開かれた。
1974/4/18 東村（現・稲敷市）
・岩上二郎県知事が笠間～岩間にかけて5月27日に起きた雹害を視察した。
1974/5/-- 友部町（現・笠間市）

■筑波大学が開校［研究学園都市］
・昭和49年4月25日、新治郡桜村の筑波大学入学式が執り行われた。ラグビー練習風景。
1974/4/25 桜村（現・つくば市）

■パラリンピックに備える［牛久町・水戸市］
・牛久町の個人宅での梅落としの様子。「梅干し運動」としてパラリンピック参加者に振る舞われる。
1974/--/-- 牛久町（現・牛久市）

・昭和49年7月25日、県民文化センターにて開かれた第24回茨城県社会福祉大会でのパラリン
ピックバスケットボール選手団の激励会の様子。
1974/7/25 水戸市

県だより No.87 (1974 #1）

昭和49年度（1974年7月頃）
制作：茨城県 ［10:47］

・筑波大学開校
・横利根閘門開放ほか

横利根閘門開放

筑波大学入学式霞ヶ浦のゴミ収集船『水明号』



■国体に拾う
00:21～・水戸市立石川小学校児童らによる鼓隊の練習風景。
01:35～・笠松運動公園補助陸上競技場での、小学生らによる集団演技「水と緑のまごころ」の練
習風景。
02:17～・茨城バラ会による県花バラの栽培の様子。
03:06～・龍ケ崎市個人宅での鳩の飼育の様子。
04:00～・花とほうきの県民運動の様子。那珂町ほか。沿道の花。
04:49～・国体用主食米の袋詰め。昭和49年9月3日の出荷の様子。
05:43～・旅館や民宿のスタッフ向け料理講習会の様子。
06:20～・昭和49年9月1日、水戸駅南口（跨線橋）がオープン。
07:01～・昭和49年9月3日、茨城県立歴史館開館。開館式典、古墳時代の茨城展の様子。虎塚古
墳模型。
07:55～・水戸市街風景。水戸グランドホテル、水戸京成ホテル、水戸第一ホテル新館など。
08:20～・那珂町の民宿準備の様子。
08:48～・水戸市立第五中学校生徒によるプログラム袋詰めの様子。
09:27～・昭和49年8月28日、県庁前で行われた茨城県選手団結団式。田中選手による宣誓。
10:00～・昭和49年8月29日、水戸市民プールで行われた練習会の様子。
10:37～・昭和49年9月25日、笠松運動公園が完成した。
12:09～・笠松運動公園の前庭広場に立つ女神像の制作風景。作者は彫刻家・木内克。女神像台
座の「まごころ」の原稿は岩上二郎県知事の筆による。笠間御影石への彫刻の様子。昭和49年9
月25日、女神像落成。 →No.85 原型製作

県だより No.88 (1974 #2）

昭和49年度（1974年10月頃）
制作：茨城県 ［21:43］

・第29回国民体育大会茨城大会
「水と緑のまごころ国体」関連

水戸駅南口オープン

笠松運動公園国体茨城県選手団結団式
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14:09～・筑波山の炬火「自然の火」。太陽光と凸レンズで採火。
14:49～・鹿島神宮の炬火「伝統の火」。火きり臼で採火。
15:20～・原子力研究所の炬火「科学の火」。JRR-4の電力から採火。
15:58～・昭和49年10月13日、炬火リレー“科学の火”採火出発式の様子。原子力研究所構内から
スタートし、県北を往く。
17:03～・昭和49年10月19日、開会を翌日に控えた水戸市内歩行者天国の様子。
17:53～・10月20日、笠松運動公園陸上競技場にて開会式。岩上県知事による開会宣言。飯岡選
手による炬火点火。昭和天皇のおことば。市村選手による選手宣誓。昭和49年10月20日、水と緑
のまごころ大会が開幕した。

1974/--/-- 水戸市ほか

炬火点火（笠松運動公園）伝統の灯（鹿島神宮）

科学の火（原子力研究所JRR-4）自然の火（筑波山）

県だより No.88 (1974 #2）

昭和49年度（1974年10月頃）
制作：茨城県

・第29回国民体育大会茨城大会
「水と緑のまごころ国体」関連

茨城国体開会式
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■土に親しむ盲学校の生徒たち
・茨城県立盲学校栽培観察実習地での生徒たちのジャガイモ収穫の様子。
1975/4/15 美野里町（現・小美玉市）

■体を鍛えるオリエンテーリング
・子供から大人まで参加して行われたオリエンテーリング「笠間コース」の様子。
1975/3/16 笠間市

■事故に備えて大型タンクの検査
・鹿島臨海工業地帯、屋外タンク貯蔵所の大型タンク検査の様子。
1975/--/-- 神栖町（現・神栖市）

■核燃料の開発を目ざす「常陽」

・大洗町、動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センター（現・日本原子力研究開発機構）の高速増
殖炉「常陽」がほぼ完成。模擬燃料を使った機能テストの様子。
1975/--/-- 大洗町

■活発な消費者運動［水戸・土浦・鹿島］
・水戸市下市大通り（現・水戸市本町）の歩行者天国、商店街の風景。
・水戸市で昭和50年2月7日～11日に開かれた「あすのくらしを考えるみんなの消費生活展」の様
子。開会式テープカットに岩上二郎県知事ら。着色料の分析、試食コーナー。
・鹿島町で開かれた消費生活展及び不用品交換会の様子。
・土浦市の小岩田団地で行われた野菜の青空市場の風景。
1975/--/-- 水戸市ほか

県だより No.89

昭和50年度（1975年4月頃）
制作：茨城県 ［10:10］

・高速増殖炉「常陽」ほぼ完成
・活発な消費者活動ほか

高速増殖炉「常陽」機能テスト

水戸市下市の歩行者天国鹿島臨海工業地帯屋外タンク所蔵所



■竹内県政スタート
・昭和50年4月23日、竹内藤男新県知事が初登庁。岩上二郎前県知事からの事務引き継ぎの様
子。
・昭和50年4月22日、岩上知事が16年の県政を終え、離任の漢詩を吟詠した。
・4月23日、竹内新知事による職員訓示が執り行われた。
1975/4/-- 水戸市

・昭和50年5月6日、農林水産関係団体代表者30名を集め、県会館で開かれた懇談会の様子。
1975/5/6 水戸市

・竹内新知事が境町の利根老人ホームを訪問した。
1975/6/13 境町

■住みよい郷土をつくろう［水戸・筑波・鹿島］
・昭和50年6月7日、世界環境デー（6月5日）及び第3回環境週間（6月5日～11日）にちなみ、水戸

市街で街頭キャンペーンが行われた。石川小学校鼓笛隊、県警音楽隊らによるパレード。ガール
スカウト団員、県職員らによる花の種などの配布。
・6月8日、茨城勤労者山岳連盟70名による筑波山のゴミ拾い。筑波山遠景、ケーブルカー。
・5月15日、鹿島石油コンビナート共同緑化地域で行われた茨城県植樹祭。竹内知事による開会
の辞、植樹。
1975/--/-- 水戸市ほか

県だより No.90

昭和50年度（1975年6月頃）
制作：茨城県 ［11:19］

・竹内県政スタート
・住みよい郷土をつくろう ほか

竹内藤男新県知事初登庁

岩上二郎県知事離任あいさつ鹿島石油コンビナートで植樹祭



■体を鍛える［笠松運動公園、筑波大学］
・笠松運動公園の市民利用風景。家族運動会（玉入れ）、スポーツ教室（サッカー）開催風景。
・筑波大学では地域住民に施設を開放しスポーツ教室が開かれている。バレエ教室の様子。
1975/--/-- 那珂町（現・那珂市）、桜村（現・つくば市）

■トピックス：全国の美術館長が集う
・昭和50年7月2日、水戸市にて全国美術館館長会議が開催された。会議後、北茨城市の茨城大
学五浦美術文化研究所へ。岡倉天心墓石。
1975/7/2 水戸市、北茨城市

■トピックス：動く県政教室
・9月～11月に催された県政バスツアー『動く県政教室』が、水戸警察署管制室（交通管制セン
ター）を見学。水戸駅前交差点の風景。
1975/9/19 水戸市

■公害に備える［鹿島町、水戸市］
・大気汚染予測制御システム（APMS）鹿島実験システムの記録映像。APMS鹿島実験センターの
様子。

・六価クロムの使用状況を調査するため、県による関係事業所の一斉立ち入り調査が行われた。
スラッジ（汚泥）などの廃材や排水の調査の様子。
1975/8/-- 鹿島町（現・鹿嶋市）、水戸市

県だより No.91

昭和50年度（1975年9月頃）
制作：茨城県 ［10:04］

・笠松運動公園でスポーツ教室
・全国美術館館長会議ほか

水戸駅前交差点

APMS鹿島実験センター白煙吹き上げる鹿島臨海工業地帯



■トピックス：松虫を防ぐ
・松の伐採及び県職員による松喰い虫（マダラカミキリの幼虫）の調査風景。
1976/--/--

■トピックス：愛の救援車を贈る
・1975年末に茨城県庁前広場にて行われた、日本赤十字社茨城支部（支部長：竹内県知事）によ
る、救援車14台の贈呈式の様子。
1975/--/-- 水戸市

■トピックス：古徳沼のハクチョウシベリアへ帰る
・瓜連町の古徳沼での餌付け、離水の様子。
1976/3/13 瓜連町（現・那珂市）

■予算のしくみ 51年度一般会計2886億円
・昭和51年第1回定例県議会での竹内藤男県知事による一般会計予算案などの提案の様子。
1976/2/27 水戸市
・予算案作成のための県民意見のモニター会議の様子。
・経済企画庁大臣室での折衝の様子（霞が関）。
・県庁庁議室での検討会の様子。
・財政課の執務風景。
・予算割振りのパネル資料。

県だより No.93

昭和50年度（1976年3月頃）
制作：茨城県 ［10:43］

・県予算のしくみ
・救援車贈呈式ほか

古徳沼のオオハクチョウ

昭和51年第1回定例県議会県庁を出立する救援車



■緑を育て守ろう大地第27回全国植樹祭
・昭和51年5月に開催された全国植樹祭及び関連事業の様子。
00:31～・5月22日、昭和天皇皇后両陛下が来県。水戸駅構内及び駅前での歓迎の様子。
01:35～・県警音楽隊、中高生らによるブラスバンドの練習風景。
02:26～・那珂町（現・那珂市）の県鳥獣センターでの雉の飼育風景。植樹祭で放鳥される。
02:59～・県林業試験場での植樹用苗木の栽培の様子。
03:42～・山方町（現・常陸大宮市）西ノ内和紙の紙漉きの様子。
04:14～・西ノ内和紙で作った紙袋（絵：滝平二郎）の製造の様子。
04:43～・水戸駅北口でのみどりの羽根募金運動の様子。
05:25～・5月23日、大子町高柴台（奥久慈憩いの森）で行われた記念式典の様子。両陛下による
スギとヤマザクラの植樹が行われた。
10:51～・5月24日、高萩市森林公園で行われた天皇皇后両陛下による「お手播き行事」の様子。
12:07～・5月22日、山方町役場での西ノ内和紙の紙漉き工程の実演を御照覧。
13:43～・5月23日、高萩市大心苑での「浅川のささら（大子町熊野神社）」の実演御照覧。
14:32～・5月24日、北茨城市の茜平青少年の家（平成12年閉鎖、平成21年解体）での手話通訳研
修をご視察。
15:16～・5月24日、磯原駅をお召し列車でご出立。

1976/5/-- 大子町ほか

県だより No.94 (Vol.29 #1）

昭和51年度（1976年5月頃）
制作：茨城県 [20:16]

・緑を育て守ろう大地
第27回全国植樹祭

植樹祭記念式典（大子町）西ノ内和紙の製作
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偕楽園を横切るお召し列車



■記念施設が完成皇太子殿下再度ご訪問筑波研究学園都市
16:12～・昭和51年5月27日に行われた、筑波研究学園都市記念施設の完工披露式の様子。
17:04～・松見公園展望塔から望む、建設中の研究学園都市風景。
17:12～・大清水公園、洞峰公園及び新都市記念館内の風景。
17:50～・5月28日、明仁皇太子殿下が国立公害研究所、熱帯農業研究センター、高層気象台など
を視察なされた。

1976/5/-- 桜村（現・つくば市）

大清水公園明仁皇太子殿下の国立公害研究所視察

香淳皇后によるお手播き（高萩市）昭和天皇による植樹（大子町）

県だより No.94 (Vol.29 #1）

昭和51年度（1976年5月頃）
制作：茨城県 [20:16]

・筑波研究学園都市記念施設完工
・皇太子殿下が学園都市を視察

2/2

建設中の筑波大学附属病院



■ますます元気です［筑波町・那珂町］
・敬老の日の昭和51年9月15日、竹内藤男知事が高齢者訪問。筑波町の桜井クニさん（105歳）、
小久保ハルさん（100歳）宅を訪ねた。
1976/9/15 筑波町（現・つくば市）
・10月26日、老人スポーツ大会が笠松運動公園体育館で行われた。
1976/10/26 那珂町（現・那珂市）

■トピックス：筑波大学付属病院オープン［桜村］
・昭和51年10月1日、県内初の大学病院、筑波大学付属病院が完成した。棟内施設等。
1976/10/-- 桜村（現・つくば市）

■トピックス：ハクレン霞ヶ浦浄化に一役［玉造町］
・茨城県内水面水産試験場で行われた、コイ科の淡水魚ハクレンを用いたアオコ処理実験の様子。
1976/--/-- 玉造町（現・行方市）

■トピックス：地震に備えよう［水戸市］
・昭和51年11月9日、水戸市役所など水戸駅南地域で行われた防災訓練の様子。
1976/11/9 水戸市

■華やかに県民の日［水戸市］
・昭和51年11月13日、県公館で行われた県功績者表彰式の様子。
・県民文化センター前広場で行われた「第3回茨城の秋まつり」の様子。
1976/11/13 水戸市

県だより No.95 (Vol.29 #2）

昭和51年度（1976年11月頃）
制作：茨城県 [10:16]

・筑波大学附属病院オープン
・水戸市で防災訓練 ほか

防災訓練筑波大学附属病院

筑波大学附属病院



■新鬼怒川橋など17橋完成ハイウェー建設も本格化
・昭和52年1月14日、新鬼怒川橋の開通式が下妻市長塚で執り行われた。
1977/1/14 下妻市
・常磐自動車道建設工事の様子。谷和原村、小貝川橋付近の建設が始まった。
1977/--/-- 谷和原村（現・つくばみらい市）

■育てる漁業へ 200海里時代むかえる
・大洗町漁業後継者グループによるマルサルボウ貝の養殖試験の様子。
・原子力研究所内温水養魚開発協会での原子力発電所の冷却用水を用いたクルマエビ、ウナギ
の養殖試験の様子。
・沿岸での漁礁設置の様子。
1977/--/-- 大洗町ほか

■真の豊かさを求めて各地で対話集会 1万人にバラ賞おくる
・昭和52年2月14日水戸市で行われた「真の豊かさを求める水戸地区県民集会」の様子。
・2月15日に行われた昭和51年度地域社会貢献団体等ほう賞式の様子。通称「ばら賞」。
1977/2/-- 水戸市

■52年度の県の予算が決まりました
・昭和52年度県予算の紹介。

県だより No.96 (Vol.29 #3）

昭和51年度（1977年3月頃）
制作：茨城県 [10:23]

・県内インフラ整備
・200海里時代を迎えて ほか

新鬼怒川橋開通式漁礁の投下

常磐自動車道建設工事



■新型原子炉“点火”未来のエネルギーを目ざす［大洗町・動燃］
・昭和52年4月26日、動力炉・核燃料開発事業団（現・日本原子力研究開発機構）が建造した実験
用高速増殖炉「常陽」が運転を開始した。臨界テストの様子。
1977/4/26 大洗町

■トピックス：涸沼湖畔に勤労者いこいの村［旭村］
・昭和52年4月20日に行われた「茨城勤労者いこいの村（現・いこいの村涸沼）」落成式の様子。
・館内風景。テニスコート、ヨットハーバー、釣り風景。
1977/4/20 旭村（現・鉾田市）

■トピックス：3つ目の大型ダム藤井川に完成［常北町］
・昭和52年4月26日、藤井川ダムが完成した。運用の様子。
1977/4/-- 常北町（現・城里町）

■トピックス：日立風流物「重文」に指定［日立市］
・昭和52年5月17日、日立風流物が国の重要無形民俗文化財に指定された。5月はじめの日立ま
つりで披露された記念公演の様子。
1977/5/-- 日立市

■トピックス：山村暮鳥を偲ぶ［東海村］
・村松虚空蔵尊で行われた、大正時代の詩人・山村暮鳥の詩碑の除幕式の様子。
1977/--/-- 東海村

■救急医療を考えよう［水戸市］
・救急センターでの電話応対、救急車運用の様子。
・竹内藤男知事参加の意見交換会の様子。
1977/--/-- 水戸市

県だより No.97 (Vol.30 #1）

昭和52年度（1977年5月頃）
制作：茨城県 [10:54]

・高速増殖炉「常陽」運転開始
・日立風流物「重文」指定 ほか

高速増殖炉「常陽」

藤井川ダム日立風流物



■4つ目の多目的ダム竜神ダム着工［水府村］
・昭和52年8月8日、竜神ダムの定礎式が執り行われた。建設の様子。
1977/8/-- 水府村（現・常陸太田市）

■トピックス：まつり二題（１）初の湖上まつり［霞ヶ浦］
・昭和52年7月に開催された第1回霞ヶ浦湖上まつり（現・キララまつり）の様子。
・遊覧船フリッパー号など。
1977/7/-- 土浦市

■トピックス：まつり二題（２）水戸黄門まつり
・昭和52年8月に開催された第17回水戸黄門まつりの様子。踊りコンテストで舞う竹内県知事。
1977/8/-- 水戸市

■トピックス：災害に備えて［取手市］
・台風災害を想定して、自衛隊参加のもと、取手市緑地公園で行われた防災訓練の様子。
・ヘリによる消火剤散布等。
1977/8/10 取手市

■トピックス：古代の遺跡を発掘［石岡市］
・石岡市東大橋原遺跡の発掘作業の様子。
1977/--/-- 石岡市

■女流聖像画家山下りん展開かる［県立美術博物館］
・県立美術博物館内の展示の様子、栃木県足利ハリストス正教会旧聖堂内の様子など。
1977/--/-- 水戸市、栃木県

県だより No.98 (Vol.30 #2）

昭和52年度（1977年8月頃）
制作：茨城県 [10:12]

・竜神ダム着工
・東大橋原遺跡発掘 ほか

第17回黄門まつり

足利ハリストス正教会旧聖堂（栃木県）竜神ダムの建設が開始された竜神峡



■初の民俗芸能のつどい［水戸市］
・昭和52年11月5日、水戸駅南中央公園で開かれた「郷土民俗芸能のつどい」の様子。
・片野の排禍ばやし／八郷町（現・石岡市）
・綱火／伊奈村（現・つくばみらい市）
1977/11/5 水戸市

■トピックス：白菜のプレゼント［八千代・内原］
・昭和52年秋、豊作により過剰生産となった白菜が、内原町の県立コロニーあすなろ（現・県立あ
すなろの郷）などに無償提供された。
1978/11/-- 八千代町、内原町（現・水戸市）

■トピックス：お年寄りたちのわら細工［里美村］
・里美村の老人クラブでの民芸品製作の様子。里美村文化祭ブース風景。
1978/--/-- 里美村（現・常陸太田市）

■出あいの船東南アジアへ［鹿島港］
・昭和52年12月3日、「青年出会いの船」が、鹿島港よりグアム・サイパンへ向けて出港した。
1977/12/3 鹿島町（現・鹿嶋市）

■善意の輪を広げよう初のボランティア週間［美野里・下館・関城］
・10月23日のボランティア週間に関する各地の活動風景。
1977/10/-- 県内各地

県だより No.99 (Vol.30 #3）

昭和52年度（1977年12月頃）
制作：茨城県 [10:30]

・郷土民俗芸能のつどい
・白菜豊作につき無償提供 ほか

第1回郷土民俗芸能のつどい

里美村老人クラブの民芸品作成過剰生産により無償提供される白菜



■試験場だより：道路陥没事故の究明実験［水府村］
・台風による県道陥没事故の原因究明のため、昭和53年2月末、水府村で実験が行われた。
1978/2/-- 水府村（現・常陸太田市）

■試験場だより：松くい虫に強い品種の改良［那珂町］
・県林業試験場で行われた、松の品種改良の様子。
197-/--/-- 那珂町（現・那珂市）

■試験場だより：廃泥を利用して瓦の生産［笠間市］
・県窯業指導所による砂利の生成過程で発生する粘土質の泥を再利用した瓦の生産の様子。
197-/--/-- 笠間市

■トピックス：文化財を守ろう［大和村］
・昭和53年1月26日、雨引観音楽法寺にて、多宝塔から出火したとの想定で消火訓練が行われた。
1978/1/26 大和村（現・桜川市）

■トピックス：無人バスの実用化を目ざして［桜村］

・建設省（現・国土交通省）が筑波研究学園都市の土木研究所で研究していた「デュアルモード・バ
ス・システム」の実験風景。一般道路では有人、ガイドレール設置箇所では無人で運行される。
1978/--/-- 桜村（現・つくば市）

■資源を大切に 2月は省エネルギー月間
・昭和53年2月21日、水戸市で「茨城県資源を大切にする県民運動推進大会」が開催され、参加者
は大会後、市街パレードを行った。資源ゴミの仕分けの様子。
1978/2/21 水戸市

県だより No.100 (Vol.30 #4）

昭和52年度（1978年2月頃）
制作：茨城県 [10:08]

・県内各試験場だより
・無人バス実験 ほか

実験中のデュアルモード・バス・システム

楽法寺での消火訓練廃泥を利用した瓦の生産



■自立への第一歩身障者福祉工場が操業［友部町］
・昭和53年4月20日、友部町リハビリテーションセンター茨城県身体障害者福祉工場の入所式が
執り行われた。入所式及び、基板の組み立て作業の様子。入所者用住宅の風景。落成式は4月28
日。
1978/4/20 友部町（現・笠間市）

■トピックス：競走馬の里お目見え［美浦村］
・昭和53年3月に開場した美浦トレーニング・センターでのトレーニングの様子、団地風景。
1978/--/-- 美浦村

■トピックス：山村を巡る小劇場［七会村］
・昭和53年6月2日、七会村立塩子小学校に、劇団東少による巡回児童劇公演がやってきた。演目
は「ペテン師は天使」。
1978/6/2 七会村（現・城里町）

■トピックス：つり仲間たちの一日里親［山方町］
・児童養護施設みどり園の園児らが参加した、久慈川で行われた釣り大会の様子。
1978/--/-- 山方町（現・常陸大宮市）

■トピックス：コジュリンを訪ねて［桜川村］
・コジュリンなどが生息する浮島湿原で、野鳥の観察会が行われた。
1978/--/-- 桜川村（現・稲敷市）

■トピックス：航空機の騒音を測る［河内村］
・成田空港開港（5/20）からひと月。騒音測定が、稲敷郡河内村でも行われた。
1978/6/15 河内村（現・河内町）

県だより No.101

昭和53年度（1978年6月頃）
制作：茨城県 ［10:12］

・美浦トレーニング・センター開場
・障害者福祉工場操業開始ほか

美浦トレーニング・センター

劇団東少「ペテン師は天使」茨城身体障害者福祉工場住宅



■救急医療さらに迅速化情報網全県カバー
・昭和53年7月、水戸市の茨城県メディカルセンターにて救急医療情報コントロールセンター事業
が開始、8月に全県稼働を果たした。コントロールセンター内等映像。システムの解説。
1978/8/-- 水戸市

■トピックス：鹿島臨海鉄道に初の客車［神栖町］
・昭和53年7月25日、鹿島臨海鉄道鹿島臨港線、鹿島港南駅～鹿島神宮駅間の貨物線に客車が
導入された。5年後の昭和58年12月1日に旅客営業終了。
1978/7/25 神栖町（現・神栖市）

■トピックス：自然公園を守ろう［筑波町］
・昭和53年8月18日、筑波山で開かれた第20回茨城県自然公園大会の式辞及びごみ拾いの様子。
1978/8/18 筑波町（現・つくば市）

■トピックス：はなやかに御船祭［潮来町］
・昭和53年9月2日、12年に一度行われる鹿島神宮の『御船祭』が、北利根川で行われた。
1978/9/2 潮来町（現・潮来市）

■トピックス：干ばつの被害深刻［岩瀬・真壁］
・昭和53年9月2日、干ばつ被害が深刻な岩瀬町、真壁町などを竹内藤男知事が視察に訪れた。
1978/9/2 岩瀬町、真壁町（現・桜川市）

■交通事故をなくそう［水戸市］
・昭和53年9月3日～8日に開催された茨城県交通安全フェスティバル2日目の9月4日、女優・友里
千賀子さんが一日県警本部長に委嘱された。水戸市目抜き通りのパレードの様子など。
1978/9/4 水戸市

県だより No.102

昭和53年度（1978年9月頃）
制作：茨城県 ［10:11］

・鹿島神宮御船祭
・第20回県自然公園大会ほか

鹿島神宮御船祭

鹿島臨海鉄道鹿島臨港線に客車が登場救急医療情報コントロールセンター



■コミュニティーづくりに活躍する人々［那珂湊市・笠間市］
・県北地方総合事務所管内昭和53年度茨城県ばら賞ほう賞式の様子。
・受賞者の一人、那珂湊市安達さんの老人ホームでの理髪サービスの様子。
・受賞者の一人、笠間市児童文化研究会によるレクリエーション、ペープサート（紙人形劇）の様子。
1978/--/-- 水戸市ほか

■トピックス：中国の要人来県［大洗町］
・昭和53年10月24日～25日、中国省市責任者代表団（団長：万里安徽省革命委主任）一行11人
が来県。25日には動燃大洗工学センター（現・（独）日本原子力開発機構大洗研究開発センター）
の高速増殖実験炉「常陽」を視察、竹内知事との面会を行った。
1978/10/25 大洗町

■県営住宅の強度テスト［学園都市］
・建築研究所の小ストロングルーム棟で行われた県営住宅の耐震試験の様子。
1978/--/-- （現・つくば市）

■郷土の民俗芸能を公開［水戸市］
・昭和53年10月7日、県民文化センター前広場にて、第2回郷土民俗芸能の集いが開催され、大津
のお船祭（北茨城市）などが披露された。
1978/10/7 水戸市

■竜神ダム竣工［水府村］
・昭和53年11月10日、竜神ダムの竣工式が執り行われた。
・山田川流域の農家と住宅街の風景。
1978/11/10 水府村（常陸太田市）

県だより No.103

昭和53年度（1978年11月頃）
制作：茨城県 ［09:44］

・竜神ダム竣工
・中国省市責任者代表団来県ほか

大津の御船祭（郷土民俗芸能の集いにて）

竜神ダム竣工式県営住宅耐震試験（建築研究所）



■真の豊かさを求めて竹内県政2期目スタート
・昭和54年4月23日、竹内藤男県知事（2期目）初登庁。知事室での打合せ、職員訓示。
1979/4/23 水戸市

■トピックス：空からパトロール［茨城町］
・昭和54年4月17日に行われた茨城県警航空隊「ひばり」の命名式の様子。ヘリからの空撮。
1979/4/17 茨城町

■トピックス：和やかに三世代集う［那珂町］
・昭和54年5月27日に笠松運動公園サッカー場で行われた、県老人福祉開発センター主催のレク
リエーション大会「老人と集う三世代の広場」の様子。
1979/5/27 那珂町（現・那珂市）

■トピックス：学童農園オープン［水海道市］
・昭和54年6月1日、『水海道あすなろの里』が開園した。研修中の生徒らの様子。
1979/6/-- 水海道市（現・常総市）

■トピックス：血液センター衣替え［水戸市］
・昭和54年5月、茨城県赤十字血液センターが水戸市千波町に移転した。業務風景など。
1979/5/-- 水戸市

■県議会百年を祝う［水戸市］
・昭和54年5月10日に県民文化センターで開かれた、県議会百年記念式典と、アトラクション「民謡
ふるさとの饗宴」の様子。
・5月10日～6月9日に茨城県歴史館で行われた茨城県議会100年記念「県政資料展」の様子。
1979/5/10 水戸市

県だより No.105

昭和54年度（1979年6月頃）
制作：茨城県 ［10:15］

・県警航空隊発足
・水海道あすなろの里オープンほか

県警航空隊ヘリコプター

愛の献血車しらうめ1号水海道あすなろの里



■国際児童年にちなんで［水戸・桜・那珂］
・昭和54年8月21日、県民文化センターにて国際児童年記念茨城中央集会、少年の主張県大会
が催された。
1979/8/21 水戸市
・9月末、児童自立支援施設茨城県立茨城学園にて、ボーイスカウト（カブスカウト）の少年らを招
き、梨狩りが行われた。
1979/9/-- 那珂町（現・那珂市）
・桜村立吾妻児童館（現・つくば市立吾妻西児童館）が完成。施設利用の様子。
1979/--/-- 桜村（現・つくば市）

■トピックス：大平首相来県［東海村］
・大平正芳内閣総理大臣が、核燃料再処理施設や原子力研究所を訪問した。

・日本原子力研究所（現・（独）日本原子力研究開発機構）東海研究所のトカマク型プラズマ発生
装置JFT-2や、動燃大洗工学センター（現・（独）日本原子力開発機構大洗研究開発センター）の高
速増殖炉『常陽』を見学した。
1979/8/8 東海村ほか

■トピックス：災害に備えて［勝田市］
・防災の日の昭和54年9月1日に勝田市で行われた、地震を想定した防災訓練の様子。
1979/9/1 勝田市（現・ひたちなか市）

県だより No.106

昭和54年度（1979年9月頃）
制作：茨城県 ［10:01］

・国際児童年にちなんで
・大平首相来県ほか

原研東海研究所JFT-2

勝田市内で防災訓練カブスカウト団員らと梨狩り

1/2



■トピックス：各地で県政教室［鹿島町］
・昭和54年9月20日に行われた「動く県政教室」の様子。鹿島港、住友金属鹿島製鉄所（現・新日
鐵住金鹿島製鉄所）などの鹿島臨海工業地帯を見学した。
1979/9/20 鹿島町（現・鹿嶋市）

■明るい老後［水海道・水戸・真壁］
・昭和54年9月15日敬老の日、竹内知事らが水海道市の102歳のお年寄りを慰問した。
1979/9/15 水海道市（現・常総市）
・真壁町の老人会によるクロッケー（ゲートボールの原型）の様子。
1979/--/-- 真壁町（現・桜川市）
・水戸市の老人ホーム「愛友園」での陶器造りの様子。
1979/--/-- 水戸市

県だより No.106

昭和54年度（1979年9月頃）
制作：茨城県

・動く県政教室（鹿島）
・敬老の日にちなんでほか

住友金属鹿島製鉄所

老人ホーム「愛友園」での陶芸クロッケー

2/2

住友金属鹿島製鉄所（内部）鹿島港



■はなやかに秋まつり［水戸市・日立市］
・昭和54年10月20日、水戸駅南中央公園で行われた第6回茨城の秋まつりの様子。
1979/10/20 水戸市
・11月2日～4日の「農林漁業者の集い」の一環で、11月3日に水戸市街で行われたパレードと、水
戸市民体育館で行われた出店の様子。
1979/11/3 水戸市
・昭和54年11月10日、日立市民広場で開かれた第3回郷土民俗芸能の集いの様子。「浅川のささ
ら／大子町熊野神社」など。
1979/11/10 日立市

■トピックス：違反建築をチェック［那珂町］
・昭和54年10月16日、違反建築防止週間にあたり、建築物の調査が行われた。
1979/10/16 那珂町（現・那珂市）

■トピックス：産業会館オープン［水戸市］
・昭和54年12月3日、茨城県産業会館の完工披露式が行われた。
1979/12/3 水戸市

■トピックス：核融合研究本格化［那珂町］
・昭和54年11月、核融合研究施設（現・独立行政法人日本原子力研究開発機構那珂核融合研究
所）の起工式が行われた。
1979/11/-- 那珂町（現・那珂市）

県だより No.107

昭和54年度（1979年12月頃）
制作：茨城県 ［10:10］

・茨城県産業会館オープン
・那珂核融合研究所起工式ほか

那珂核融合研究所起工式

茨城の秋まつり（水戸市）

■身体障害者に愛の手を［水戸市・境町・高萩市］
・昭和54年12月1日、県民文化センターで催された身体障
害者福祉法制定30周年記念茨城大会の様子。
1979/12/1 水戸市
・境町で2日間に渡り行われた手話講習会の様子。
1979/--/-- 境町
・12月8日、花貫渓谷で行われた身体障害者登山訓練の
様子。
1979/12/8 高萩市



■青少年会館オープン［水戸市］
・昭和55年3月29日、茨城県立青少年会館ユース・アイが開館し、開所式が行われた。
・レリーフ、門柱の製作風景。
1980/3/29 水戸市

■トピックス：有害図書を追放しよう［大洗町］
・昭和55年2月17日、有害図書追放に向けた一斉立ち入り調査が県内各地で行われた。大洗町内
での雑誌自動販売機や店頭の調査の様子。
1980/2/17 大洗町

■トピックス：イワシ・サバを無料でどうぞ［桂村］

・当時食用としては利用頻度が低かったイワシやサバの需要を上げるため、料理講習会や学校給
食への無料提供が行われた。桂村で行われた料理教室の様子。
1980/--/-- 桂村（現・城里町）ほか

■トピックス：手作りを楽しむお年寄りたち［緒川村・水戸市］
・那珂郡緒川村の高齢者による竹細工、草鞋などの製作風景。
・昭和55年3月13日～15日に水戸高島屋で「第1回おとしよりの手づくり品即売会」が行われた。
1980/3/-- 緒川村（現・常陸大宮市）、水戸市

県だより No.108

昭和54年度（1980年3月頃）
制作：茨城県 ［10:35］

・県立青少年会館オープン
・科学博開催に向けて始動ほか

筑波研究学園都市

大洗町の書店

■トピックス：科学博開催に向けて始動［研究学園都市］
・筑波研究学園都市の風景。
・昭和55年3月17日に東京都で開催された、科学博協会
理事会の様子。
1980/3/17 東京都

■小川芋銭展開かる［水戸市・牛久町］
・昭和55年2月～3月に、県立美術博物館で開かれた小川
芋銭展の様子。

・牛久町に建つ河童の碑など芋銭ゆかりの映像、作品紹
介。
1980/--/-- 水戸市、牛久町（現・牛久市）



■各種施設相次ぎオープン：水戸市に母子の家
・昭和55年3月に設立された「県立母子の家」での料理講習会、保育室の様子。
1980/--/-- 水戸市

■各種施設相次ぎオープン：里美村に高齢者生産活動センター
・昭和55年にオープンした里美村高齢者生産活動センターでの食品生産加工グループ、民芸品グ
ループの作業風景。
1980/--/-- 里美村（現・常陸太田市）

■各種施設相次ぎオープン：常陸太田市に保養センター
・昭和55年5月30日にオープンした国民年金健康保養センターときわ路（現・里山ホテルときわ路）
の利用の様子。
1980/--/-- 常陸太田市

■トピックス：山村を巡る歯医者さん［七会村］
・6月4日、歯の衛生週間にちなみ、学校歯科保健指導車による巡回指導が七会村立徳蔵小学校
で行われた。治療の様子。
1980/6/4 七会村（現・城里町）

■トピックス：国道の空き缶ひろう［美野里町］
・6月初め、6号国道沿いの清掃がボランティアの手により行われた。
1980/6/-- 美野里町（現・小美玉市）

■研究学園都市さらに充実“省エネ体育館”も完成
・昭和55年6月に行われた学園センタービル（つくばセンタービル）起工式及び、6月25日に行われ
た洞峰公園体育館竣工式の様子。
1980/6/-- 桜村（現・つくば市）

県だより No.109

昭和55年度（1980年6月頃）
制作：茨城県 ［09:57］

・母子の家など各種施設オープン
・研究学園都市さらに充実ほか

学校歯科保健指導車（於徳蔵小学校）

洞峰公園体育館（桜村）高齢者生産活動センター（里美村）



■霞ヶ浦をきれいにしよう［土浦・阿見・玉里］
・昭和55年7月31日、鯨岡環境庁長官が霞ヶ浦の実情視察のため来県。霞ヶ浦の透明度・水質調
査を行った。
・アオコの発生状況。霞ヶ浦流域下水道事務所。
・スーパー店頭での粉せっけん運動、講習の様子。
1980/7/31 土浦市ほか

■トピックス：鹿島港に展望塔［神栖町］
・昭和55年8月末、港公園の展望塔が完成し、一般に公開された。展望塔から望む鹿島港の風景。
1980/8/-- 神栖町（現・神栖市）

■トピックス：文化に親しむ［常陸太田・高萩］
・高萩市で行われた芸術・文化講座（静物画）の様子。
・常陸太田市で行われた合唱講座の様子。
1980/--/-- 高萩市、常陸太田市

■トピックス：油火災に備えて［神栖町］
・昭和55年9月1日、鹿島臨海工業地帯の石油コンビナートが火災を起こした想定で行われた総合
防災訓練の様子。
1980/9/1 神栖町（現・神栖市）

■松くい虫の一掃作戦［那珂・大洗・鉾田］
・マツノマダラカミキリ及びマツノザイセンチュウによる虫害を押さえるために、7月頃に行われたヘ
リコプターによる駆除剤散布及び、研究作業の様子。
1980/7/-- 那珂町（現・那珂市）ほか

県だより No.110

昭和55年度（1980年9月頃）
制作：茨城県 ［10:07］

・港公園展望塔完成
・石油コンビナート総合防災訓練ほか

港公園展望塔完成

ヘリコプターによる駆除剤散布鹿島臨海工業地帯総合防災訓練



■科学博の会場地谷田部に決定会期は60年3月17日から半年間
・昭和55年9月、BIE（博覧会国際事務局）の調査団が研究学園都市を視察に訪れ、陸上自衛隊の
ヘリコプター（UH-1B）による空からの視察が行われた。筑波山麓空撮。
・調査団と竹内藤男県知事による面談の様子。
1980/9/-- 谷田部町（現・つくば市）、水戸市

■ふれあいから創造へ青年の船中国を訪問
・昭和55年10月1日から2週間の日程で行われた「青年の船」による中国訪問の記録。
・10月1日、鹿島港を出港。さんふらわあ７船上で研修を行い、4日、上海に到着。
・上海市街、北京市の天安門広場、万里の長城の風景。
・天津体育館で行われたスポーツ交歓会。天津港を出港。
・帰路でのレクリエーションの様子。
1980/10/-- 中国ほか

県だより No.111

昭和55年度（1980年10月頃）
制作：茨城県 ［10:19］

・科学万博会場他をBIE調査団が視察
・青年の船中国を訪問ほか

筑波山麓（1980）

万里の長城上海市街

さんふらわあ７BIE（博覧会国際事務局）調査団



■花きの生産を高めよう［水戸市・土浦市ほか］
・水戸市の県民文化センターで開かれた、第29回日本花き生産者大会の様子。
・八郷町、土浦市のビニールハウス視察風景。
1981/--/-- 水戸市ほか

■トピックス：伝統のしみこん作り［水府村］
・凍みこんにゃくの製造過程。
1981/--/-- 水府村（現・常陸太田市）

■トピックス：霞ヶ浦の清掃作戦［土浦市］
・昭和56年3月初め、桜川などの河川敷でごみ拾いが行われた。
1981/3/-- 土浦市

■トピックス：筑波学園マラソン［研究学園都市］
・昭和56年3月1日、初の筑波学園マラソンが洞峰公園を起点に行われた。
1981/3/1 （現・つくば市）

■ことしは国際障害者年［友部町・内原町ほか］
・水戸市街での障害者によるプラカードでの訴えなど。

・茨城県立内原養護学校（現・茨城県立内原特別支援学校）にて行われた、同校と水戸市立鯉渕
小学校児童らによる学習発表会の様子。
・水戸市常磐公民館で遊ぶ子供たちの様子。
・友部町リハビリテーションセンターでの車いすバスケットボールの様子。
・友部町の茨城福祉工場での作業の様子。
1981/--/-- 水戸市ほか

県だより No.112

昭和55年度（1981年3月頃）
制作：茨城県 ［10:15］

・伝統のしみこん作り
・初の筑波学園マラソンほか

水府村の凍みこんにゃく

初の筑波学園マラソン霞ヶ浦の清掃活動



■待望のハイウェー一部開通［谷和原町※・谷田部町］（※誤植正：谷和原村）
・昭和56年4月27日、常磐自動車道、柏IC―谷田部IC間（約20㎞）が開通し、谷和原ICで開通式が
行われた。参列者による走り初め、谷田部IC第1号通過者への花束贈呈の様子。
1981/4/27 谷和原村（現・つくばみらい市）、谷田部町（現・つくば市）

■トピックス：植物園オープン［那珂町］
・昭和56年5月、茨城県植物園が那珂町に開園した。通常日の園内の様子。
1981/5/-- 那珂町（現・那珂市）

■トピックス：空から学園都市を視察［土浦市］
・昭和56年5月、竹内藤男県知事と青年団役員らが陸上自衛隊のヘリコプター（UH-1B）を用い、学
園都市上空を飛行した。学園都市および科学博会場予定地空撮。
1981/5/-- 土浦市、阿見町

■トピックス：みどりのタイムカプセルを埋設［大子町］
・昭和56年5月20日、大子町の昭和の森（現・奥久慈憩いの森）の記念の塔で、タイムカプセルの
埋設が行われた。開封予定は100年後、2081年。
1981/5/20 大子町

■農産物を有利な価格で［旭村ほか］
・東京都の築地市場を竹内藤男県知事が視察した。競りの様子。
・旭村のメロン農家での栽培と、農協集荷場での出荷の様子。
・東京中央卸売市場流通指導センターの業務風景。
1981/--/-- 旭村（現・鉾田市）、東京都

県だより No.113

昭和56年度（1981年5月頃）
制作：茨城県 ［10:13］

・常磐自動車道一部開通
・みどりのタイムカプセル埋設ほか

常磐自動車道柏―谷田部開通

東京築地市場みどりのタイムカプセル（大子町）



■小貝川が決壊竜ヶ崎市とその周辺に大被害
・昭和56年8月24日、龍ケ崎市～藤代町高須の小貝川堤防が決壊した。浸水した市内、避難先の
体育館の様子。復旧工事の様子。
1981/8/-- 龍ケ崎市

■トピックス：ポートピア'81「茨城県の日」
・昭和56年3月～9月に神戸市で開催されていた、ポートピア'81（神戸ポートアイランド博覧会）。7
月31日は「茨城県の日」として、茨城県郷土芸能が行われた。
・国際2号館では「科学万博―つくば'85」のブースが設けられた。
1981/7/31 兵庫県

■トピックス：高校総体本県勢活躍［水戸市］
・昭和56年8月に行われた昭和56年度全国高等学校総合体育大会。水戸市民体育館で行われた
レスリングの様子。
1981/8/-- 水戸市

■きれいな霞ヶ浦を目ざして［土浦市・牛堀町］
・昭和56年8月、霞ヶ浦水質浄化強調月間として各地でキャンペーンが行われた。
・亀城公園を起点に7月末に行われたパレード。土浦市内のデパートで行われた「私達の霞ヶ浦
展」の様子。
・牛堀町での湖岸清掃活動の様子。
1981/--/-- 土浦市、牛堀町（現・潮来市）

県だより No.114

昭和56年度（1981年8月頃）
制作：茨城県 ［10:18］

・小貝川が決壊
・ポートピア’81「茨城県の日」 ほか

決壊した小貝川堤防

ポートピア’81科学万博ブース霞ヶ浦から筑波山を望む



■霞ヶ浦用水事業始まる［下妻市・新治村ほか］
・昭和56年11月、下妻市で行われた霞ヶ浦用水事業着工式典の様子。
・新治村の筑波山第一導水トンネルの鍬入式の様子。
・事業解説映像。新治工区の送水パイプ敷設の様子。農家風景。
1981/11/-- 下妻市、新治村（現・土浦市）ほか

■トピックス：原子力事故に備えて［水戸市・東海村］

・東海村の原子力発電所で事故が発生した場合に備えて、原子力防災訓練が行われた。災害対
策本部は県庁。本部長は竹内藤男県知事。東海村に設けられた救護所の様子。
1981/--/-- 東海村、水戸市

■トピックス：ばら賞に輝く人々［水戸市］
・昭和56年末、水戸市で開かれた県北地域の昭和56年度ばら賞ほう賞式典の様子。
・受賞した茨城点訳友の会の活動風景。
1981/12/-- 水戸市

■マナーの向上が急務あなたが築く交通安全［水戸市・結城市ほか］
・県内の交通状況、事故現場。水戸駅前風景あり。

・第一回結城市交通安全フェスティバルの様子。巻き込み事故の実験や事故車の展示が行われ
た。
・常磐自動車道料金所での検問の様子。シートベルトの着用を促す。
1981/--/-- 水戸市ほか

県だより No.115

昭和56年度（1981年12月頃）
制作：茨城県 ［10:24］

・霞ヶ浦用水工事始まる
・原子力防災訓練ほか

原子力防災訓練・災害対策本部（県庁）

水戸駅北口前霞ヶ浦用水パイプ敷設（新治工区）



■農村婦人の明るい村作り［北浦村・常北町］
・昭和57年2月9日、昭和56年度茨城県農村生活改善大会が県民文化センターで開催された。表
彰式と活動事例の発表の様子。
1982/2/9 水戸市

・受賞した北浦村長野江若妻会（消火訓練、機関誌作成など）、常北町小坂あじさいグループ（味
噌作り）の活動風景。
198-/--/-- 北浦村（現・行方市）、常北町（現・城里市）

■トピックス：省エネ住宅を試作［大穂町］

・筑波研究学園都市の建設省建築研究所（現・独立行政法人建築研究所）が、太陽熱を利用した
実験住宅を一般公開した。屋根に天窓と吸熱板、地下に蓄熱槽を持つ。
1982/--/-- 大穂町（現・つくば市）

■トピックス：高速道での事故に備えて［土浦市］
・昭和57年3月5日、常磐自動車道の桜土浦IC付近で事故対応訓練が行われた。
1982/3/5 土浦市

■霞ヶ浦の浄化に取り組む［玉造町・出島村ほか］

・江戸崎町の茨城県養豚試験場（現・茨城県畜産センター）での廃水の土壌浄化法による浄化試
験の様子。

・茨城県土浦地区農業改良普及所（現・土浦地域農業改良普及センター）によるレンコン畑の土壌
作り試験の様子。

・玉造町（現・行方市）の茨城県内水面水産試験場（現・茨城県水産試験場内水面支場でのテラピ
ア、ハクレンの研究の様子。
・谷田部町（現・つくば市）の下水道敷設工事の様子。
1982/--/-- 江戸崎町（現・稲敷市）ほか

県だより No.116

昭和56年度（1982年3月頃）
制作：茨城県 ［11:35］

・常磐自動車道で事故対応訓練
・県農村生活改善大会ほか

常磐自動車道事故対応訓練

レンコン畑太陽熱を利用した実験住宅



■みんなの健康を守る［水戸市・明野町］
・茨城県健康管理センターによる、明野町農村環境改善センターで行われた巡回検診の様子。
1982/--/-- 水戸市、明野町（現・筑西市）

■トピックス：はなやかに科学万博キャンペーン［水戸市・他］
・茨城県青年団体連絡会議などの主催により水戸市街で行われたパレードの様子。
・水戸市内のデパートで催された、県内移動展「科学万博―つくば'85展」の様子。
・昭和57年6月21日には科学万博1,000日前として、県庁前で科学万博広告塔の除幕式が行われ
た。県民文化センターでは1,000日前大会が行われた。
1982/--/--

■トピックス：鈴木首相本県を視察［東海村］
・昭和57年5月8日、鈴木善幸内閣総理大臣が東海村の原子力施設の視察を行った。
1982/5/8 東海村

■トピックス：ハイウェー建設すすむ［常陸太田市・千代田村］
・昭和57年4月20日、常磐自動車道日立トンネルの貫通式が行われた。
・千代田IC風景。
1982/4/20 常陸太田市、千代田村（現・かすみがうら市）

■水をつくる［取手市・土浦市］
・昭和57年5月13日、利根川浄水場が完成し、通水式が行われた。
1982/5/13 取手市
・霞ヶ浦流域下水道事務所で行われた生物酸化処理方式による浄化実験の様子。
1982/--/-- 土浦市

県だより No.117

昭和57年度（1982年5月頃）
制作：茨城県 ［10:08］

・常磐自動車道日立トンネル貫通
・科学万博キャンペーンほか

常磐自動車道日立トンネル貫通

利根川浄水場県内移動展「科学万博―つくば'85展」



■不意の災害に備えよう［水海道市ほか］
・昭和57年9月1日、防災の日に、地震による火災を想定した茨城県総合防災訓練が水海道市で
行われた。その他、応急処置訓練等の風景。
1982/9/1 水海道市（現・常総市）

■トピックス：ようこそサッチャー首相［東海村ほか］
・昭和57年9月18日、イギリスのマーガレット・サッチャー首相が来県。筑波研究学園都市、東海村
を訪問。那珂町に建設中の那珂核融合研究所の第1工学試験棟を視察。東海村では日本原電東
海発電所を訪問した。
1982/9/18 東海村、那珂町（現・那珂市）

■トピックス：霞ヶ浦をきれいにしよう［土浦市］

・「茨城県霞ヶ浦の富栄養化の防止に関する条例」の施行に先駆けて行われた、霞ヶ浦水質浄化
県民大会の様子。土浦市などでは、パレードが行われた。
1982/--/-- 土浦市

■高齢化社会に生きる［日立市・里美村ほか］
・昭和57年9月15日敬老の日、竹内藤男県知事らが友部町のお年寄りを訪ねた。
・土浦市シルバー人材センター管内での高齢者の仕事風景。
・里美村（現・常陸太田市）高齢者生産活動センターでの民芸品、食品の製作風景。
1982/--/-- 友部町（現・笠間市）ほか

県だより No.118

昭和57年度（1982年9月頃）
制作：茨城県 ［10:16］

・サッチャー首相来県
・県総合防災訓練ほか

東海発電所を訪れたサッチャー首相

霞ヶ浦水質浄化県民大会県総合防災訓練（水海道市）



■県北の畜産を支える［高萩市］
・高萩市に茨城県米平公共育成牧場が完成。牛舎、牧草地など各所、常陸牛の放牧風景。
1982/--/-- 高萩市

■トピックス：武道館オープン［水戸市］
・茨城県武道館が完成。昭和57年11月の竣工式典で行われた柔道、居合い、薙刀の模範試合の
様子。
1982/11/-- 水戸市

■トピックス：華やかに民俗芸能［古河市］
・昭和57年10月、古河市総合公園で行われた「郷土民俗芸能の集い」の様子。「日立風流物／日
立市」や「からかさ万灯／土浦市鷲神社」など。
1982/10/-- 古河市

■トピックス：茨城に工場をどうぞ［水海道市ほか］
・昭和57年12月、工業立地懇話会が東京都で開催された。
・工業団地の造成風景。
1982/12/-- 東京都、水海道市（現・常総市）

県だより No.119

昭和57年度（1982年12月頃）
制作：茨城県 ［10:07］

・茨城県武道館開館
・つくば万博会場起工式ほか

取手駅を発つ千代田線車両

日立風流物（郷土民俗芸能の集い）

■トピックス：取手に地下鉄乗り入れ［取手市］
・昭和57年11月14日、常磐線我孫子・取手間複々線化に

伴い、取手駅に千代田線が乗り入れ、試運転電車の出発
式が執り行われた。運用は翌15日から。
1982/11/14 取手市

■科学万博の会場建設始まる［谷田部町］
・昭和57年10月、科学万博-つくば'85起工式が谷田部町
で執り行われた。
・造成の様子。
1982/10/-- 谷田部町（現・つくば市）



■装う街の玄関口［古河市・土浦市］
・昭和58年2月、土浦駅橋上駅舎が完成した。構内風景。
・古河駅上り線の高架化が完了した。下り線の高架化は翌昭和59年。
1983/2/-- 土浦市、古河市

■トピックス：春の山野を駈ける［高萩市］
・高萩市で行われた県民オリエンテーリング大会の様子。
1983/--/-- 高萩市

■トピックス：砂沼サンビーチ冬場もOK［下妻市］
・砂沼サンビーチ（昭和54年オープン）が年間通じて開館となった。
1983/--/-- 下妻市

■トピックス：核融合本体工事始まる［那珂町］
・日本原子力研究所那珂研究所のJT-60臨界プラズマ試験装置の据え付け工事が始まった。
1893/--/-- 那珂町（現・那珂市）

■トピックス：名刀を鍛えて50年［笠間市］
・笠間市の刀鍛冶・高野金次郎氏の日本刀製作風景。
1983/--/-- 笠間市

■徳川家のひな人形を公開［水戸市］
・茨城県立歴史館で催されたひな人形展の様子。
1983/--/-- 水戸市

県だより No.120

昭和57年度（1983年3月頃）
制作：茨城県 ［10:23］

・JT-60臨界プラズマ試験装置据付
・名刀を鍛えて50年ほか

JT-60臨界プラズマ試験装置の据付工事

笠間の刀鍛冶・高野金次郎土浦駅の券売機



■竹内県政三期目スタート［水戸市］
・昭和58年4月23日、3選を果たした竹内藤男県知事が初登庁した。県庁入口での挨拶。
1983/4/23 水戸市

■科学万博の準備着々すすむ［谷田部町］
・昭和58年5月20日、国際科学技術博覧会政府出展館・協会地域冷房施設建設工事合同起工式
が、谷田部町の建設現場で執り行われた。
・科学万博現地の上下水道管埋設工事、道路工事の様子。
・昭和58年4月、中曽根総理大臣による現地視察の様子。
1983/--/-- 谷田部町（つくば市）

■トピックス：「日本丸」日立港へ［日立市］
・昭和58年5月12日、練習帆船「日本丸」が日立港に入港した。5日間の停泊期間中の船内見学及
び、実習生による展帆の様子。
1983/5/-- 日立市

■トピックス：つくばセンタービルオープン［筑波研究学園都市］
・昭和58年6月、つくばセンタービルが竣工した。人出で賑わうビル周辺や、ノバホール、ホテルラ
ウンジなど利用の様子。
1983/6/-- 桜村（現・つくば市）

■皇太子さま七度目のご来県［筑波研究学園都市］
・昭和58年6月7日～8日、明仁皇太子殿下が筑波研究学園都市にお成り。機械技術研究所（現・
産業技術総合研究所）や国立科学博物館植物園を視察した。盲導犬ロボットメルドック。
1983/6/--

県だより No.121 （Vol.36-1）

昭和58年度（1983年6月頃）
制作：茨城県 ［10:17］

・竹内県政三期目スタート
・練習帆船「日本丸」日立港へほか

つくばセンタービル竣工

盲導犬ロボットメルドック練習帆船「日本丸」日立港へ



■さしま少年自然の家［境町］
・昭和58年春にオープンした、さしま少年自然の家での中学生による屋外研修活動の様子。宇宙
のホール（プラネタリウム）、天体ドームの利用風景。
1983/--/-- 境町

■トピックス：青い目の先生ひっぱりだこ［藤代町ほか］
・昭和58年度から県に採用されたALTによる、県立藤代高校及び県立水戸桜ノ牧高校での授業、
生徒との交流風景。
1983/--/-- 藤代町（現・取手市）、水戸市

■トピックス：縄文土器をつくる［水戸市］
・茨城県歴史館の主催で行われた「体験学習・縄文土器作り」の様子。
1983/--/-- 水戸市

■トピックス：いっせいに科学万博の入場券発売
・昭和58年9月17日、科学万博前売り券発売開始のセレモニーが水戸市などで行われた。水戸市
銀杏坂では竹内知事が、東京都でのセレモニーでは中曽根総理大臣が100枚購入し、それぞれ
福祉団体に贈呈した。一般販売の様子。
1983/9/17 水戸市ほか

■近代化すすむ中小工業［日立市・石岡市・茨城町］
・日立市街風景。日立市等の中小企業の様子。プロッター。
・茨城町の茨城県工業試験所（現・茨城県工業技術センター）での機械作業の様子。
1983/--/-- 日立市ほか

県だより No.122 （Vol.36-2）

昭和58年度（1983年9月頃）
制作：茨城県 ［10:12］

・科学万博前売券販売開始
・歴史館主催で縄文土器づくり ほか

科学万博前売券販売開始

プロッターさしま少年自然の家で屋外研修



■クリーン茨城を目ざして［水戸・日立・総和］
・猿島郡総和町（現・古河市）での空き缶拾い。日立市でのデポジットによる空き缶回収。
・昭和58年11月13日、水戸市で開かれた茨城県環境美化大会の様子。
1983/11/13 水戸市ほか

■トピックス：中国の胡耀邦さんつくばを視察
・昭和58年11月22日、初代中国共産党中央委員会総書記、胡耀邦氏が来日。11月24日には筑波
研究学園都市を視察に訪れた。国立公害研究所（現・（独）国立環境研究所）での視察の様子。
1983/11/24 （現・つくば市）

■トピックス：もてもてのごはん給食［水戸市］

・給食センターでの白米箱詰めライン工程。竹内藤男県知事らも参加した水戸市立新荘小学校で
の給食風景。
1983/--/-- 水戸市

■トピックス：盛大に農林水産まつり［日立市］
・昭和58年11月19日～20日の2日間、日立市民運動公園で開催された農林水産まつりの様子。餅
つき、手打ちそば実演、野菜即売会や工作教室など。
1983/11/-- 日立市

■もうすぐ科学万博［万博会場ほか］
・昭和58年11月2日、水戸市で開かれた「科学万博あと500日の大会」の様子。五木ひろし歌唱に
よる科学万博音頭の公開。
1983/11/2 水戸市
・万博会場の工事風景。
1983/--/-- 谷田部町（現・つくば市）

県だより No.123 （Vol.36-3）

昭和58年度（1983年11月頃）
制作：茨城県 ［10:33］

・胡耀邦総書記が筑波を視察
・科学万博500日前ほか

胡耀邦総書記が筑波を視察

五木ひろし歌唱による万博音頭スーパーマーケット



■伝統工芸を守る［大洗町・関城町ほか］
・県公館で行われた、昭和58年度ほう賞授与式の様子。関城町の関栄子さん、大洗町中山勝之
助さんらが受賞した。
・関城町、関栄子さんの結城紬の機織りの様子。
・大洗町、中山勝之助さんの大漁旗の製作の様子。
198-/--/-- 水戸市ほか

■トピックス：小川小学校70年の歴史に幕［北茨城市］
・昭和59年3月、北茨城市立小川小学校が水沼小学校（平成12年閉校）との統合により閉校となっ
た。3月に行われた卒業式の様子。
1984/3/-- 北茨城市

■トピックス：常磐自動車道水戸まで開通［水戸市ほか］
・昭和59年3月27日、常磐自動車道千代田石岡IC―那珂IC間が開通し、開通式が行われた。
1984/3/27 石岡市

■1年後にせまった科学万博［万博会場ほか］
・昭和59年3月17日、つくば万博開催まで1年となり、県内各地で様々な催しが開かれた。下館市で
は、県西地方大会、万博音頭踊りコンテストなどが開かれた。
・万博会場のパビリオン等の建設風景。3月末に行われた茨城パビリオンの起工式。パビリオンイ
メージ画数点。
1984/3/-- 谷田部町（現・つくば市）

県だより No.124 （Vol.36-4）

昭和58年度（1984年3月頃）
制作：茨城県 ［09:41］

・常磐自動車道水戸まで開通
・小川小学校最後の卒業式ほか

結城紬の機織り

いばらきパビリオン完成予想図北茨城市立小川小学校最後の卒業式



■トピックス：盛んな国際交流［美野里町］
・昭和59年5月、欧州からビジネスマン10人が東茨城郡美野里町を訪れた。お茶や書道などの体
験の様子。
1984/5/-- 美野里町（現・小美玉市）

■トピックス：勇壮なお船祭り［北茨城市］
・昭和59年5月に催された北茨城市の常陸大津の御船祭の様子。
1984/5/-- 北茨城市

■トピックス：木陰で楽しい給食［八千代町］

・八千代町立中結城小学校で行われた野外給食の様子。校舎内では他学年が一緒に食事を摂る
交流給食が行われた。
1984/--/-- 八千代町

■華やかに科学万博PR 会場建設も本格化［日立市・水戸市ほか］
・科学万博ドリームキャラバンによるPRの様子。水戸市街のパレード。
・昭和54年4月に水戸市立五軒小学校で行われたイベントの様子。オーロラ「青い宇宙（コスモ
ス）」（科学万博・つくば‘85ドリームキャラバン・ソング）を披露。アストロビジョン。
・昭和54年7月、科学万博巡航PR「サイエンスクルーズ」（新桜丸・7月1日横浜港出航）が日立港に
入港した。船内の展示コーナーの様子。

・万博会場、茨城パビリオン、テーマ館の建設工事風景。テーマ館内宇宙の展示コーナーのロケッ
ト設営の様子。
・HSST-03リニアモーターカー走行試験の様子。
1984/--/-- 水戸市ほか

県だより No.125 （Vol.37-1）

昭和59年度（1984年7月頃）
制作：茨城県 ［10:21］

・常陸大津の御船祭
・各地で科学万博PRほか

常陸大津の御船祭

オーロラ中結城小学校野外給食



■青果物の優良産地［岩井市・総和町］
・銘柄産地に指定された岩井市の夏ねぎ収穫、出荷の様子。
・銘柄推進産地に指定された総和町のかぼちゃ収穫、農協での出荷の様子。
1984/--/-- 岩井市（現・坂東市）、総和町（現・古河市）

■取手二高にスポーツ功労賞［取手市］
・昭和59年夏の甲子園、取手二高vsPL学園決勝（8-4）の様子（NHK録画）及び、昭和59年8月22日、
取手緑地運動公園での凱旋の様子。9月にはスポーツ功労賞が授与された。
1984/8/22 取手市ほか

■近づく科学万博［谷田部町ほか］
・科学万博開催200日前の「ちびっ子ふるさとパレード」の様子。
・昭和59年9月14日、常陸宮御夫妻の参列で東京駅で行われた「EXPO'85 サイエンストレイン」エキ
スポ号出発式及び、土浦駅での一般展示の様子。ホログラム、マジックビジョンなど。
・8月末に行われた「母と子のふれあい科学教室」の様子。
・いばらきパビリオンの建設風景。
1984/9/14 谷田部町（現・つくば市）ほか

県だより No.126 （Vol.37-2）

昭和59年度（1984年9月頃）
制作：茨城県 ［10:00］

・取手二高が夏の甲子園優勝
・科学万博200日前ほか

取手二高の凱旋

建築中のいばらきパビリオンサイエンストレインエキスポ号



■地域に根ざす公開講座［土浦市・猿島町］
・昭和57年から始まった、県立高校校舎を使用した一般市民向け講座「高校開放講座」の一幕。
・土浦工業高等学校で行われた「マイクロコンピュータ講座」の様子。BASICによるプログラミング。

・猿島農芸高等学校（現・県立坂東総合高等学校）で行われた園芸講座の様子。草花の栽培につ
いて学ぶ。
1984/--/-- 土浦市、猿島町（現・坂東市）

■トピックス：手づくりの巡回公演［竜ケ崎市］

・龍ケ崎市立龍ケ崎小学校で行われた、茨城県と県文化福祉事業団による児童劇公演「ヘンゼル
とグレーテル」の様子など。
1984/10/-- 龍ケ崎市

■トピックス：茨城国体から10年［那珂市］
・昭和59年10月7日、笠松運動公園陸上競技場で催された、茨城国体10周年記念式典の様子。炬
火台への点火、宣誓など。
1984/10/7 那珂町（現・那珂市）

■トピックス：農林水産まつり［土浦市］
・昭和59年12月1日～2日、第6回農林水産まつり「ふるさとの味と香りの農林水産まつり」が、土浦
市の川口運動公園で行われた。
・初日に目抜き通りで行われたパレードの様子。川口運動公園の即売会会場風景。
1984/12/2 土浦市

県だより No.127
（Vol.37-3）

昭和59年度（1984年12月頃）
制作：茨城県 ［10:13］

・茨城国体10周年記念式典
・地域に根ざす公開講座ほか

マイクロコンピュータ講座

茨城国体10周年記念式典龍ヶ崎小学校での演劇の準備

1/2



■トピックス：中曽根首相本県を視察［東海村・那珂町］
・昭和59年11月29日、中曽根首相が日本原子力研究所核融合研究センター（現・（独）日本原子
力研究開発機構那珂核融合研究所）等を訪れ、建設中のJT-60臨界プラズマ試験装置を視察した。
1984/11/29 那珂町（現・那珂市）

■もうすぐ科学万博皇太子殿下も会場へ［万博会場ほか］
・昭和59年12月7日、「万博集いの広場」で科学万博100日前記念行事が行われた。ユニフォーム
公開、五木ひろし歌唱による万博音頭。
・昭和59年11月14日、科学万博名誉総裁である明仁皇太子殿下が万博会場を見学に訪れた。
HSST-03リニアモーターカー走行試験を視察。
1984/12/7 谷田部町（現・つくば市）

県だより No.127
（Vol.37-3）

昭和59年度（1984年12月頃）
制作：茨城県 ［10:13］

・中曽根首相来県
・科学万博100日前記念行事ほか

中曽根首相JT-60を視察

シンボルタワーより万博会場を望む科学万博シンボルタワー

HSST-03リニアモーターカー走行試験科学万博100日前記念行事

2/2



■茨城フェスティバル東京で開催
・昭和60年2月1日、東京都の赤坂プリンスホテルで開かれた茨城フェスティバルの様子。
1985/2/1 東京都

■交通機関さらに充実
・完成間もない水戸駅ビルEXCEL（昭和60年3月24日開業）、水戸駅改札付近。
・昭和60年3月14日、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線が開業した。水戸駅で行われた出発式の様子。
・昭和60年3月16日、大洗と北海道を結ぶカーフェリーが就航した。出発の様子。
・昭和60年1月24日、常磐自動車道三郷IC/JCT－柏ICの開通式の様子。
1985/--/-- 水戸市ほか

■世界の隅々から茨城へ科学万博開催
・昭和60年3月16日、国際科学技術博覧会（科学万博つくば'85）開会式。
・翌3月17日、科学万博つくば'85が開場した。常陸宮・同妃殿下によるいばらきパビリオンのテー
プカット。いばらきパビリオン内の様子。その他会場内風景。
1985/3/-- 谷田部町（現・つくば市）

県だより No.128 （Vol.37-4）

昭和59年度（1985年3月頃）
制作：茨城県 ［10:47］

・科学万博つくば’85開幕
・大洗鹿島線開業ほか

科学万博つくば’85開会式

いばらきパビリオン展示万博会場内モノレール「ビスタライナー」

水戸駅ビル改札前鹿島臨海鉄道大洗鹿島線開業



■筑波山麓に花の公園［八郷町］
・昭和60年6月2日、茨城県フラワーパークが開園した。開園後の園内風景。
1985/6/-- 八郷町（現・石岡市）

■天皇陛下ご来県［筑波研究学園都市］
・昭和60年4月24日～26日、昭和天皇が筑波科学万博第一回視察のため来県された。
・4月24日はお召し列車で土浦駅に到着。研究学園都市の洞峰公園体育館を視察された。
1985/4/24 土浦市、谷田部町（現・つくば市）

■水郡線を走るSL［大子町］
・昭和60年4月28日～5月11日の2週間、13年振りにSLが水郡線（水戸―常陸大子）を運行した。
1985/--/-- 大子町ほか

■霞ヶ浦を滑る快速ボート［土浦市―潮来町］
・万博に合わせ昭和60年3月に就航した、土浦市と潮来町を結ぶ霞ヶ浦ジェットライン「スーパー
ジェットかすみ」の運行風景。
1985/--/-- 土浦市、潮来町（現・潮来市）

■子供の命と健康を守る［水戸市］
・昭和60年7月、茨城県立こども病院の診療が開始された。CTスキャナ、新生児集中治療室など、
院内の様子。
1985/--/-- 水戸市

県だより No.129 （Vol.38-1）

昭和60年度（1985年7月頃）
制作：茨城県 ［10:09］

・茨城県フラワーパーク開園
・水郡線で13年ぶりのSL運行ほか

水郡線を往くC56

県立こども病院新生児集中治療室霞ヶ浦ジェットライン「スーパージェットかすみ」



■寝食をともにし父子ふれあう［麻生町］
・昭和60年8月2日～4日、県内各地で「親子ふれあい事業」が開かれた。麻生町の茨城県立白浜
少年自然の家で行われたオリエンテーリングや餅つき、キャンプファイヤーの様子。
1985/8/3 麻生町（現・行方市）

■21世紀へ飛躍科学万博幕を閉じる［筑波研究学園都市］
・半年間の科学万博を振り返る。

・会場内各パビリオン外観。いばらきパビリオン展示物、ステージ演目各種。オルガン演奏ロボット
WASUBOT、2足歩行ロボットWHL-11(Waseda Hitachi Legs 11）など。
・昭和60年9月16日、国際科学技術博覧会（科学万博つくば'85）開会式の様子。
1985/9/16 谷田部町（現・つくば市）

県だより No.130 （Vol.38-2）

昭和60年度（1985年9月頃）
制作：茨城県 ［10:47］

・科学万博つくば’85閉幕
・親子ふれあい事業ほか

親子でオリエンテーリング

2足歩行ロボットWHL-11オルガン演奏ロボットWASUBOT

いばらきパビリオン科学万博会場



■県北に新しい息吹産業の振興めざす
・山間部風景。美和村でのログハウス製作風景。
・昭和60年11月4日に常陸太田市で開催された、グリーンふるさと振興機構設立記念「グリーンふ
るさとフェスティバル」の様子。西ノ内和紙などの実演。（機構設立は昭和60年10月31日）
1985/11/4 美和村（現・常陸大宮市）、常陸太田市

■伝統工芸に生きる後継者など12人表彰
・昭和60年11月25日、県公館で行われた郷土の優れた工芸技術を表彰する式典の様子。

・籐製品で茨城県郷土工芸技術伝承者褒賞を受賞した筑波郡谷和原村（現・つくばみらい市）片
見貞三氏の籐製品（乳母車）製作風景（12月頃撮影）。

・関城町（現・筑西市）の桐下駄工房「桐乃華工房」での、茨城県郷土工芸技術伝承者、桐乃華工
房二代目猪ノ原昭廣氏の桐下駄製作の様子。
1985/11/-- 水戸市ほか

■常陸那珂地区の整備本格化漁業無線局も開局
・那珂久慈浄化センターの土地造成風景。平成元年より稼働。
・国営ひたち海浜公園建設予定地風景。平成3年第一期開園。
・常陸那珂港建設予定地。
・茨城県漁業無線局（茨城県水産試験場漁業無線局）の業務風景。
1985/--/-- 那珂湊市（現・ひたちなか市）

県だより No.131 （Vol.38-3）

昭和60年度（1985年11月頃）
制作：茨城県 ［10:03］

・常陸那珂地区の整備本格化
・県北産業振興ほか

桐下駄製作（関城町）

国営ひたち海浜公園建設予定地グリーンふるさとフェスティバル



■地域テレビ住民にホットな情報［筑波研究学園都市］
・昭和56年に設立されたACCS（研究学園都市コミュニティケーブルサービス）について。
1986/3/-- 桜村（現・つくば市）

■トピックス：大洗鹿島線すっかり定着［大洗町・旭村］
・開通から1年を経過した大洗鹿島線でのイベント。カラオケ列車。竹内藤男県知事と水戸の梅む
すめのデュエットの様子。
・旭村の涸沼観光センターでの土産品販売の様子。
1986/--/-- 大洗町、旭村（現・鉾田市）

■バイテク農業本格化［阿見町］

・阿見町の茨城県園芸試験場（現・茨城県農業総合センター園芸研究所）での、ブドウの苗の培養
試験の様子。
1986/--/-- 阿見町

■2本のハイウェー建設順調
・日立以北の常磐自動車道の建設風景。
・東関東自動車道の常陸利根川橋建設風景。
1986/--/-- 潮来町（現・潮来市）ほか

県だより No.132 （Vol.38-4）

昭和60年度（1986年3月頃）
制作：茨城県 ［09:59］

・大洗鹿島線カラオケ列車
・県園芸試験場で培養試験ほか

大洗鹿島線車窓風景

常磐自動車道建設工事ACCS



■日立港に国際コンテナ船［日立市］
・東南アジア－日立港間の国際コンテナ船の定期航路が開かれ、昭和61年3月7日に第1船「ゴワ
号」が入港した。埠頭でのコンテナ作業風景。
1986/3/7 日立市

■トピックス：エキスポセンターオープン［筑波研究学園都市］
・昭和61年4月17日、科学万博開催記念の施設として、つくばエキスポセンターがオープンした。
・プラネタリウム「コズミックホール」など、子どもたちの利用風景。
1986/4/-- 桜村（現・つくば市）

■トピックス：カッパの里が市に［牛久市］
・昭和61年6月1日、牛久町が市制施行し、牛久市となった。市役所前で開かれた記念祝賀祭の様
子。牛久駅前及び駅西口ショッピングセンターの建設の様子。
1986/6/1 牛久市

■ハイテクに取り組む［茨城県工業技術センター］
・つくばクレオスクエアで行われた『'86茨城先端技術産業展』の様子。
・昭和61年8月7日より茨城県工業技術センターで行われた技術パイオニア養成研修授業の様子。
1986/--/-- 桜村（現・つくば市）、茨城町

県だより No.133 （Vol.39-1）

昭和61年度（1986年8月頃）
制作：茨城県 ［09:49］

・つくばエキスポセンターオープン
・牛久市市制施行ほか

日立港コンテナ積込み作業

技術パイオニア養成研修授業牛久駅前



■お届けしますふるさとの味［水戸市ほか］
・水戸京成百貨店で開催された、ふるさと小包便発表会の様子。
・豊里町（現・つくば市）のハム製造の様子。
・水戸伊勢甚百貨店に設けられたグリーンふるさと振興機構のコーナー。
・大子町のクレソン収穫、クレソンパウダーへの加工の様子。
1986/--/-- 水戸市ほか

■トピックス：すばらしい県産材［常陸太田市ほか］
・取手市の一般住宅、県産材を使った「いばらきの家」の建築風景。
・常陸太田市での建材伐採風景。
1986/--/-- 取手市、常陸太田市

■トピックス：楽しくショッピング「モール505」［土浦市］
・オープンから2周年を迎えた土浦市の三階建て商店街「モール505」の風景。
1986/--/-- 土浦市

■健康づくりのお手伝い［古河市・友部町］
・茨城県古河保健所で行われた県民ミニドックの様子。X線検査装置。
・茨城県立中央病院新館の建築の様子。
1986/--/-- 古河市、友部町（現・笠間市）

県だより No.135 （Vol.39-3）

昭和61年度（1986年）
制作：茨城県 ［10:25］

・県立中央病院新館建築中
・土浦市モール505ほか

モール505（土浦市）

建設中の県立中央病院新館クレソンパウダー（大子町）



■最新の情報を現場に［水戸市・美野里町］
・茨城県農業技術情報センター（昭和61年10月開設）で提供している『TSSサービス』の運用の様子。
センターと農業改良普及所や研究機関35か所をオンラインで結び、「土壌診断プログラム」等を用
いで情報提供を行う。
・茨城県美野里地区農業改良普及所での情報活用の様子。
1987/3/24 水戸市、美野里町（現・小美玉市）

■トピックス：さようなら筑波鉄道［筑波町ほか］
・昭和62年3月31日、筑波鉄道筑波線がその運行を終了し、翌4月1日、全線廃止となった。
1987/3/31 筑波町（現・つくば市）

■トピックス：ハクチョウ北へ［瓜連町］
・瓜連町古徳沼へ渡来するハクチョウの様子。
1987/--/-- 瓜連町（現・那珂市）

■霞ヶ浦大橋開通［玉造町・出島村］
・昭和62年3月3日に開通した、出島村と玉造町を結ぶ霞ヶ浦大橋有料道路の運行風景。
・出島村郷土資料館（現・かすみがうら市郷土資料館）、県道土浦大洋線。
1987/3/-- 出島村（現・かすみがうら市）、玉造町（現・行方市）

県だより No.136 （Vol.39-4）

昭和61年度（1987年3月頃）
制作：茨城県 ［09:59］

・筑波鉄道廃線
・霞ヶ浦大橋開通ほか

筑波鉄道筑波線運行終了

霞ヶ浦大橋料金所光ディスクファイルシステム



■対話と参加竹内県政スタート［水戸市ほか］
・昭和62年4月23日、4選を果たした竹内藤男県知事が初登庁。ミス・コスタリカのピントさんが表敬
に訪れた。
1987/4/23 水戸市

・東京都神田の中央卸売市場を竹内知事が訪問、市場関係者との懇談を行った。市場に並ぶスイ
カ、メロン。競りの様子。
1987/--/-- 東京都

■トピックス：縄文人の足跡全国でも最古？［関城町］
・昭和62年3月30日、真壁郡関城町西原遺跡調査団により、発掘された足跡の年代特定検討会が
現地で行われた。発掘作業の様子など。
1987/3/30 関城町（現・筑西市）

■トピックス：味も形も抜群茨城の青果物好評［石下町、下館市］
・広域産地として指定された千石きゅうり（せんごく・―）の石下町での栽培・収穫風景。
・下館市農家での下館梨の収穫風景、下館梨共同選果場での梨のチェックの様子。
1987/--/-- 石下町（現・常総市）、下館市（現・筑西市）

■婦人の研修施設麻生町に完成
・昭和62年5月23日に開館した茨城県立婦人教育会館（現・茨城県鹿行生涯学習センター・茨城県
女性プラザ（レイクエコー））の館内風景。同時通訳機材を備えた研修室やトレーニング室の様子。
1987/5/-- 麻生町（現・行方市）

県だより No.137 （Vol.40-1）

昭和62年度（1987年5月頃）
制作：茨城県 ［09:45］

・竹内県政4期目スタート
・関城町西原遺跡発掘調査ほか

下館梨共同選果場

ミス・コスタリカの表敬訪問県立婦人教育会館研修室（同時通訳）



■水の事故に備えて水戸で大水防訓練
・昭和62年8月30日、那珂川河川敷で行われた昭和62年度茨城県・水戸市・勝田市総合水害防災
訓練の様子。
・昭和61年台風10号襲来時の記録映像。
1987/8/30 水戸市、勝田市（現・ひたちなか市）

■トピックス：常総学院にスポーツ功労章［土浦市ほか］
・昭和62年8月21日、夏の甲子園決勝（常総学院vsPL学園）ダイジェスト映像（NHKより）。
・明けて8月22日に常総学院で行われた、準優勝報告会の様子。
1987/8/22 土浦市

■トピックス：霞ヶ浦で水泳楽しむ［麻生町・桜川村］
・昭和62年7月26日、第2回霞ヶ浦横断遠泳を楽しむ会が行われた。
1987/7/26 麻生町（現・行方市）、桜川村（現・稲敷市）

■快適なカーフェリー北海道への海の旅［大洗港］
・大洗港でのフェリ「おおあらい丸」への積込作業の様子。船上、船内キャビン等の様子。
1987/--/-- 大洗町

県だより No.138 （Vol.40-2）

昭和62年度（1987年8月頃）
制作：茨城県 ［09:50］

・常総学院甲子園準優勝
・那珂川で総合水害防災訓練ほか

常総学院準優勝報告会

大洗港フェリー積込み作業昭和62年度総合水害防災訓練



■鹿行が都心に直結―東関東自動車道潮来へ―［潮来町・波崎町ほか］
・昭和62年11月20日、東関東自動車道佐原香取IC－潮来IC間の開通式が行われた。
・潮来町、鹿島港周辺、波崎新港風景。せり等の野菜出荷風景。
1987/--/-- 潮来町（現・潮来市）ほか

■トピックス：ふるさとまつりに18万人［水戸市］
・昭和62年10月17日～18日、千波湖畔で行われた「第2回科学万博記念いばらきふるさとまつり」
の様子。県産品まつりやリオのカーニバルなど会場風景。
・「郷土民俗芸能のつどい」：片野の排禍ばやし／八郷町（現・石岡市）など
・1987/10/-- 水戸市

■トピックス：いばらきを関西にPR［大阪市］
・昭和62年11月10日、リーガロイヤルホテル（大阪）で行われた「茨城フェスティバル‘87」の様子。

竹内藤男県知事の挨拶、水郷太鼓、衛星通信による筑波研究学園都市との通信デモンストレー
ション。桐下駄などの特産物紹介コーナー。常陸牛ローストビーフなど。
1987/11/10 大阪府

■つくば市誕生―企業立地や街づくりさらに進む―
・昭和62年11月30日、新治郡桜村、筑波郡谷田部町・大穂町・豊里町の3町1村が新設合併し、つ
くば市が誕生した。つくばセンタービルで行われた、つくば市市制施行祝賀式の様子。
1987/11/30 つくば市
・昭和63年1月26日、倉田弘初代つくば市長がつくば市役所仮庁舎（第一県民センター）に初登庁。
1988/1/26 つくば市
・市民課の業務風景。市街風景。バスターミナル風景。つくば西部工業団地等造成風景。
1988/--/-- つくば市

県だより No.139 （Vol.40-3）

昭和62年度（1988年1月頃）
制作：茨城県 ［10:13］

・東関東自動車道開通
・つくば市市制施行ほか

つくば市誕生

いばらきふるさとまつり東関東自動車道佐原香取―潮来開通式



■初の試み採用の県立中央高校［美野里町］
・茨城県立中央高等学校（昭和62年開校）の校内風景。理数コースのパソコン学習の様子。国際
コースの授業風景。LL教育。体育コースの筋トレ。
1988/--/-- 美野里町（現・小美玉市）

■トピックス：東京で花の展覧会
・昭和63年2月に東京都東池袋のサンシャインシティで行われた第39回関東東海花の展覧会の様
子。明仁皇太子殿下・美智子妃がお成り。
・初日の会場の様子。
1988/2/-- 東京都

■トピックス：サンピア日立オープン［日立市］

・日立市久慈町に健康福祉センター「サンピア日立」（現・久慈サンピア日立）がオープン。テニス
コート、スケートリンクほかホテル館内風景。
1988/--/-- 日立市

■トピックス：常磐道が全通［北茨城市ほか］
・昭和63年3月24日、日立北IC-いわき中央ICの開通により、常磐自動車道が最初の全線開通と
なった。開通式の様子、高萩IC周辺風景など。高戸海岸（高萩市）風景。
1988/3/24 北茨城市ほか

■筑波トンネル貫通へ―霞ヶ浦用水事業―［出島村・新治村・真壁町］
・昭和63年2月に出島村牛渡地区に完成した霞ヶ浦揚水機場の施設内風景。
・新治浄水場風景。新治村から筑波山を抜け真壁町まで水を運ぶ「筑波トンネル」の工事風景。
1988/--/-- 出島村（現・かすみがうら市）ほか

県だより No.140 （Vol.40-4）

昭和62年度（1988年3月頃）
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・常磐自動車道県内全線開通
・サンピア日立オープンほか

第39回関東東海花の展覧会

霞ヶ浦用水筑波トンネル県立中央高校LL教育



■新しい設備で中央病院オープン［友部町］
・昭和63年6月、新築された茨城県立中央病院が診療を開始した。自動書架稼働の様子。MMR、
リニアック（放射線治療用線形加速器）、血液成分分析、施術室、自動分包機。
1988/6/-- 友部町（現・笠間市）

■トピックス：銘柄産地新たに4地区［大洋村・協和町］
・昭和63年、大洋村のメロン、協和町のこだまスイカなどが銘柄産地として指定された。
・メロンの糖度検査、出荷所での開封検査。スイカの集荷、出荷の様子。
1988/--/-- 大洋村（現・鉾田市）、協和町（現・筑西市）

■トピックス：まゆと蚕の楽しい学習［関城町］

・茨城県蚕業試験場で行われた、小学生対象のサマースクールの様子。葉の標本、繭玉人形作り
など。
1988/--/-- 関城町（現・筑西市）

■世界は友だち深まるイタリアとの交流［水戸市］
・昭和63年6月22日、友好提携を結んでいるイタリアのエミリア・ロマーニャ州の公式使節団が、竹
内藤男県知事を表敬訪問した。
・昭和63年6月7日から水戸市内の百貨店で開催された「エミリア・ロマーニャ州・茨城県友好提携3
周年記念展」の様子。
・県民文化センターでのコンサートの様子。
1988/6/22 水戸市

県だより No.141 （Vol.41-1）
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・県立中央病院新築オープン
・蚕業試験場サマースクールほか

メロンの収穫（鉾田町）

エミリア・ロマーニャ州公式使節団来県茨城県立中央病院カルテ書架



■うるおいある街づくり［水戸市・古河市］
・下館市民会館（現・筑西市民会館）で行われた「まちづくりシンポジウム下館'88」の様子。「まちづ
くりグリーンリボン賞」授与式。
・水戸市南町のツルヤビル（昭和63年3月12日オープン）の特選館、ルネッサンス通り、西洋倶楽
部ビル周辺の様子。
・古河駅近辺の遊歩道の清掃風景。
1988/--/-- 下館市（現・筑西市）ほか

■トピックス：研究学園都市25周年を祝う［つくば市］
・つくばフェスティバル'88ビッグパレードの様子。中央公園で行われたヤング・スペース・フェスティ
バルの様子。
1988/--/-- つくば市

■トピックス：アピールいばらきの港［大洗町］
・大洗町で開かれた北関東ポートフェアの様子。水郷太鼓。パネル展示。
・フェリー「大洗丸」でのミニクルージング。
1988/--/-- 大洗町

■県近代美術館モネ展でオープン［水戸市］
・昭和63年10月1日、水戸市で行われた茨城県近代美術館開館記念式典の様子。
・「クロード・モネとその仲間たち展」展示風景。館裏手の「中村彝アトリエ」建屋。
1988/10/1 水戸市

県だより No.142 （Vol.41-2）
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・茨城県近代美術館オープン
・北関東ポートフェアほか

茨城県近代美術館オープン

つくばフェスティバル'88ビッグパレード水戸市南町市街（ツルヤビル）



■健康はみんなの願い［水戸市・岩瀬町］
・県民文化センターで行われた第10回健康いばらき県民大会の様子。健康相談コーナー、健康料
理の展示コーナー、健康づくり指導車での実演・試食。大ホールで行われた表彰式の様子。

・岩瀬町保健センターで行われた高齢者・退職者を対象とする「はつらつ教室」の講義、ヨガ体操
の様子。
1989/--/-- 水戸市、岩瀬町（現・桜川市）

■トピックス：日本一のすべり台［大野村］
・大野潮騒はまなす公園が一部開園。当時日本一の長さを誇った154mのローラーすべり台で遊
ぶ子供たちの様子。ほか園内風景。
1989/--/-- 大野村（現・鹿嶋市）

■トピックス：いばらきの自然ウォッチング［十王町］
・十王町の伊師浜海岸で行われた自然観察会の様子。
1989/--/-- 十王町（現・日立市）

■川からの水で湖をきれいに［東村・水戸市］

・霞ヶ浦のアオコ調査の様子。那珂川・利根川から霞ヶ浦に水を引き入れる霞ヶ浦導水事業の解
説。東村での工事風景。建設中の第3機場（利根機場）（平成6年完成）の様子。

・水戸市で行われた千波湖浄化作戦の一幕。那珂川から桜川を通して千波湖に水を引き入れる。
ヘドロ浚渫の様子。千波湖風景。
1989/--/-- 東村（現・稲敷市）、水戸市

県だより No.144 （Vol.41-4）
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・大野潮騒はまなす公園開園
・霞ヶ浦導水事業ほか

大野潮騒はまなす公園ローラーすべり台

千波湖第10回健康いばらき県民大会


