
茨城県ニュース、県だより No.145～No.177 
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■建設進む十王ダム［十王町］ 
・平成元年6月1日、十王ダム工事現場で行われた定礎式の様子と工事の様子。 
1989/6/1 十王町（現・日立市） 
 
■トピックス：マリンリゾート阿字ヶ浦［那珂湊市］ 
・阿字ヶ浦海岸で行われた「マリンピュア'89」、ジェットスキー大会、サーフィン大会、ミスマリンコン
テストの様子。 
1989/--/-- 那珂湊市（現・ひたちなか市） 
 
■トピックス：市制100年水戸場所［水戸市］ 
・水戸市民体育館で行われた大相撲水戸場所の様子。水戸泉など。 
1989/--/-- 水戸市 
 
■緑に親しむフェスティバル［那珂町］ 

・茨城県植物園で行われた森のフェスティバルの様子。オープニングイベント。那珂町森林愛護隊
の子どもたちによる記念植樹の様子。県警音楽隊によるミニ音楽会「グリーンコンサート」の様子。 
1989/--/-- 那珂町（現・那珂市） 

県だより No.145 （Vol.42-1）  

平成元年度（1989年6月頃） 
制作：茨城県 ［10:01］ 

・建設進む十王ダム 
・市制100年大相撲水戸場所 ほか 

十王ダム定礎式 

茨城県植物園 市政100年大相撲水戸場所 



■消費生活に道しるべ［水戸市］ 

・県合同庁舎内の茨城県消費生活センターでの業務風景。商品調査（食品成分分析、糖度測定な
ど）、一般市民向け講座の様子。 
1989/--/-- 水戸市 
 
■トピックス：のびのび育て茨城の子ら［水戸市・里美村］ 

・茨城県近代美術館で企画された「ファミリー美術館」が行われた。展示室での子どもたちによる作
品制作の様子。 

・里美村（現・常陸太田市）の茨城県立里見野外活動センターの森で行われた、子どもたちによる
山小屋づくりの様子。 
1989/--/-- 水戸市、里美村（現・常陸太田市） 
 
■トピックス：アジアの若人 力と技を競う［大洗町］ 
・大洗町総合運動公園体育館で行われた、アジアレスリング選手権大会の様子。 
・大会に先立ち、レスリング選手を招いて行われた「歓迎地引網」の様子。 
1989/--/-- 
 
■華やかに全国育樹祭［大子町］ 
・平成元年10月29日、大子町の奥久慈憩いの森で開かれた第13回全国育樹祭開会式の様子。緑
化功労者の表彰など。 
・育樹祭では皇太子徳仁親王により、昭和51年第27回全国植樹祭で昭和天皇皇后両陛下が植樹

されたスギとヤマザクラの「お手入れ」が行われ、翌日、那珂町（現・那珂市）県民の森の「森のカ
ルチャーセンター（平成2年開館）」及び高萩市森林公園（お手まき記念の森）にて昭和天皇皇后両
陛下がお手播きされたスギとイチョウをご見学された。（No.94参照） 
1989/10/-- 大子町ほか 

県だより No.146 （Vol.42-2）  

平成元年度（1989年10月頃） 
制作：茨城県 ［10:24］ 

・第13回全国育樹祭 
・県美術館「ファミリー美術館」 ほか 

第13回全国育樹祭「お手入れ」 

山小屋づくり 県近代美術館「ファミリー美術館」 



■鹿島は開港20年［神栖町・鹿島町］ 
・平成元年7月に神栖町（現・神栖市）で行われた鹿島港開港20周年記念式典の様子。 

・鹿島港を行き交う船舶、貨物の積み下ろし、鹿島臨海工業地帯など鹿島港周辺の風景。穀物サ
イロ内の穀物袋詰めライン風景。南公共埠頭の建築の様子。 
1989/7/-- 神栖町（現・神栖市）、鹿島町（現・鹿嶋市） 
 
■トピックス：みんなで楽しむレク、スポーツ［東海村（※那珂町）］ 

・県民スポーツレクリエーション祭の会場の一つ、笠松運動公園で行われたレクリエーション（輪投
げ、ダンス、グラウンドゴルフ、陸上競技教室、サッカー親善試合）の様子。 
1989/--/-- 那珂町（現・那珂市） 
 
■トピックス：メッセで茨城をPR 
・平成元年11月13日～19日に日本コンベンションセンター（幕張メッセ）国際展示場で行われた、国
際アーバンインフラ・テック'89での茨城県ブースの様子。常陸那珂地区開発計画立体モデルなど
が展示された。 
1989/11/-- 千葉県 
 
■青年の船 中国で交流 
・平成元年度茨城県青年の船が鹿島港を出港した。中国、韓国を回る（映像は中国まで）。 
・茨城県青年の船出港式。総団長を務める竹内藤男県知事による励ましの言葉。 
・船上での船祭り。天津へ到着。人民大会堂での歓迎会。11月20日、天津市内の公園に記念碑を
設置した。天安門広場など風景。 
1989/11/-- 鹿島町（現・鹿嶋市）、中国 

県だより No.147 （Vol.42-3）  

平成元年度（1989年11月頃） 
制作：茨城県 ［10:10］ 

・国際アーバンインフラ・テック'89 
・鹿島港開港20周年 ほか 

国際アーバンインフラ・テック 

茨城県青年の船を歓迎する天津の小学生 20周年を迎えた鹿島港 



 
■利根川に22本目の大橋［岩井市］ 
・平成2年1月10日、下総利根大橋有料道路が完成し、開通式が執り行われた。1月11日より供用
開始。 
・岩井市農家でのレタス収穫～出荷の様子。市内電線製造工場からの製品出荷の様子。 
1990/1/10 岩井市（現・坂東市） 
 
■トピックス：住まいの博覧会［水戸市］ 
・平成2年3月、水戸市民体育館で「いばらき住まい博'90」が開催された。障害者向け住宅設備等
の展示。地震体験コーナー。木工教室。 
1990/3/-- 水戸市 
 
■トピックス：ごみのない霞ヶ浦に［麻生町］ 
・霞ヶ浦周辺住民8万人が参加した清掃大作戦。麻生町での清掃活動の様子。 
1990/--/-- 麻生町（現・行方市） 
 
■高齢社会にそなえて［大子町・勝田市・水戸市］ 
・茨城わくわくキャンペーンとして、大子町で行われた久慈郡社会福祉大会の様子。福祉機器展示。 
・勝田市（現・ひたちなか市）のシルバーリサイクルセンターでの自転車修理の様子。 
・水戸市デイ・サービスセンター葉山荘での業務風景。入浴補助等。 
1990/--/-- 大子町ほか 

県だより No.148 （Vol.42-4）  

平成元年度（1990年3月頃） 
制作：茨城県 ［09:29］ 

・下総利根大橋有料道路開通式 
・高齢社会にそなえて ほか 

下総利根大橋有料道路開通式 

いばらき住まい博'90 霞ヶ浦清掃作業 



 
■生涯にわたり学ぶ意欲［那珂町・八郷町］ 
・茨城県フラワーパークで行われた長寿学園園芸コースの講座の一幕。挿し木の授業風景。 

・茨城女子短期大学で行われた長寿学園健康コースの一幕。グラウンドでの玉入れや二人三脚
の様子。 
1990/--/-- 八郷町（現・石岡市）、那珂町（現・那珂市） 
 
■トピックス：新鮮さをアピール茨城ブランド［旭村・東京］ 
・旭村（現・鉾田市）集出荷所でのトマトの出荷の様子。 
・東京都で行われた、いばらき園芸ヤングフェスタ、いばらきメロンフェアの様子。 
1990/--/-- 旭村（現・鉾田市）、東京都 
 
■トピックス：花の万博 茨城県の日 
・平成2年に開催された国際花と緑の博覧会（4月1日～9月30日）、茨城県の日（6月6日）のアトラ

クションの様子。会場風景。「吐玉泉の庭」、水府神楽、水戸黄門、ガマの油売り口上、パレードな
ど。 
1990/6/6 大阪府 
 
■新しい美術館つくばにオープン［つくば市］ 
・つくば文化会館アルス（平成2年6月2日開館）内の茨城県つくば美術館で行われた「所蔵品に見
る戦後の美術展」の様子。同館内、つくば市立中央図書館館内風景。 
1990/--/-- つくば市 

県だより No.149 （Vol.43-1）  

平成2年度（1990年6月頃） 
制作：茨城県 ［10:19］ 

・国際花と緑の博覧会「茨城県の日」 
・つくば文化会館アルス開館 ほか 

国際花と緑の博覧会「茨城県の日」 

つくば市立中央図書館 いばらきメロンフェア 



 
■つくばに開学 二つの短大［つくば市］ 
・平成2年に開学した東京家政学院筑波短期大学（現・筑波学院大学）講義の様子。パソコン教室。 
・同じく平成2年に開学した筑波技術短期大学（現・筑波技術大学）聴覚障害者の技術講義の様子。 
1990/--/-- つくば市 
 
■トピックス：親しもう にわとりと卵［茨城町］ 

・茨城町の茨城県養鶏試験場（現・茨城県畜産センター）で行われたサマースクールの様子。鶏の
展示コーナー、卵の見分け方の実験コーナー、工作コーナー。 
1990/--/-- 茨城町 
 
■トピックス：芸術館で初の野外劇［水戸市］ 
・水戸芸術館（平成2年3月22日開館）の館内外風景。 
・平成2年7月28、29日及び8月4、5日に行われた、水戸芸術館初の野外劇「千早物語」の様子。 
1990/7/-- 水戸市 
 
■霞ヶ浦浄化のフェスティバル［土浦市］ 
・「'90霞ヶ浦フェスティバル」子ども湖沼フォーラム・ふれあいコンサートでの知事講演及び作文コ
ンクール表彰式の様子。 
・ポスター展、帆引き船の模型の展示。使用済み食用油での石鹸作りデモンストレーション。 
1990/--/-- 土浦市 

県だより No.150 （Vol.43-2）  

平成2年度（1990年8月頃） 
制作：茨城県 ［10:02］ 

・つくばに開学 二つの短大 
・芸術館で初の野外劇 ほか 

水戸芸術館野外劇「千早物語」 

茨城県養鶏試験場サマースクール 筑波技術短期大学 



おさかなフェアでマグロの解体 

 
■がん制圧をめざす［水戸市・下館市］ 
・水戸市で行われた、がん制圧キャンペーンの様子。百貨店での各種展示コーナー。 
・下館保健所（現・筑西保健所）で行われた県民ミニドックの様子。 
1990/--/-- 水戸市、下館市（現・筑西市） 
 
■トピックス：森林浴を楽しむ［大子町］ 

・大子町の奥久慈憩いの森で行われた「森林浴の集い」の様子。森林浴コースの風景。キノコ汁の
炊き出しが行われた。 
1990/--/-- 大子町 
 
■トピックス：おいしいぞ茨城の魚 
・栃木県で開かれたおさかなフェアの様子。マグロの解体など。 
1990/--/-- 栃木県 
 
■トピックス：12年ぶりに御船祭［鹿島町］ 
・平成2年9月、鹿島神宮の御船祭（みふねまつり）が12年ぶりに催された（前回開催は昭和53年9
月2日：No.102参照）。鹿島町大船津（現・鹿嶋市）～千葉県佐原市（現・香取市）。香取神宮でのお
迎え行事の様子 
1990/9/-- 鹿島町（現・鹿嶋市）、千葉県 

県だより No.151 （Vol.43-3）  

平成2年度（1990年9月頃） 
制作：茨城県 ［09:58］ 

・鹿島神宮御船祭 
・奥久慈で「森林浴の集い」 ほか 

鹿島神宮御船祭御座船 

奥久慈憩いの森で「森林浴の集い」 



水戸市南町に献血ルームオープン 

 
■新しい園芸試験場［美野里町］ 

・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）での業務風景。メロンの新芽の培
養など研究の様子。 
1991/--/-- 美野里町（現・小美玉市） 
 
■トピックス：くらしに輸入品を［土浦市］ 
・霞ヶ浦文化体育会館で行われた「土浦市制施行50周年記念 いばらきインポートフェアイン土浦」
及び「県産品まつり」の会場風景。 
1991/--/-- 土浦市 
 
■トピックス：科学と文化のシビックセンター［日立市］ 
・日立シビックセンター（平成2年11月8日開館）の紹介。科学館、音楽ホール、新都市広場など。 
1991/--/-- 日立市 
 
■くつろぎの献血ルーム［つくば市・水戸市］ 
・つくば市街頭で行われた献血キャンペーンの様子。愛の献血車しらうめ3号。 
・平成2年12月15日、水戸市南町に茨城県赤十字血液センター水戸献血ルームが開所した。12月
23日の映像。 
1990/12/23 水戸市 

県だより No.152 （Vol.43-4）  

平成2年度（1991年頃） 
制作：茨城県 ［10:12］ 

・日立シビックセンター開館 
・水戸献血ルームオープン ほか 

開館間もない日立シビックセンター 

いばらきインポートフェアイン土浦 



神栖南浜地区正面護岸「1000人画廊」 

 
■予防医学プラザオープン［水戸市］ 
・平成3年4月に水戸市に開設された「いばらき予防医学プラザ」。茨城県健康科学センター（現・茨

城県立健康プラザ）の開館記念講演・シンポジウム及び展示物。水戸保健所カウンター周り。衛生
研究所の業務風景。精神保健センターの様子。 
1991/4/-- 水戸市 
 
■トピックス：水辺に花を［下妻市］ 
・平成3年5月～6月に小貝川ふれあい公園で行われた小貝川フラワーフェスティバル91の様子。 
1991/5/-- 下妻市 
 
■トピックス：絵画で飾る護岸壁［神栖町］ 
・神栖町（現・神栖市）の南浜地区正面護岸を壁画で彩る「1000人画廊」の製作風景。全長約6㎞
の護岸壁を、およそ1000人の参加者により、数年かけて壁画を製作する市民参加型プロジェクト。 
1991/--/-- 神栖町（現・神栖市） 
 
■トピックス：学ぼう草木のふしぎ［那珂町］ 

・茨城県植物園で行われた、小学生を対象にした植物教室の様子。座学と標本採取、電子レンジ
を使った押し花作りの様子。 
1991/--/-- 那珂町（現・那珂市） 

県だより No.153 （Vol.44-1）  

平成3年度（1991年5月頃） 
制作：茨城県 ［09:48］ 

・いばらき予防医学プラザ開館 
・神栖の「1000人画廊」 ほか 

小貝川フラワーフェスティバル91 

押し花づくり（茨城県植物園植物教室） 



クリスト「アンブレラ・プロジェクト」 

 
■ひたち海浜公園オープン［常陸那珂地区］ 
・平成3年10月5日、国営ひたち海浜公園が一部（70ha）開園を迎えた。開園記念式典及び翼の
ゲートでのテープカット。カルチャーゾーン、草原ゾーンなどの園内の様子。 
・草原エリアで行われた「郷土民俗芸能の集い」の様子。 
1991/10/-- 那珂湊市（現・ひたちなか市） 
 
■トピックス：天皇皇后両陛下ご来県［つくば市］ 

・天皇皇后両陛下がつくば市の研究機関を即位後初視察。防災科学技術研究所や、来日中のオ
ランダのベアトリクス女王、ウィレム＝アレクサンダー皇太子と共に機械技術研究所を訪れた。 
1991/10/-- つくば市 
 
■トピックス：交通安全の意識を高める［牛久市］ 
・牛久市民センターで行われた、茨城県交通安全フェア、第27回茨城県交通安全県民大会の様子。

各種表彰式、ポスター展示、交通安全教室、シートベルト着用効果テスト、ドライバー適性診断
コーナー、ミニ四駆。 
1991/--/-- 牛久市 
 
■トピックス：青いカサの野外美術展［里美村ほか］ 
・1991年10月8日～29日、常陸太田市、日立市、里美村に渡って直径8.69mの青色の傘1,340本を
並べた、クリスト氏による「アンブレラ・プロジェクト」 の風景。常陸太田市で行われた歓迎レセプ
ションの様子。 
1991/10/-- 里美村（現・常陸太田市）ほか 

県だより No.154 （Vol.44-2）  

平成3年度（1991年10月頃） 
制作：茨城県 ［10:05］ 

・国営ひたち海浜公園一部開園 
・天皇皇后両陛下ご来県 ほか 

国営ひたち海浜公園開園 

筑波を視察される天皇皇后両陛下 



甘藷（さつまいも）の収穫 

 
■トピックス：省エネ走行の競技会［つくば市］ 
・財団法人日本自動車研究所で行われた走行会の様子。 
1991/--/-- つくば市 
 
■トピックス：はばたけ白衣の天使たち［つくば市］ 
・茨城県立つくば看護専門学校の学内模擬実習の様子。1年生の戴帽式の様子。 
1991/--/-- つくば市 
 
■トピックス：ハンデをのりこえて［那珂町］ 
・笠松運動公園陸上競技場で行われた茨城県身体障害者スポーツ大会の様子。 
1991/--/-- 那珂町（現・那珂市） 
 
■花と青果物の銘柄づくり［土浦市・勝田市］ 
・土浦市のグラジオラスが銘柄産地の指定を受けた。収穫・出荷風景。 
・勝田市の甘藷（さつまいも）が銘柄産地の指定を受けた。収穫・出荷風景。 
1991/--/-- 土浦市、勝田市（現・ひたちなか市） 
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・省エネ走行競技会 
・県身体障害者スポーツ大会 ほか 

省エネ走行競技会 

県立つくば看護専門学校戴帽式 



ドクターカーの運用 

 
■県総合福祉会館オープン［水戸市］ 
・茨城県総合福祉会館（平成3年11月開館）内部風景。福祉機器展示ホール、福祉情報センター、
福祉PRコーナー、福祉相談室、高齢者研修室、多目的ホール、コミュニティホールなど。 
1991/--/-- 水戸市 
 
■トピックス：ちびっこたちの楽しいふれあい［大洗町］ 
・大洗町の県立児童センターこどもの城で行われたちびっこふれあい事業の様子。 
1992/--/-- 大洗町 
 
■トピックス：ドクターカーの運行が本格化［水戸市］ 
・水戸市消防本部でのドクターカー運用の業務風景。 
1992/--/-- 水戸市 
 
■トピックス：那珂川の水を霞ヶ浦に［水戸市ほか］ 
・霞ヶ浦導水事業の解説。那珂機場（平成16年完成）の建設の様子。桜川の風景。石岡市三村干
拓地先の高浜機場建設予定地風景。 
1992/--/-- 水戸市ほか 
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・県総合福祉会館オープン 
・霞ヶ浦導水事業 ほか 

建設中の那珂機場 

紙芝居に見入る子供たち 



大洗マリーナ開港記念式典 

 
■霞ヶ浦で水とふれあう［玉造町ほか］ 
・霞ヶ浦ふれあいランド水の科学館（平成4年4月1日開館）の様子。館内、館外、空撮。 
・霞ヶ浦ふれあい親子研修の様子。船上から水を汲み上げ、水質を調査する。 
1992/4/-- 玉造町（現・行方市） 
 
■トピックス：新型車両お目見え［大洗鹿島線］ 
・平成4年7月23日、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線に7000型快速「マリンライナーはまなす」が導入さ
れ、水戸駅で出発式が行われた。 
・沿線風景。大竹海岸、潮騒はまなす公園など。 
1992/7/23 水戸市ほか 
 
■トピックス：とっぷ・さんて大洋オープン［大洋村］ 
・健康増進施設「とっぷ・さんて大洋」が平成4年7月3日にオープンした（完工式は7月2日）。館内施
設利用の様子。 
1992/7/-- 大洋村（現・鉾田市） 
 
■トピックス：大洗港にマリーナ誕生［大洗町］ 
・平成4年7月、大洗マリーナ開港記念式典が行われた。 
1992/7/-- 大洗町 
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・マリンライナーはまなす出発式 
・大洗マリーナ開港記念式典 ほか 

水戸駅を発つマリンライナーはまなす 

霞ヶ浦ふれあいランド 



日立風流物（いばらきふるさとまつり） 

 
■県農業総合センター岩間町にオープン 

・茨城県農業総合センター内各所風景。県生物工学研究所。農家への指導の様子。チューリップ、
イチゴ。県立農業大学校での白菜収穫、講義風景。 
1992/--/-- 岩間町（現・笠間市）ほか 
 
■トピックス：国際交流県民フェスティバル［日立シビックセンター］ 
・日立シビックセンター新都市広場で行われた、国際交流県民フェスティバルの様子。 

・日立シビックセンター音楽ホールで行われたいばらき国際交流県民フォーラムの様子。江崎玲於
奈筑波大学学長による基調講演や、パネルディスカッションが行われた。アトリウムでの写真展。 
1992/--/-- 日立市 
 
■トピックス：いばらきふるさとまつり［石岡市運動公園］ 
・石岡市運動公園で行われた「いばらきふるさとまつり'92県民ふれあいの祭典」の様子。県産品祭
り、宇宙展や国際交流の広場での留学生茶屋が催された。 
・郷土民俗芸能の集い。日立風流物、伊奈町の綱火、常陸国総社宮祭礼の石岡囃子。 
1992/--/-- 石岡市 
 
■トピックス：都市公園あいつぎオープン 
・茨城県営都市公園の県西総合公園が一部開園。園内風景。 
・笠間芸術の森公園が一部開園。「IBARAKIウォークフェスティバル」の様子。 
1992/--/-- 下館市（現・筑西市）、笠間市 
 
■（広告映像）花と緑の祭典グリーンフェア'93いばらき 
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・国際交流県民フェスティバル 
・いばらきふるさとまつり'92 ほか 

国際交流県民フェスティバル 

県農業総合センター業務風景 



日立おさかなセンター 

 
■天皇皇后両陛下ご来県［鹿島・神栖］ 
・平成4年11月9日、天皇皇后両陛下が鹿島地方に来県された。県鹿島港湾事務所屋上及び屋内
での鹿島港周辺の説明の様子。 
・11月10日、鹿島神宮をご参拝。特別養護老人ホームサントピア鹿島、鹿島港南物流センター、県
農業総合センター鹿島地帯特産指導所を視察された。 
1992/11/-- 鹿島町（現・鹿嶋市）、神栖町（現・神栖市） 
 
■トピックス：吾国山の自然に親しむ集い［県立吾国山洗心館］ 
・笠間市の県立吾国山洗心館で行われた「自然に親しむ集い」の様子。県内の親子50人が参加し
た。凧作り、天体観測、ラジオ体操、餅つき。（洗心館は平成20年度末で閉館） 
1992/--/-- 笠間市 
 
■トピックス：新鮮な海の幸を安く［日立おさかなセンター］ 
・久慈漁港での水揚げの様子。日立おさかなセンター（平成4年オープン）店内の様子。 
1992/--/-- 日立市 
 
■トピックス：シートベルト着用をすすめる 
・常陸太田市周辺でのシートベルト着用推進運動の様子。シートベルト効果体験車。 
1992/--/-- 常陸太田市 
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・天皇皇后両陛下ご来県 
・日立おさかなセンターオープン ほか 

鹿島神宮を訪れた天皇皇后両陛下 

久慈漁港の水揚げ 



つくば国際貨物ターミナル株式会社（TICT） 

 
■内陸通関拠点つくば国際貨物ターミナル 
・茨城県の第三セクター、つくば国際貨物ターミナル株式会社（TICT、平成4年5月7日設立、平成25
年3月31日解散）の業務風景。 
・つくば市空撮。 
・鹿島税関支署日立出張所つくば方面事務所の業務風景。 
1993/3/1 つくば市 
 
■トピックス：コミュニティの駅上小川 
・新築されたJR東日本水郡線上小川駅の風景。駅舎内、大子町役場上小川出張所業務風景。中
央公民館上小川分館の利用の様子。詩吟の稽古。上小川ステーションライブラリー風景。 
1993/--/-- 大子町 
 
■トピックス：東京芸大取手校地 
・取手市の東京芸術大学取手校地（平成3年10月開設）、創作研究作品展の様子他。 
199-/--/-- 取手市 
 
■トピックス：グリーンフェア'93いばらき 
・平成5年3月27日～5月30日に偕楽園公園、千波公園で開催された花と緑の祭典グリーンフェ
ア’93いばらき（第10回全国都市緑化いばらきフェア）開会式典及び会場内の様子。 
1993/3/27 水戸市 

県だより No.160 （Vol.45-4）  

平成4年度（1993年3月頃） 
制作：茨城県 ［12:35］ 

・グリーンフェア'93いばらき 
・東京芸大取手校 ほか 

花と緑の祭典グリーンフェア'93いばらき 

水郡線上小川駅 



県立海洋高校実習船鹿島丸 

 
■鹿島にサッカースタジアム完成 
・平成5年5月4日、茨城県立カシマサッカースタジアム完成式典。鹿島アントラーズ対フルミネンセ
FC（ブラジル）のプレシーズンマッチが行われた。 
1993/5/4 鹿島町（現・鹿嶋市） 
 
■トピックス：ごみの減量化をめざして―ごみ減量推進大会― 
・平成5年5月11日、茨城県ごみ減量推進大会が行われた。 
1993/5/11 水戸市ほか 
 
■トピックス：生涯学習センターオープン 
・平成5年5月に水戸市愛宕町に開所した茨城県水戸生涯学習センターの業務風景、県民大学の
講義の様子。 
1993/--/-- 水戸市 
 
■トピックス：夏休み研修にぎやかに 
・平成5年8月8日、筑波ふれあいの里で行われた「親と子の自然教室」の様子。座学と自然観察。 
1993/8/8 つくば市 
・平成5年8月21日、県立海洋高校所有の漁業実習船「鹿島丸」に中学生が体験乗船。大洗港を出
港し、船上で海水の調査などを行った。 
1993/8/21 大洗町 
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・カシマサッカースタジアム完成 
・水戸生涯学習センターオープン ほか 

対フルミネンセFCの観客席 

カシマサッカースタジアム 



建設中の常陸那珂港大型ケーソン 

 
■橋本知事就任 
・平成5年9月26日、竹内藤男県知事の辞職に伴い、県知事選挙が行われた。即日開票、橋本昌
氏が当選。 
・平成5年10月1日、橋本昌県知事初登庁。就任挨拶。初庁議。事務引き継ぎの様子。 
1993/--/-- 水戸市ほか 
 
■トピックス：正しい知識でエイズ予防 
・土浦市で開催されたエイズ予防県民シンポジウムの様子。 
・保健所で行われた無料匿名検査、茨城県衛生研究所での抗体検査の様子。 
1993/--/-- 土浦市ほか 
 
■トピックス：いばらき農林水産フェア 
・平成5年8月27日～9月2日、東京日本橋の三越日本橋店地下食品売り場で行われた第3回いば
らき農林水産フェアの様子。 
1993/8/-- 東京都 
 
■トピックス：整備が進む常陸那珂港 
・常陸那珂港の建設工事風景。9月21日、大型ケーソンの仮置きが行われた。 
1993/9/21 那珂湊市（現・ひたちなか市） 
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・橋本昌新県知事就任 
・整備が進む常陸那珂港 ほか 

橋本昌県知事初登庁 

茨城県衛生研究所での抗体検査 



ヘリコプターによる救助訓練 

 
■森田茂画伯に文化勲章 
・茨城県出身の画家、森田茂氏が文化勲章を受章した。平成5年11月3日、皇居で行われた文化
勲章伝達式の様子。インタビュー及び関連映像。 
1993/11/3 東京都ほか 
・平成5年12月20日、39年ぶり3人目の茨城県名誉県民に選定され、橋本昌県知事より表彰された。 
1993/12/20 水戸市 
 
■トピックス：日立中央インター日立有料道路開通 
・平成5年10月20日、常磐自動車道日立中央IC及び日立有料道路の開通式が行われ、供用が開
始された。 
1993/10/20 日立市 
 
■トピックス：高萩市で総合防災訓練 
・平成5年11月5日、高萩市で山林火災を想定した総合防災訓練が行われた。ヘリによる消火剤散
布など。 
1993/11/5 高萩市 
 
■トピックス：明日の茨城を考えるつどい 
・平成5年11月15日、土浦市で行われた「明日の茨城を考えるつどい」の様子。 
1993/11/15 土浦市 
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・森田茂画伯に文化勲章 
・日立有料道路開通 ほか 

森田茂画伯に文化勲章 

日立有料道路開通式 



サントリーチャンピオンシップ 

■第6回世界湖沼会議へ向けて 
・平成6年2月11日～12日、国際湖沼環境委員会科学委員13人が来県し、第6回世界湖沼会議
（霞ヶ浦'95 平成7年10月開催）の会場視察を行った。2月11日、歓迎レセプション。2月12日、雪。
サンレイク土浦で行われた「第6回世界湖沼会議科学プログラム委員会」の様子。 
1994/2/-- つくば市、土浦市 
 
■トピックス：明日の茨城を考える女性フォーラム 
・平成6年2月17日、水戸市で開かれた「第1回 明日の茨城を考える女性フォーラム」の様子。橋本
昌県知事からの委員委嘱状の授与。 
1994/2/17 水戸市 
 
■トピックス：ふるさとフェア'94 
・平成6年1月21日～23日、東京ドームで開催された「ふるさとフェア'94」、茨城県ブースの風景。 
1994/1/-- 東京都 
 
■トピックス：文化の薫る駅 
・平成6年1月20日より、新築された東海駅の橋上駅舎が営業を開始した。1F文化資料室、2Fス
テーションギャラリーの風景。 
1994/1/-- 東海村 
 
■トピックス：ありがとうアントラーズ 
・平成6年1月に国立霞ヶ丘陸上競技場で行われたJリーグサントリーチャンピオンシップ、鹿島アン
トラーズ対ヴェルディ川崎戦の様子。 
1994/1/-- 東京都 
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・明日の茨城を考える女性フォーラム 
・東海駅橋上駅舎完成 ほか 

新築された東海駅とスーパーひたち 

雪の霞ヶ浦 



竜神大吊橋竣工 

 
■進む新しい県計画づくり 
・平成6年4月26日、第1回茨城県総合計画審議会が開催された。委員への委嘱状の交付、会長
選出、知事から会長への諮問書の提出の様子。 
1994/4/26 水戸市 
・平成6年6月23日、鉾田町で鹿行地域の県計画づくり懇談会が開催された。 
1994/6/23 鉾田町（現・鉾田市） 
 
■トピックス：新名所誕生竜神大吊橋 
・平成6年4月27日、常陸太田市にて竜神大吊橋竣工式が行われた。空撮あり。 
1994/4/27 常陸太田市 
 
■トピックス：十王ダム完成【ノイズあり】 
・平成6年5月27日、十王町にて十王ダム竣工式典が行われた（竣工は3月）。 
・十王パノラマ公園風景。ダム周辺空撮あり。 
1994/5/27 十王町（現・日立市） 
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・竜神大吊橋竣工、十王ダム竣工 
・第1回県総合計画審議会 ほか 

十王ダム竣工 

十王ダム竣工 



常磐自動車道 

■世界湖沼会議プレ会議開催 
・霞ヶ浦周辺風景。 
・平成7年開催予定の湖沼会議に先立ち「世界湖沼会議プレ会議～霞ヶ浦・21世紀へ～」が、平成
6年8月21日、土浦市で開催された。会議やパネル展の様子。 
1994/8/21 土浦市 
 
■トピックス：親子ふれあい船上ウォッチング 
・国際家族年の一環として、平成6年8月8日、親子ふれあい船上ウォッチングが大洗港停泊中の
カーフェリー「さんふわらあみと」船上で行われた。デッキ、ブリッジ、似顔絵教室など。 
・同日、大洗マリンタワー横で開催された「国際家族年記念列島キャラバンin茨城」の様子。 
1994/8/8 大洗町 
 
■トピックス：いばらき県民フェスティバル 
・平成6年10月22日～23日、県民文化センターと千波公園で「いばらき県民フェスティバル」が催さ
れた。「県産品まつり」を訪れる橋本昌県知事。「第30回茨城県交通安全県民大会」「県民音楽祭」
「いばらきヤングフェスティバル（サッカー教室など）」。 
1994/10/-- 水戸市 
 
■トピックス：2000年開業へ常磐新線（※現・つくばエクスプレス） 
・つくばみらい市常磐自動車道上空（みらい平駅付近）など空撮。 
・平成6年7月7日、茨城県・つくば市・地権者による常磐新線沿線開発三者協議調印式が行われ
た。 
・平成6年10月28日、秋葉原駅前で常磐新線起工式が執り行われた。 
1994/--/-- つくば市ほか 

県だより No.166 （Vol.47-2）  

平成6年度（1994年10月頃） 
制作：茨城県 ［11:36］ 

・茨城県民フェスティバル 
・常磐新線起工式ほか 

常磐新線（つくばエクスプレス）起工式 

世界湖沼会議プレ会議 



茨城県植物園熱帯植物館 

 
■常陸宮御夫妻ご来県 
・平成6年11月11日～12日、常陸宮御夫妻が御来県（6年ぶり8度目）。11日の御動向について。 

・茨城県農業総合センター、重度身体障害者授産施設しらゆり荘及び身体障害者療護施設しらう
め荘、宇宙開発事業団（現・JAXA）筑波宇宙センター、国立科学博物館昭和記念研究資料館をご
視察された。 
1994/11/11 つくば市 
 
■自然博物館開館 
・平成6年11月11日～12日、常陸宮御夫妻が御来県（6年ぶり8度目）。12日の御動向について。 
・ミュージアムパーク茨城県自然博物館開館記念式典にご臨席された（開館は13日） 
・テープカット、開館記念式典と、両殿下による開館記念御手植えの様子。 
・スタディルームなど館内外の一般利用風景。 
1994/11/12 岩井市（現・坂東市） 
 
■トピックス：熱帯植物館オープン 
・平成6年10月31日、那珂町（現・那珂市）で行われた茨城県植物園熱帯植物館開館式典の様子。
館内風景。 
1994/10/31 那珂町（現・那珂市） 

県だより No.167 （Vol.47-3）  

平成6年度（1994年11月頃） 
制作：茨城県 ［12:48］ 

・茨城県自然博物館開館 
・県植物園熱帯博物館開館 ほか 

常陸宮御夫妻、筑波宇宙センターをご視察 

茨城県自然博物館開館記念の御手植え 



被災地での応急危険度判定士の活動 

■北浦大橋開通 
・平成7年2月22日、北浦大橋開通記念式典が行われた。渡り初め及び橋周辺風景。 
1995/2/22 麻生町（現・行方市）、大野村（現・鹿嶋市） 
 
■トピックス：介護機器移動展示車完成 
・平成7年3月11日、日立保健所健康フェスティバルに介護機器移動展示車「茨城ほほえみ号」が
お目見えした。内部の様子。 
・フェスティバルシンポジウム「あなたの老後だれが支えますか」の様子。福祉相談、健康相談など。 
1995/3/11 日立市 
 
■トピックス：阪神・淡路大震災救護活動 
・阪神・淡路大震災から2週間。現地での応急危険度判定士、茨城県立中央病院医療チーム、の
活動の様子。 
1995/2/-- 兵庫県 

県だより No.168 （Vol.47-4）  

平成6年度（1995年3月頃） 
制作：茨城県 ［09:44］ 

・北浦大橋開通 
・阪神・淡路大震災救護活動 ほか 

北浦大橋を望む 

阪神・淡路大震災被災地空撮 

介護機器移動展示車「茨城ほほえみ号」 北浦大橋開通式 



■県地域がんセンター完成 
・平成7年4月20日、茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター竣工式が、県立中央看護専門
学院で行われた。施設及び設備の紹介。橋本知事祝辞。 
1995/4/20 友部町（現・笠間市） 
 
■県立医療大学開学 
・平成7年5月29日、茨城県立医療大学開学記念式典が行われた。橋本知事祝辞。校内風景。 
1995/5/29 阿見町 
 
■県栽培漁業センターオープン 
・平成7年8月1日、茨城県栽培漁業センターが開所。鹿島セントラルホテルで開所式典が行われた。
施設の空撮及び魚類棟、管理棟展示施設ほか施設内風景。 
1995/8/1 鹿島町（現・鹿嶋市） 
 
■鹿嶋市誕生 
・平成7年9月1日、鹿島町と大野村が合併し、鹿嶋市が誕生した。鹿島勤労文化会館で行われた
鹿嶋市誕生記念式典の様子。橋本知事祝辞。市民インタビュー。カシマサッカースタジアム空撮。 
1995/9/1 鹿嶋市 
・平成7年6月5日、鹿島ハイツで行われた鹿島町・大野村合併協定調印式の様子。 
1995/6/5 鹿島町（現・鹿嶋市） 
 
■万代橋開通 
・平成7年9月6日、水戸市の那珂川に架かる国道349号の斜張橋「万代橋（よろずよばし）」の開通
式が行われた。渡り初め。利用者インタビュー。空撮。 
1995/9/6 水戸市 

県だより No.169 （Vol.48-1）  

平成7年度（1995年9月頃） 
制作：茨城県 ［15:23］ 

・鹿嶋市誕生 
・茨城県立医療大学開学 ほか 

鹿嶋市誕生 

万代橋開通 県立医療大学開学 



■茨城県介護実習・普及センターオープン 
・平成7年10月2日、茨城県総合福祉会館内に茨城県介護実習・普及センターがオープンし、開所
式が執り行われた。センター内の紹介。介護研修の様子。受講者インタビュー。 
1995/10/2 水戸市 
 
■第6回世界湖沼会議開催 
・平成7年10月23日、筑波大学大学会館で行われた第6回世界湖沼会議 霞ヶ浦'95開会式の様子。
皇太子徳仁親王御夫妻ご列席。橋本県知事祝辞。 
・皇太子御夫妻はミュージアムパーク茨城県自然博物館をご視察。 
・10月25日に行われた、国際湖沼環境政策フォーラムの様子。 

・期間中に行われた「いばらき県民まつり」の様子。「郷土民俗芸能の集い（土浦新川囃子新城
組）」「県産品まつり」「環境フェア―展 霞ヶ浦の水質『過去・現在・未来』」 
・10月27日、土浦市民会館で行われた閉会式の様子。霞ヶ浦宣言の採択。 
1995/10/-- つくば市ほか 
 

県だより No.170 （Vol.48-2）  

平成7年度（1996年3月頃） 
制作：茨城県 ［14:23］ 

・県介護実習・普及センターオープン 
・第6回世界湖沼会議 ほか 

第6回世界湖沼会議開会式 

第6回世界湖沼会議閉会式 国際湖沼環境政策フォーラム 

皇太子夫妻、県自然博物館をご視察 茨城県総合福祉会館 

1/2 



 
■茨城県工業技術センター窯業指導所「匠工房・笠間」完成 
・平成7年11月24日、茨城県工業技術センター窯業指導所「匠工房・笠間」竣工記念式典が行わ
れた。橋本知事による表彰式。笠間焼展示会。 
・「匠工房・笠間」焼成室、新機能開発室など施設紹介。 
1995/11/24 笠間市 
 
■大好きいばらき県民運動始動 
・平成7年10月15日、霞ヶ浦総合公園で行われた旗揚げ宣言集会の様子。橋本知事も参加しての
植樹、土浦駅及び湖岸での清掃作業。 
1995/10/15 土浦市 
・平成8年3月19日、大好きいばらき県民運動交流フォーラム'96の様子。 
1996/3/19  
 
■新県庁舎 安全祈願祭 
・平成8年1月31日、水戸市笠原町で茨城県庁舎行政棟、議会棟、県警本部庁舎合同の起工式
（安全祈願祭）が行われた。 
1996/1/31 水戸市 

県だより No.170 （Vol.48-2）  

平成7年度（1996年3月頃） 
制作：茨城県 ［14:23］ 

・窯業指導所「匠工房・笠間」完成 
・新県庁舎起工式 ほか 

茨城県庁行政棟建設予定地 2/2 

3庁舎合同起工式 「匠工房・笠間」竣工記念式典 



いばらきフェア‘96（三越銀座）  

■高円宮同妃両殿下御来県 第2回世界盲人マラソンかすみがうら大会に御臨席 
・平成8年4月20日～21日、高円宮同妃両殿下が御来県された。 
・4月20日：岩井町（現・坂東市）のミュージアムパーク茨城県自然博物館、つくば市の農業研究セ
ンターつくばリサーチギャラリー、土浦市の上高津貝塚ふるさと歴史の広場をご視察。 
・4月21日：第2回世界盲人マラソンかすみがうら大会及び第6回かすみがうらマラソン大会に御臨
席。橋本知事祝辞。大会風景。 
1996/4/-- 土浦市ほか 
 
■2002年ワールドカップサッカー本県招致に向けて 
・平成8年6月1日、カシマサッカースタジアムで鹿嶋市へのワールドカップ招致のPRイベントが開か
れた。 
1996/6/1 鹿嶋市 
 
■はじめての「海の日」―県内各地でイベント― 
・平成8年7月20日より施行された「海の日」関連イベントの様子。大洗海岸。ひたちなか市でのパ

レード。那珂湊海上保安部巡視船あかぎを用いた体験航海。茨城県水産試験場調査船ときわの
内部一般公開。ヨットフェスティバル霞ヶ浦'96。霞ヶ浦での水質検査。 
1996/7/20 大洗町ほか 
 
■いばらきフェア'96 豊かな産品を都内でPR 
・平成8年9月24日～30日に三越銀座で開催された「いばらきフェア'96 茨城の味と工芸の祭典」の
様子。橋本知事挨拶。 
1996/9/24 東京都 

県だより No.171 （Vol.49-1）  

平成8年度（1996年9月頃） 
制作：茨城県 ［15:10］ 

・第2回世界盲人マラソンかすみがうら大会 

・「海の日」施行関連イベント ほか 

世界盲人マラソンかすみがうら大会 

ヨットフェスティバル霞ヶ浦'96 



茨城県立医療大学付属病院MRI 

 
■大好き いばらき 福祉むら 
・平成8年10月5日、笠松運動公園補助陸上競技場で行われた「大好き いばらき 福祉むら」の様子。
橋本知事挨拶。同体育館での車いすバスケットボール大会など。 
1996/10/5 那珂町（現・那珂市） 
 
■東水戸道路が開通 
・平成8年12月2日、東水戸道路の水戸南IC―水戸大洗IC間が供用を開始した。開通式、渡り初め
の様子。 
1996/12/2 水戸市 
・11月24日に行われた、自動車専用道路を歩く記念イベントの様子。 
1996/11/24 水戸市 
 
■県立医療大学付属病院オープン 
・平成8年12月3日、紹介予約制のリハビリテーション専門病院、茨城県立医療大学付属病院の竣
工記念式典が執り行われた。橋本知事祝辞。運動療法室など院内設備の紹介。 
1996/12/3 阿見町 
 

県だより No.172 （Vol.49-2）  

平成8年度（1997年1月頃） 
制作：茨城県 ［14:43］ 

・県立医療大学付属病院オープン 
・東水戸道路一部開通 ほか 

東水戸道路を歩く 

大好き いばらき 福祉むら 
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県だより No.172 （Vol.49-2）  

平成9年度（1997年1月頃） 
制作：茨城県 ［14:43］ 

・「ネットいばらき」本格スタート 
・県防災職員訓練 

茨城県災害対策本部長 橋本昌県知事 

 
■インターネット接続サービス「ネットいばらき」本格スタート 
・平成8年12月13日、友部町（現・笠間市）の茨城福祉工場ソフト開発センターで、ネットいばらき
NOC（Network Operation Center）開設式が行われた。業務風景及びパソコン教室の様子。 
1996/12/13 友部町（現・笠間市） 
 
■県職員の防災動員訓練 
・平成9年1月17日、茨城県庁で防災対策訓練が行われた。災害対策本部の設置、防災ヘリコプ
ター「つくば」の出動。三の丸庁舎空撮。 
1997/1/17 水戸市ほか 

2/2 

ネットいばらき 防災訓練に臨む県職員 

防災ヘリコプター「つくば」 防災訓練に向かう県職員 



六角堂 

 
■茨城県水田農業支援センター完成 
・平成9年6月5日、龍ケ崎市で茨城県水田農業支援センター開所式が執り行われた。テープカット、
関係者のセンター内設備の見学。 
・同年秋に収穫された米の成分分析の様子。 
1997/6/5 龍ヶ崎市 
 
■橋本県政2期目スタート 
・平成9年9月26日、再選を果たした橋本昌県知事が初登庁。就任挨拶、庁議、職員訓示。 
1997/9/26 水戸市 
 
■鹿行・県南生涯学習センター完成 
・麻生町（現・行方市）の鹿行生涯学習センター（レイクエコー内、平成9年6月5日オープン）で行わ
れた県民大学講座「絵手紙講座」などの様子。 
・土浦駅前の商業ビル、ウララ内に設置された県南生涯学習センター（平成9年10月1日オープン）
で行われている県民大学講座「古典に親しむ」の様子。 
1997/--/-- 麻生町（現・行方市）、土浦市 
 
■茨城県天心記念五浦美術館オープン 
・平成9年11月8日にオープンした茨城県天心記念五浦美術館の様子。 
1997/11/-- 北茨城市 
 

県だより No.176 

平成9年度（1998年1月頃） 
制作：茨城県 ［15:03］ 

・橋本県政2期目スタート 
・天心記念五浦美術館オープン ほか 

橋本昌県知事2選目初登庁 

鹿行生涯学習センターでの講座の様子 
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■大河ドラマ「徳川慶喜」県内ロケ始まる 
・平成9年9月22日に弘道館で行われた、平成10年度NHK大河ドラマ「徳川慶喜」の県内ロケの様
子。 
1997/9/22 水戸市 
・平成10年1月11日、千波湖畔に設けられた徳川慶喜展示館の開場式が行われた。 
・桜田門外の変、禁門の変のロケ風景。 
1998/1/11 水戸市 
・偕楽園風景。 
・県とJR共催によるデスティネーションキャンペーン（平成10年1月16日～3月31日）関連イベント。
水戸駅を発車するC58奥久慈号（水郡線）と沿線風景。 
1998/--/-- 水戸市ほか 

県だより No.176  

平成9年度（1998年1月頃） 
制作：茨城県 ［15:03］ 

・大河ドラマ「徳川慶喜」県内ロケ 
・水郡線C58奥久慈号 ほか 

大河ドラマ「徳川慶喜」弘道館ロケ 2/2 

偕楽園好文亭 「徳川慶喜」より桜田門外の変ロケ 

水郡線を走るC58奥久慈号 徳川慶喜展示館開場式 



霞ヶ浦（空撮） 

■茨城県きのこ博士館オープン 
・平成10年4月、茨城県林業技術センター内に茨城県きのこ博士館がオープンした。館内風景。 
1998/4/-- 那珂町（現・那珂市） 
 
■県立歴史館『徳川慶喜展』―最後の将軍の生きた時代― 
・平成10年5月16日～6月28日に開催された茨城県立歴史館企画展『徳川慶喜展』の様子。オープ
ニングセレモニー館内風景。徳川慶喜展開催記念「県民との交流の集い」の様子。 
1998/5/16 水戸市 
 
■霞ヶ浦水辺ふれあい事業―ヨシを植えて生態系を取り戻そう！― 
・霞ヶ浦空撮。清掃活動、葦（ヨシ）の植栽の様子。2か月後の生育の様子。 
1998/--/--  
 
■森の温泉プール‘フォレスパ大子’誕生 
・平成10年7月にオープンした大子広域公園フォレスパ大子の紹介。空撮。 
1998/7/-- 大子町 
 
■漁業取締船“とうかい”出港 
・4代目の茨城県漁業取締船「とうかい」が就航した。空撮。ブリッジの様子。 
1998/--/-- 
 
■那珂川はんらん―流域中心に大きな被害― 
・平成10年8月27日に栃木県を中心に降った集中豪雨により、翌28日、那珂川が氾濫した。水府
橋付近の被害の様子。 
1998/8/-- 水戸市ほか 

県だより No.177 

平成10年度（1998年8月頃） 
制作：茨城県 ［15:06］ 

・茨城県きのこ博士館オープン 
・那珂川氾濫 ほか 

那珂川氾濫（旧水戸プラザホテル） 

茨城県きのこ博士館 


