
茨城県ニュース、県だより No.1～No.78
【昭和23～45年度】
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■挨拶（友末洋治県知事）～メイキング映像
・水害時の映像
1948/--/--

■輸出産業

・観光地としての水郷潮来の風景と、潮来製作所（自動車玩具製造）、日立製作所多賀工
場（扇風機製造）の様子。
1948/--/-- 潮来町（現・潮来市）、多賀町（現・日立市）

■なつかしのふるさとへ
・戦後引揚げ者が水戸駅に到着した。
1948/--/-- 水戸市

■土地改良
・稲敷郡木原村の若者が、耕地の改良に乗り出す。木原村豊年祭の様子。
1948/--/-- 木原村（現・美浦村）

■病虫害防除
・結城郡結城農業高等学校の生徒による、病虫害防除の様子。
1948/--/-- 結城町（現・結城市）

■衣料の時給はめん羊から
・久慈郡下小川村西金での、綿羊の飼育の様子。
・茨城羊毛加工場での原毛加工の様子。
1948/--/-- 下小川村（現・大子町）

■道路改良
・砂利の採取風景及び那珂郡大宮土木出張所管内の道路整備の様子。
1948/--/--

茨城県映画 たち上る茨城
［平和茨城建設 No.1］

昭和23年度（1948年）
制作：茨城県社会教育課 ［19：02］

・農業経営改善、土地改良、
道路改善について

日立製作所多賀工場



■鹿島郡徳宿村
・平和茨城建設特別指定町村の一つ、鹿島郡徳宿村の取材映像。
・昭和22年2月20日に行われた「平和茨城建設農業経営改善委員会創立委員会」の様子。
・牛車による米俵の運搬。
・有機水銀系殺菌剤ウスプルン（水銀製剤１号）による種籾の消毒。
・牛馬による田畑の耕作。
・乳牛の酪農、搾乳、牛乳運搬の様子。
・繊維収穫用アンゴラウサギの飼育。
・箒作りの様子。
・とうもろこしの粒剥。とうもろこし実取り器。
・甘藷の天日干し。
1947/--/-- 徳宿村（現・鉾田市）

■久慈郡小里村の産馬事業
・畜産農業協同組合での相談・協議風景。
・友末洋治県知事による種馬の視察。
・600haの土地での馬の放し飼い風景。
・馬市に向かう列。競りにかけられる馬。
194-/--/-- 小里村（現・常陸太田市）

茨城県映画 たち上る茨城
［平和茨城建設 No.2］

昭和23年度（1948年頃）
制作：茨城県情訪課 ［10:52］

・鹿島郡徳宿村の農村風景
・久慈郡小里村の産馬事業

小里村の馬を視察する友末洋治県知事

甘藷の天日干し（徳宿村） 徳宿村民家



茨城県ニュース No.4

昭和26年度（1951年10月頃）
制作：茨城県弘報課 ［08:53］

・笠間の菊まつり、県庁職員運動会
・都々一坊扇歌百年祭ほか

筑波山

■秋
・筑波山頂へのハイキング風景。頂上からの景観。
1951/--/--

■外貨をかせぐ茨城栗
・新治郡の栗の収穫・選別・出荷風景。5匁以上の栗がハワイ・アメリカ・カナダへの輸出用となる。
1951/--/--

■簿荷の収穫始まる
・戦後、収穫量が回復した薄荷（ハッカ）の収穫・抽出風景。
1951/--/-- 石岡町（現・石岡市）

■赤い羽根共同募金始まる
・街頭での赤い羽根共同募金実施風景。
1951/--/--

■県庁職員運動会
・ルース台風が迫る昭和26年10月13日土曜日、水府競技場にて県庁職員の運動会が行われた。
1951/10/13 水戸市

■日比親善使節人形展覧会
・「日比親善使節」としてフィリピンの子供たちへ送られる人形数千点を、茨城会館にて展示した。
1951/10/25 水戸市

■都々一坊扇歌百年祭
・江戸時代末期の寄席芸人、初代都々逸坊扇歌（都々一坊とも表記・1852年没）の没後100年祭
が、昭和26年10月27日、28日の両日、国分寺扇歌堂で執り行われた。
・友末洋治県知事が参列。
1951/10/-- 石岡町（現・石岡市）

■菊まつり
・昭和26年10月下旬～11月末まで開催された、笠間稲荷神社菊まつりの風景。
1951/--/-- 笠間町（現・笠間市）



茨城県ニュース No.5

昭和26年度（1951年11月頃）
制作：茨城県弘報課 ［10:02］

・笠間の菊まつり流鏑馬神事
・開拓祭、知事会議、県展ほか

笠間の菊まつり流鏑馬神事

■古式ゆたかな流鏑馬神事
・笠間稲荷神社の菊まつり期間中に開催される、小笠原流・流鏑馬（やぶさめ）神事。
1951/11/4 笠間町（現・笠間市）

■盛大な開拓祭
・昭和26年11月9日～10日、開拓祭が茨城県庁と茨城会館で催された。
1951/11/-- 水戸市

■米作日本一県出品審査始まる
・朝日新聞社主催の米作多収穫日本一腕比べ。反当りの収穫面積や穂の長さなどで競う。
1951/--/--

■供出米割当知事会議開かる－東京－

・東京都九段の知事会館にて、根本農林大臣、安孫子食糧長官に対し、友末洋治県知事が稲作
不良による供米の対応を求めた。
1951/11/11 東京都

■県展始まる
・昭和26年11月15日～21日の1週間、水戸市の茨城会館で開かれた茨城美術展覧会風景。
1951/11/-- 水戸市

■煙草まつり
・昭和26年11月17日～19日の3日間、水府たばこを特産にする久慈郡太田町の若宮八幡宮で催
された、煙草豊穣感謝祭の様子。煙草の品評会が行われた。
1951/11/-- 太田町（現・常陸太田市）



茨城県ニュース No.6

昭和26年度（1952年1月頃）
制作：茨城県弘報課 ［10：24］

・友末知事年始挨拶
・古河の提灯祭りほか

古河の提灯まつり

■賀正
・初日の出。
1952/1/1

■新年の挨拶県知事友末洋冶
・友末洋治県知事による年始あいさつ。「サンフランシスコ講和条約の批准」「平和茨城建
設」「講和記念館」に言及した。
1952/1/--

■関東の三大奇祭古河の提灯まつり
・古河市の雀神社で行われる「提灯竿もみまつり」の様子。60尺（約18m）の竹竿の先に提
灯を括り付け、激しくぶつかり合う。
1951/12/3 古河市

■供米を阻害するもの
・供米の妨げとなるヤミ米の摘発の様子。
1951/12/18 取手町（現・取手市）

■供米一番のりの伊一少年
・父母を失い4人の弟妹を支えつつ供米を収めた猿島郡静村の金久保少年が、農林大臣
及び友末県知事から表彰を受けた。
1951/12/19 静村（現・境町）

新築住宅 河川改修工事



■講和を記念して 友末県知事
・1952年4月28日発効のサンフランシスコ講和条約を受けての、友末洋治県知事の講話。
当時の生活状況等を解説している。
・映像：第23回メーデー風景、治水風景、日立鉱山風景、住宅風景、等。
1952/--/--

■平和茨城建設最優秀者表彰式
・茨城会館にて行われた平和茨城建設最優秀者表彰式の様子。
1952/5/3 水戸市

茨城県ニュース No.7

昭和27年度（1952年5月頃）
制作：茨城県弘報課 ［07:19］

・友末洋治県知事講話ほか

友末洋治県知事講話

新築住宅 河川改修工事

F-80シューティングスター 第23回メーデー



茨城県ニュース No.8

昭和27年度（1952年8月頃）
制作：茨城県弘報課 ［10:26］

・大洗水族館開館、湊大橋開通式
・静神社磯降祭ほか

大洗水族館

■村を挙げての労力奉仕
・小幡村民による道路整備工事風景。岩を砕石機で砂利に加工する。
1952/--/-- 小幡村（現・石岡市）

■遺児靖國神社昇殿参拝す－東京九段－
・昭和27年5月20日～21日、戦争遺児たちが靖国神社を参拝した。
・上野駅ホーム、皇居、国会議事堂（外観）の映像。
1952/5/-- 東京都

■学生航空連盟滑空機命名式
・全日本学生航空連盟茨城支部結成。滑空機第一号の命名式・滑空式が行われた。
1952/7/20 下館町（現・筑西市）

■茨城県物産館開かれる－東京 上野－
・昭和27年7月5日、東京都上野の西郷会館に茨城県物産館が開館。納豆などの県産品
が並んだ。
1952/--/-- 東京都

■湊大橋開通する

・暴風雨で消失した海門橋に代わる『湊大橋』が開通。友末洋治県知事らが参加し、開通
式が行われた。
1952/8/2 那珂湊町（現・ひたちなか市） →No.28「海門橋開通」

■大洗水族館完成

・県立大洗公園に、竜宮城をイメージした初代大洗水族館が開館した。館内の様子。エイ、
カメなど。（昭和27年6月20日竣工式、翌21日に一般開館）
1952/6/-- 磯浜町（現・大洗町）

→No.75「海の子どもの国」、No.77「大洗水族館開館」

■静神社の磯降祭
・昭和47年8月14日から3日間、73年振りの開催となった、常陸二ノ宮静神社の『磯降祭
（いそおりさい）』の様子。
1952/8/-- 瓜連町（現・那珂市）～平磯町（現・ひたちなか市）



■無人灯台落成式
・波崎町に建設された無人灯台の落成式の様子。
1953/4/25 波崎町（現・神栖市）

■眞弓山の大理石活況を呈す
・阿武隈山系眞弓山で採石した大理石の仕上げ加工風景。
・常陸大理石株式会社
1953/--/-- 太田町（現・常陸太田市）

■古河の洋傘に注文殺到する
・古河洋傘協同組合での洋傘製作作業風景
1953/--/-- 古河市

■懐しのふる里へ
・昭和28年7月6日及び8日、中共地区（中国）からの第四次帰国者が帰郷した。
1953/7/--

■味覚の王座 鹿島西瓜初出荷
・昭和28年6月28日～30日、鹿島スイカ「新都（しんみやこ）」の品評会が行われた。
1953/6/-- 若松村（現・神栖市）

■茨城の海ひらく
・海水浴風景。
1953/7/--

茨城県ニュース No.11

昭和28年度（1953年7月頃）
制作：茨城県弘報課 ［10:48］

・波崎町無人灯台落成式
・鹿島のスイカほか

海水浴風景

中共地区からの帰国者 波崎の無人灯台



茨城県ニュース No.13

昭和28年度（1954年2月頃）
制作：茨城県公聴課 ［09:16］

・大洗ゴルフ場開かる
・石岡市誕生、稲田石採石ほか

中屋製菓のビスケット製造風景

■大洗ゴルフ場開かる
・昭和28年10月末、敷地6万坪の大洗ゴルフ場がオープン。文壇・映画界の著名人を集め、
ゴルフ大会が行われた。
1953/--/-- 大洗町

■県下唯一のビスケット工場
・旧下館市にあった中屋製菓株式会社のビスケット製造風景。
1954/--/-- 下館市（現・筑西市）

■需要を増す稲田石
・水戸線稲田駅近くの花崗岩採掘場における『稲田御影石』の採石・加工の様子。
1954/--/-- 西山内村（現・笠間市）

■石岡市誕生
・昭和29年2月11日、石岡市が石岡市市制施行。同日、祝賀式が行われた。
1954/2/11 石岡市

■ヒューム管の製造に大わらわ（大童）
・中川ヒューム管工業株式会社（土浦市）のヒューム管の製造、水圧試験や埋設の様子。
1954/--/-- 土浦市 →No.35「のびゆく地方作業」

新築住宅 河川改修工事



茨城県ニュース No.17
（福祉茨城）

昭和31年度（1956年5月頃）
制作：茨城県公聴課 ［10:37］

・茨城県立図書館開館
・原子力センター設置決定ほか

茨城県立図書館貸出カウンター

■秩父宮妃殿下をお迎えして（県立友部診療所）
・昭和31年3月16日、茨城県立友部療養所（現・茨城県立中央病院）の開所式が行われ、
財団法人結核予防会総裁・秩父宮妃殿下が参列された。
1956/3/16 友部町（現・笠間市）

■無形文化財高岡の綱火（筑波郡伊奈村）
・昭和30年に県の無形文化財指定を受けた高岡の綱火。昭和51年には国の重要無形民
俗文化財に指定されている。
1956/--/-- 伊奈村（現・つくばみらい市）

■県立図書館開かる（水戸）
・昭和31年2月1日、水戸市三の丸に茨城県立図書館が開館。開館後しばらく経ってから
の映像。
1956/--/-- 水戸市

■完成した藤井川防災ダム（常北町）
・昭和31年5月22日、防災専用の流水型ダムとして建設された藤井川防水ダムの完工式
が執り行われた。
1956/5/22 常北町（現・城里町）

■世界選手権に輝く卓球の大川選手（水戸市）
・昭和31年に東京で行われた世界卓球選手権大会の女子シングルスで、日本人女子とし

て初の優勝を飾った、水海道市（現・常総市）出身の大川とみ選手の歓迎会が、水戸市体
育館にて行われた。
1956/4/29 水戸市

■原子力センター設置決る正力国務相ら来県（東海村）
・正力松太郎国務大臣ら54名が東海村視察のため来県。立地予定地や阿漕ヶ浦、久慈
川等を視察し、その後、茨城県立図書館にて懇談会を実施した。
1956/4/19 東海村、水戸市



茨城県ニュース No.18

昭和31年度（1957年2月頃）
制作：茨城県秘書公聴課 ［07:52］

・原子力平和利用茨城博覧会開催
・義烈館開館ほか

原研マニピュレーターデモンストレーション

■初の功績章をおくる
・昭和31年11月3日、第1回茨城県功績者表彰式が水戸市三の丸の茨城会館で執り行わ
れ、深作安文（倫理学者）、斎藤隆三（風俗史家・美術評論家）らに功績章が授与された。
1956/11/3 水戸市

■人気を呼ぶ原子力博覧会
・昭和32年1月1日～2月5日、原子力平和利用茨城博覧会が開催された。開会式と展示
物、作業用マニピュレーターのデモンストレーションの様子。
1957/1/1 水戸市

■宇田国務相東海村を視察
・昭和32年1月31日、宇田耕一国務大臣（原子力委員会委員長）らが、建設途中の原子力
研究所（東海）の視察を行った。
1957/1/31 東海村

■義烈館公開さる
・昭和32年2月11日から一般公開された、水戸市常盤神社境内の義烈館の展示品等の映
像。
1957/2/-- 水戸市

■町の放送局を尋ねて
・新農村建設計画の一環として、稲敷郡牛久町で昭和32年2月から始まった有線放送の

運用の様子。放送が無い時間帯は電話としても使用でき、映像では電話交換風景を見る
ことができる。
1957/2/-- 牛久町（現・牛久市）



茨城県ニュース No.19

昭和32年度（1957年6月頃）
制作：茨城県秘書公聴課 ［06:39］

・久慈商港修築工事起工式
・ミス茨城選出大会ほか

ミス茨城選出大会

■壮途につく南米移住者たち
・貨客船あめりか丸に乗って南米へ移住する若者たちを見送る港の人々。
1957/--/--

■ミス茨城きまる
・昭和32年4月24日、水戸市三の丸の茨城会館にて1958年度ミス・ユニバース、ミス・ワー
ルド茨城県代表選出大会が行われた。
1957/4/24 水戸市

■久慈港の起工式
・昭和32年6月15日、久慈商港修築工事起工式。友末洋治県知事による『基石沈典の儀』
などが執り行われた。（昭和34年、日立港に改称。現・茨城港日立港区）
1957/6/15 日立市

■パトロールカーを追って
・昭和30年代。県内配備総数12台と、まだパトカーが珍しかった時代の警察官の職務の
様子。
1957/--/--

久慈港起工式 南米移住



茨城県ニュース No.20

昭和32年度（1957年9月頃）
制作：茨城県秘書公聴課 ［08:48］

・原研JRR-1火入式
・サンマ漁大漁祈願際ほか

日本原子力研究所第一号実験原子炉JRR-1

■すわらじ劇園水戸公演
・昭和32年7月6日、茨城会館にて国連加盟記念社会福祉振興として、『すわらじ劇園（京
都）』の公演が行われた。演目は中村吉蔵作「白隠」からの1幕及び、第1回国連劇入選作
品・矢野寿男作「父の声・母の声」からの1幕。
・友末洋治県知事と佐藤尚武日本国際連合協会会長による挨拶。
1957/7/6 水戸市

■青少年久慈の家開く

・久慈郡大子町上小川駅近くの「奥久慈青少年の家」で行われた、青少年らのキャンプの
様子。
1957/--/-- 大子町

■友末知事米国視察の旅より帰る
・昭和32年9月3日、友末洋治県知事が米国視察（昭和32年7月18日～9月3日）より帰国し
た。羽田空港到着時のインタビュー映像。ダグラスDC-7C。
・翌4日水曜日、水戸市三の丸の茨城県庁に帰投した。
1957/9/-- 東京都、水戸市

■サンマ船団勇躍出航す
・サンマ漁の解禁を控えた、大漁祈願際の様子及び出航の様子。
1957/9/5 那珂湊市（現・ひたちなか市）

■第一号原子炉の火入式
・昭和32年9月18日、日本原子力研究所第一号実験原子炉（JRR-1）の火入式が行われた。

正力松太郎（原子力委員会委員長・国務大臣）、安川第五郎（日本原子力研究所初代理
事長）、及び友末洋治県知事らが参列した。
1957/9/18 東海村



茨城県ニュース No.21

昭和32年度（1957年12月頃）
制作：茨城県秘書公聴課 ［05:30］

・水海道市での移動県民室
・日赤創立80周年記念大会ほか

第3回移動県民室

■移動県民室ひらく
・昭和32年11月28日、水海道市にて、県知事や部課長が市民の意見や要望を聞く「第3回
移動県民室」が開催された。
1957/11/28 水海道市（現・常総市）

■トピックス：靖国神社奉賛会茨城県本部設立総会
・昭和32年10月8日、水戸市の水産農林会館で行われた靖国神社奉賛会茨城本部設立
総会の様子。
1957/10/8 水戸市

■トピックス：第1回茨城県公衆衛生事業大会
・昭和32年10月13日、茨城会館で行われた茨城県公衆衛生事業大会の様子。
1957/10/13 水戸市

■トピックス：日赤創立80周年記念茨城支部表彰式及び奉仕団大会
・ 昭和32年12月9日、茨城会館で行われた日本赤十字社の80周年記念行事。
・日本赤十字社名誉副総裁三笠宮妃殿下が参列。
1957/12/9 水戸市

■きじの放翔始まる
・久慈郡大子町の茨城県有益鳥養殖場で育てた雉の放鳥の様子と施設の紹介。
1957/--/-- 大子町

第一回茨城県公衆衛生事業大会 孵卵器



茨城県ニュース No.22

昭和32年度（1958年3月頃）
制作：茨城県秘書公聴課 ［07:42］

・日立製作所輸出用車両製造
・偕楽園復元完工式ほか

再建された偕楽園好文亭

■東南アジアに輸出する電気機関車
・日立製作所水戸工場での輸出用電気機関車・インド国鉄用電気機関車の製造の様子。
1957/--/-- 勝田市（現・ひたちなか市）

■久慈港の建設すすむ

・久慈商港（現・茨城港日立港区）着工からおよそ一年後の建設状況について。空撮映像
あり。テトラポッドやケーソンの設置の様子。
1957/--/-- 日立市

■トピックス：中国紅十字会李徳全会頭らの一行が水戸来訪
・昭和32年12月21日に茨城会館で行われた中国紅十字会歓迎県民集会の様子。
1957/12/21 水戸市

■トピックス：霞ヶ浦北浦の神宮橋架け替え工事起工式
・昭和32年12月22日に県立鹿島高等学校で行われた神宮橋起工式の様子。根本建設大
臣、友末洋治県知事らが参列した。
1957/12/22 鹿島町（現・鹿嶋市）

■トピックス：岸首相らが原子力研究所を視察
・昭和33年1月6日、岸信介首相らが原子力研究所の視察に訪れた。
1958/1/6 東海村、水戸市

■トピックス：鹿島神宮祭頭祭
・昭和33年3月9日に行われた鹿島神宮祭頭祭の様子。
1958/3/9 鹿島町（現・鹿嶋市） →No.78 「昭和45年度祭頭祭」

■トピックス：偕楽園好文亭復元完工祝賀式
・昭和33年2月28日、戦災により一度焼失した偕楽園の好文亭の再建が完了した。
1958/2/28 水戸市

■トピックス：昭和33年度第1回定例県議会
・昭和33年3月8日から開催された定例県議会の様子。
1958/3/-- 水戸市



茨城県ニュース No.23

昭和33年度（1958年5月頃）
制作：茨城県秘書公聴課 ［08:15］

・老後の楽園老人ホーム
・原子力科学館落成式ほか

日立製作所・電線製造工場

■拡張された日立電線工場
・日立電線株式会社の電線製造及び、アルミ線製造工場の様子。
1958/5/-- 日立市

■老後の楽園老人ホーム
・水戸市堀町の茨城県立水戸養老院での生活風景。広間に集ってテレビを鑑賞している。
1958/--/-- 水戸市

■トピックス：県立原子力館落成式
・昭和33年3月31日、水戸市にて茨城県立原子力館の落成式が行われた。開館は翌4月。

※昭和41年には本館を継承吸収した原子力展示館が、東海村に設置された。

1958/3/31 水戸市

■トピックス：久慈川・栄橋、那珂川・千歳橋完工式
・久慈川に架かる栄橋（瓜連町―金砂郷町）の完工式。
・友末洋治県知事らによるテープカット。旧橋の風景。
1958/4/16 瓜連町（現・那珂市）―金砂郷町（現・常陸太田市）
・那珂川に架かる千歳橋（水戸市内）の完工式。旧橋の風景。
1958/4/14 水戸市

■トピックス：身体障害者の筑波登山訓練
・筑波線紫尾駅から筑波山頂まで7㎞を歩いた筑波登山訓練の様子。
1958/5/8 筑波山 →No.50昭和39年5月「身体障害者筑波登山」

■トピックス：婦人相談所及び保護施設『若葉寮』落成式
・昭和33年5月13日、水戸市にて婦人相談所の落成式が行われた。
1958/5/13 水戸市

■古河の洋傘生産に大わらわ（大童）
・古河市洋傘商工協同組合の洋傘製造の様子。
1958/--/-- 古河市



茨城県ニュース No.24

昭和33年度（1958年9月頃）
制作：茨城県秘書公聴課 ［10:49］

・茨城県分庁舎竣工、土浦七夕まつり
・大子灯籠流しほか

道路整備協力隊活動

■道路整備協力隊活動始める 太田・大宮
・昭和33年8月9日～10日に行われた道路整備の様子。
1958/8/-- 常陸太田市、大宮町（現・常陸大宮市）

■蚊や蝿のいない街を作った人たち 笠間
・側溝などの消毒の様子。家庭ごみから焼却までのごみ処理について。
1958/--/-- 笠間市

■トピックス：茨城県庁分庁舎竣工
・三の丸の旧県庁舎隣に県の分庁舎が完成し、竣工式が執り行われた。水戸市街風景。
1958/8/11 水戸市

■トピックス：大子町で慰霊灯籠流し開催
1958/8/9 大子町

■トピックス：土浦市で恒例の七夕まつり開催
・昭和33年8月9日～11日に行われた七夕まつり風景。
1958/8/-- 土浦市

■トピックス：第11回全国労働組合体育大会開催
・昭和33年8月17日、茨城県総合グラウンドで第11回全国労働組合体育大会が開催され

た。始球式に友末洋治県知事が登場した野球の他、卓球、バレーボール、テニスの競技
の様子。
1958/8/17 水戸市

■移動県民室開く 取手
・友末知事らが地方にて行う公聴会。県立取手第二高等学校にて、昭和33年度第2回移
動県民室が開かれた。
1958/7/30 取手町（現・取手市）

■さんま漁船勇躍出港 那珂湊
・那珂湊にてさんま漁船の出船祭が行われた。神事の舞。
1958/9/6 那珂湊市（現・ひたちなか市）



茨城県ニュース No.25

昭和33年度（1958年12月頃）
制作：茨城県秘書公聴課 ［11:00］

・常磐線電化着工
・水戸市復興祭ほか

奥久慈のリンゴ

■災害になやむ茨城
・干害、水害、台風や豪雨の県内各所の被害映像。
・国の支援を要請するための懇談会が昭和33年10月6日、茨城県東京事務所で開かれた。
1958/10/6 東京都

■待ちに待った常磐線の電化
・水戸駅構内にて、取手―平間の常磐線電化起工式が執り行われた。
1958/--/-- 水戸市

■トピックス：水戸市復興祭
・昭和33年11月1日～30日、水戸市復興祭が開催された。
・11月8日には功労者表彰式を実施。市内には小中学生の祝賀行列が通った。
1958/11/8 水戸市

■トピックス：第8回青森－東京間駅伝競走優勝チームが郷土入り

・駅伝で優勝を果たした茨城県のチームが水戸駅前から県庁までパレード。友末洋治県
知事を表敬訪問した。
1958/11/17 水戸市

■トピックス：子ども銀行創立10周年及び県民貯蓄一千億円突破記念式典
・昭和33年12月5日に行われた子ども銀行創立10周年及び県民貯蓄一千億円突破記念
式典の様子。
1958/12/5

■りんごのなる村

・茨城県内で初めてりんごの木を植えた、久慈郡大子町小生瀬のりんご農家（現・黒田り
んご園）の収穫～出荷の様子。
1958/--/-- 大子町



茨城県ニュース No.26

昭和33年度（1959年3月頃）
制作：茨城県秘書公聴課 ［11:00］

・芽吹橋開通、久慈商港建設
・横山大観像除幕式ほか

原研通り（東海村）

■着々進む道路の整備
・県内の未舗装道路と舗装工事の様子。
1959/--/--

■芽吹橋と活気づく県西地区
・昭和33年12月に開通した、利根川に架かる芽吹橋（岩井町―千葉県野田市）の通行風景。
・岩井町の野菜栽培、出荷及び、東京都の蔬菜卸売市場での取引の様子。
1959/--/-- 岩井町（現・坂東市）

■久慈商港の建設進む
・久慈港（現・茨城港日立港区）の建設現場と、県道久慈港線（現・県道254号線）の新設工事の様
子。
1959/--/-- 日立市

■東海村のこのごろ
・日本原子力研究所の開所から3年。国産第1号原子炉（JRR-3）の建設現場と、整備の進む原研通
り周辺の風景、ボーリング作業の様子。
1959/3/-- 東海村

■トピックス：鹿島と潮来を繋ぐ神宮橋の架け替え工事
1959/--/--

■トピックス：俵編み競技会
・茨城県体育館で行われた、俵編み競技会の様子。
1959/1/31 水戸市

■トピックス：漁船茨城丸、二ヶ月半振りにインド洋から帰国
・神奈川県三崎港に漁船茨城丸が帰投した。
1959/2/26 神奈川県

■トピックス：県内映画常設館経営者らによる環境衛生同業組合関東甲信越ブロック大会
1959/3/9 笠間市

■横山大観像の除幕式
・平櫛田中（ひらくし・でんちゅう）による横山大観像の制作の様子と、昭和34年3月3日に茨城県立
美術館で行われた除幕式の様子。
1959/3/3 水戸市



茨城県ニュース No.27

昭和34年度（1959年5月頃）
制作：茨城県秘書公聴課 ［09:45］

・岩上新県知事の就任挨拶
・ミス茨城選出大会ほか

岩上二郎県知事の就任挨拶

■岩上新知事の挨拶
・昭和34年4月、岩上二郎（いわかみ・にろう）新県知事による就任挨拶。
・映像：弘道館、理科実験の様子。水田、漁港、工場など。
・久慈漁港、原研、日立製作所の空撮映像。
1959/4/23

■茨城県総合職業訓練所
・水戸市青柳町にできた茨城県総合職業訓練所の入所式、木工科や自動車整備科の授業風景。
1959/--/-- 水戸市

■トピックス：県内各地で緑の週間
・山間部での松苗の植林風景（皇太子御成婚記念植樹）。
1959/4/-- 御前山村（現・常陸大宮市）

■トピックス：茨城県立土浦工業高等学校開校式
・雨の降る中、岩上県知事も出席して行われた土浦工業高校の開校式の様子。
1959/5/9 土浦市

■トピックス：ミス茨城選出大会
・1960年度ミス・ユニバース、ミス・ワールドの茨城県代表選出大会の様子。ファッションショー。
1959/5/27 水戸市

■伸びゆく地方産業工具製作
・下妻市にて鉄管捻切器製造を行う曽根工具製作所の映像。
・「高周波電流による焼き入れ作業」など。
1959/--/-- 下妻市

茨城県総合職業訓練所 久慈漁港



茨城県ニュース No.28

昭和34年度（1959年8月頃）
制作：茨城県秘書公聴課 ［10:48］

・明るい村づくり、海門橋開通式
・ソントン食品工業石岡工場ほか

茨城県指定遺跡 「五角堂と和時計」

■明るい村づくり
・新治郡出島村の農村風景。

・ヘリコプターでの農薬散布。霞ヶ浦からの用水路。梨やスイカの栽培。牛の放牧、搾乳。村立青
年研修所での料理講習会。井戸掘り等の給水工事。家庭での有線放送を使った電話。かまど、洗
濯機、TV。村の球技会。
1959/--/-- 出島村（現・かすみがうら市）

■文化財を訪ねて―古墳群と伊賀七時計―
・不動並木など、谷田部町各所の風景。復元された竪穴式住居。
・昭和33年に茨城県指定文化財となった、江戸時代の発明家・飯塚伊賀七作「五角堂と和時計」。
1959/--/-- 谷田部町（現・つくば市）

■トピックス：海門橋開通式
・昭和34年7月20日、大洗と那珂湊を結ぶ有料橋・海門橋（かいもんばし）の開通式が行われた。
・岩上県知事らが参列。
1959/7/20 大洗町、那珂湊市（現・ひたちなか市）

■トピックス：サンマ漁解禁、那珂湊で出船祭
・昭和34年8月28日、サンマ漁解禁を控えての出船祭と、その出航が盛大に行われた。
1959/8/28 那珂湊市（現・ひたちなか市）

■のびゆく地方産業―食品工業―
・ソントン食品工業石岡工場のピーナッツバター製造の様子。
1959/--/-- 石岡市

出島村の農休日レクリエーション ピーナッツバター工場



茨城県ニュース No.29

昭和34年度（1959年10月頃）
制作：茨城県秘書公聴課 ［11:04］

・炭鉱地帯の現況
・稲田石の採石ほか

無形文化財「日立風流物」

■不況になやむ炭鉱地帯
・北茨城の炭鉱掘削の様子。トロッコによる運搬。従業員家族の生活風景。
・茨城県石炭不況対策委員会。石油やガスの台頭による石炭需要の下落の話題。
1959/--/-- 北茨城市

■交通事故防止はみんなの力で
・県内各地の交通風景や、横断歩道の塗装整備、交通違反取締の様子。
1959/--/--

■林業の機械化

・森林経営指導所（水戸市千波町）、大子の山林。チェーンソーによる伐採、ケーブルやトラックに
よる運搬の様子。
1959/--/-- 水戸市、大子町

■トピックス：明仁皇太子来県
・昭和34年10月10日、明仁皇太子がご来県。第3回水産資源保護全国大会及び放魚祭に参加さ
れ、東海村原子力研究所を視察された。
1959/10/10 大洗町ほか

■トピックス：日立風流物
・昭和34年5月6日に、国指定重要有形民俗文化財に指定された日立風流物の様子。
1959/--/-- 日立市

■伸び行く地方産業―稲田石―
・稲田石の採石加工風景。使用先の例として、三井信託銀行の建屋外観など。
1959/--/-- 笠間市

林業の機械化 明仁皇太子殿下御来県



茨城県ニュース No.30

昭和35年度（1960年5月頃）
制作：茨城県秘書公聴課 ［11:00］

・逆水門着工
・伸びゆく地方産業―笠間焼―ほか

笠間焼作製風景

■逆水門の工事はじまる―常陸川―
・昭和34年2月に着工した常陸川水門（通称：逆水門）の工事の様子。重機による土砂の運搬や基
礎工事が行わている。
1960/--/-- 神栖町（現・神栖市）

■海鵜の渡来地―川尻海岸―
・横一列に群れを組む海鵜。北茨城市の二ツ島に巣を作る海鵜と、その捕獲の様子。
1960/--/-- 日立市、北茨城市

■農村にひろまる簡易水道

・水道整備工事の様子。ヒューム管を金具で繋ぎ、側溝に埋める。ポンプの整備。各家庭で蛇口を
ひねる子どもたち、台所風景、風呂場。
1960/--/--

■更生した身体障害者たち
・昭和35年に水海道市に創業した、株式会社日本アビリチーズ社のダンボール箱製造風景。従業
員らの休憩時間の様子。
1960/5/-- 水海道市（現・常総市）

■伸びゆく地方産業―笠間焼―
・笠間市街の風景と、笠間焼制作の様子。
・ろくろを回す職人。絵付け作業、藁を使った梱包作業、応力検査。陳列される完成品。
1960/--/-- 笠間市

※音声欠け

逆水門の工事はじまる 水道整備



茨城県ニュース No.31

昭和35年度（1960年8月頃）
制作：茨城県秘書公聴課 ［09:32］

・結城地方のかんぴょう
・ウクレレの製造風景ほか

楞厳寺（笠間市）

■もうたくさんだ麦作の生産過剰

・麦の収穫、脱穀。当時の茨城県は日本一の麦の生産量を誇ったが、需要は落ち込み、倉庫に麦
俵が積みあがる。果樹園への転換が模索された。
1960/--/--

■文化財を訪ねて笠間市楞厳寺
・笠間市片庭にある楞厳寺（りょうごんじ）について。国指定重要文化財木造千手観音立像など。
・片庭ヒメハルゼミの鳴き声。
1960/--/-- 笠間市

■トピックス：結城地方のかんぴょう

・かんぴょうの加工の様子。ユウガオの実を足踏み皮むき器で薄く剥き、天日に干す。仲買人によ
る買い取り、包装を経て出荷に至る。
1960/--/-- 結城市

■のびゆく地方産業―楽器工場―
・ウクレレの製造風景。
1960/--/-- 谷田部町（現・つくば市）

麦の倉庫 ウクレレの製造



茨城県ニュース No.33

昭和35年度（1961年3月頃）
制作：茨城県秘書公聴課 ［10:55］

・栄養指導車「キッチンカー」
・のびゆく地方産業「石下紬」 ほか

石下紬（現・常総市）

■町から村へ―キッチンカー―
・県の栄養指導車による地方巡回。保健所の栄養士による料理講習会の様子。
196-/--/--

■花作りの町を訪ねて土浦市佐野子町
・土浦市佐野子町でのチューリップ等の栽培風景。
196-/--/-- 土浦市

■トピックス：遊興飲食税完納運動抽選会
・昭和36年2月25日に茨城県庁で行われた、遊興飲食税完納運動抽選会の様子。
1961/2/25 水戸市

■トピックス：県南に白鳥渡来
・牛久沼などでの白鳥の渡来風景。
196-/--/-- 龍ケ崎市ほか

■トピックス：昭和35年定例県議会
・昭和36年3月6日の岩上二郎県知事による議会進行の様子。
1961/3/6 水戸市

■のびゆく地方産業結城郡石下町

・茨城県繊維工業指導所石下分所での石下紬の製作工程について。糸縛り、染色、鬼怒川での
洗浄、機織り。
196-/--/-- 石下町（現・常総市）

キッチンカーでの料理講習会 昭和35年定例県議会



茨城県ニュース No.34

昭和36年度（1961年5月頃）
制作：茨城県秘書公聴課 ［08:15］

・月山寺の文化財
・常磐線上野－勝田が交流電化ほか

水戸へ向かう常磐線

■文化財を訪ねて磯部の桜月山寺
・西茨城郡岩瀬町桜川周辺の風景。月山寺（がっさんじ）、本尊木造薬師如来坐像、国指定重要
文化財『網代笈（あじろおい）』など。
1961/--/-- 岩瀬町（現・桜川市）

■トピックス：岩上知事らがアメリカ視察に出立
・昭和36年4月、岩上二郎県知事と三村勇県議会議長による、アメリカ視察が行われた。
・羽田空港出発風景と渡米歓送会の様子。
1961/4/16 東京都ほか

■トピックス：作ってよい芥子、いけない芥子
・係官による芥子の選別の様子と、観賞用芥子と栽培禁止の芥子の見分け方の解説。
1961/5/--

■トピックス：常磐線電化
・常磐線の上野－水戸・勝田間の交流電化が完成した。上野を出発した列車は水戸へと向かう。
・藤代－取手間のデッドセクション（交直切替区間）部分の風景。
1961/6/1

■野鳥を可愛がりましょう
・野鳥種々。大子町の県営有益鳥養殖場の風景。バードウィークに子供たちが巣箱を設置した。
1961/5/-- 大子町ほか

磯部の百色桜 巣箱の設置



茨城県ニュース No.35

昭和36年度（1961年7月頃）
制作：茨城県 ［08:29］

・放射線利用のいろいろ
・那珂川船下りほか

霞ヶ浦の帆引き船

■放射線利用のいろいろ
・コバルト60を使ったガンマ線による癌治療、放射線育種場（ガンマーフィールド）の建設と実験用
農作物の栽培風景（大宮町／現・常陸大宮市）、日立製作所水戸工場での製品チェックなど、
様々な目的に利用される放射線の解説。
1961/--/-- 大宮町（現・常陸大宮市）ほか

■トピックス：ワカサギ漁、夜間解禁
・霞ヶ浦の帆引き船によるワカサギ漁風景。
1961/7/21

■トピックス：大洗に「こどもの家」
・昭和36年7月、大洗に「こどもの家（現・茨城県立児童センターこどもの城）」が完成。子どもたち
が家族と過ごす様子。大洗海岸海水浴場の風景。
1961/7/-- 大洗町

■トピックス：那珂川船下り
・栃木県茂木町―東茨城郡御前山村（現・常陸大宮市）を結ぶ那珂ライン下りの様子。中州で鮎を
焼いて一休み。
1961/--/--

■のびゆく地方産業コンクリート工業
・中川ヒューム管工業株式会社のヒューム管製造の様子。
1961/--/-- 土浦市 →No.13「ヒューム管の製造に大童」

放射線育種場 大洗こどもの家



茨城県ニュース No.38

昭和36年度（1962年2月頃）
制作：茨城県 ［08:17］

・第2回茨城の観光と物産展
・奥久慈のシイタケ栽培ほか

電線の製造風景

■県西部地方の誘致工場
・県西地方の工場建設と、電線の製造などで稼働中の工場の様子。
1962/--/--

■トピックス：第2回茨城県の観光と物産展（東京三越）
・昭和37年2月に東京都日本橋の三越で開催された物産展。納豆や県名産品の販売、大穂の箒
や結城紬の実演販売が行われた。
1962/2/-- 東京都

■トピックス：奥久慈地方のシイタケ栽培
・奥久慈地方でのシイタケ栽培の様子。伐採～原木作り～栽培。
196-/--/--

■トピックス：放射線科学研究所の候補地視察

・三木武夫科学技術庁長官による大洗町夏海地区の視察が行われた。岩上二郎県知事による案
内の様子。
1962/2/24 大洗町

■伸びゆく地方産業―銘木をつくる石下町―
・桜の皮を使用した化粧材の製造～出荷風景。
1962/--/-- 石下町（現・常総市）

大洗町夏海地区 第2回茨城県の観光と物産展



茨城県ニュース No.39

昭和37年度（1962年頃）
制作：茨城県 ［08:18］

・交通戦争
・龍ケ崎市のライター工場ほか

交通標識

■交通戦争
・1960年代の交通及び、取締の様子。千波山、水戸中央郵便局前、偕楽園付近などの風景。
1962/--/-- 水戸市

■トピックス：下妻市の円型豚舎
・下妻市騰波ノ江農業協同組合の円型豚舎。展示・研究と繁殖を兼ねる施設である。
1962/--/-- 下妻市

■トピックス：谷田部町の落花生工場

・筑波郡谷田部町の落花生工場。谷田部・水海道・新治・稲敷産の落花生の、むき身加工が行わ
れる。むき身は機械、選別は手作業で行われている。
196-/--/-- 谷田部町（現・つくば市）

■トピックス：成美養鶏開拓農業協同組合
・養鶏場風景。卵の梱包まで。
196-/--/-- 牛久町（現・牛久市）

■伸びゆく地方産業―竜ヶ崎市のライター工場―
・龍ケ崎に1戸だけ残ったライター工場での製造の様子。部品の製造、検品、手作業による最終組
み立てが行われている。
196-/--/-- 龍ケ崎市

成美養鶏開拓農業協同組合養鶏場 ライターの組み立て



茨城県ニュース No.40

昭和37年度（1962年6月頃）
制作：茨城県 ［10:52］

・鹿島工業港試験堤起工式
・文化財を訪ねて～伊奈村不動院ほか

フリゲート艦ロック・キリスポート号

■夏の健康をまもる

・食品衛生監視員の活動について。製造者や売り場、食堂などを、赤外線照射灯を片手に見回り、
保健所で検査業務を行った。
1962/--/--

■トピックス：社会の進歩発展に功績のあった13人を表彰
・岩上二郎県知事による表彰式辞の様子。
1962/--/--

■トピックス：ロック・キリスポート号、日立港に寄港
・イギリス海軍ロック級フリゲート艦、ロック・キリスポート号（Loch Killisport）が昭和37年6月13日頃、
日立港に寄港した。M・F・フェル艦長らが日立市役所を訪れ、岩上二郎県知事と日立市長に親善

挨拶。大洗パークホテルで知事招待による昼食会では、磯節やバグパイプによる親善会が行われ
た。常磐神社では茶の湯に列席。15日には好文亭を見学。16日に日立を去った。
1962/6/-- 日立市、大洗町、水戸市

■トピックス：鹿島臨海工業地帯開発計画試験堤起工式
・昭和37年5月31日、鹿島工業港試験堤起工式（基石沈典式）が行われ、岩上二郎県知事らが参
列した。工事の様子。
1962/5/31 神栖村（現・神栖市）

■トピックス：共同防除
・ヘリコプターによる農薬散布の様子。
1962/--/-- 石下町（現・常総市）

■文化財を訪ねて
・筑波郡伊奈村の不動院について。茨城県指定文化財（昭和35年指定）『三重塔』。『楼門』『本堂』。
本尊『不動明王』（国指定重要文化財・旧国宝）。
1962/--/-- 伊奈村（現・つくばみらい市）



茨城県ニュース No.42

昭和37年度（1962年10月頃）
制作：茨城県 ［10:46］

・35年ぶりの「からかさ万灯」
・勝田―高萩間電化工事終了ほか

大場保育所の保育風景

■楽しい季節保育所東茨城郡常澄村
・農繁期にのみ開かれていた大場保育所の様子。歌、積み木、おやつの時間など。
1962/--/-- 常澄村（現・水戸市）

■トピックス：35年ぶりの「からかさ万灯」

・昭和37年に茨城県指定無形民俗文化財に認定された新治郡新治村大畑鷲神社の「からかさ万
灯」の様子。（後の昭和57年、国選択無形民俗文化財に認定）
1962/--/-- 新治村（現・土浦市）

■トピックス：道普請
・9月10日からの道路愛護月間に伴い、稲敷郡茎崎村で岩上二郎県知事も参加しての道普請が
行われた。
1962/9/-- 茎崎村（現・つくば市）

■トピックス：勝田―高萩間電化
・常磐線、勝田―高萩間の電化工事が終了。勝田駅で出発式が執り行われた。道中、SLとすれ違
い、高萩駅に到着。翌10月1日から運行となった。
1962/9/30

■トピックス：第11回お国自慢特産比べ（東京三越）
・昭和37年10月9日～14日、東京都日本橋の三越で行われた「第11回お国自慢特産比べ」の様子。
地方民謡（あやめ音頭）の実演などが行われた。
1962/10/-- 東京都

■文化財を訪ねて―玉造町西蓮寺―
・玉造町の西蓮寺で行われた、常行三昧会の様子。
・重要文化財（国指定）相輪橖。茨城県指定文化財木造薬師如来坐像。
1962/9/-- 玉造町（現・行方市）



茨城県ニュース No.43

昭和37年度（1962年12月頃）
制作：茨城県 ［10:57］

・裏筑波の登山ルート一部完成
・銚子大橋開通ほか

巡回するモニタリングカー

■企業の集団化新しく生れた木工団地［水戸］
・水戸市千波町に建設された、工業団地の鏑矢、水戸木工業団地の様子。
・木工品の切断、研磨、シンクや箪笥などの組み立て、軽トラックでの出荷の様子。
1962/--/-- 水戸市

■トピックス：銚子大橋開通式
・昭和37年12月10日、鹿島郡波崎町と千葉県銚子市を結ぶ銚子大橋が完成し、開通式が執り行
われた。道路公団総裁や岩上二郎県知事、千葉県知事らが出席。渡り初めの様子。
1962/12/10 波崎町（現・神栖市）

■トピックス：裏筑波開発計画

・筑波山の東側、里山の自然が残る「裏筑波」。新治郡八郷町（現・石岡市）から筑波山頂に至る
登山ルートが一部（八郷町～湯袋峠～風返峠まで）完成した。沿道の水車小屋、線香の製造、み
かん園の収穫の様子。風返し峠の風景。
1962/--/-- 八郷町（現・石岡市）ほか

■トピックス：警察音楽隊の演奏会
・昭和37年4月の結成から半年を迎えた茨城県警察音楽隊の演奏が、水戸市三の丸の（旧）県庁
前広場にて行われた第1回茨城県吹奏楽祭にて披露された。パレードの様子など。
1962/--/-- 水戸市

■トピックス：波崎地方のビニールハウス園芸
・当時年々導入が増加していたビニールハウスを利用した、スイカ栽培の様子。
1962/--/-- 波崎町（現・神栖市）

■トピックス：モニタリングカー配属

・放射線量観測用のモニタリングカーが科学技術庁より県に配属された。ガイガーカウンターや集
塵機の使用、車内での分析の様子。
1962/--/-- 水戸市

■伸びゆく地方産業『古河市のマネキンづくり』
・古河市に工場を設けた東京マネキン（株）のポリエステル製マネキンの製造の様子。
1962/--/-- 古河市



茨城県ニュース No.44

昭和37年度（1963年3月頃）
制作：茨城県 ［10:24］

・佐自塚古墳発掘調査
・農家の副業箒作りほか

佐自塚古墳（石岡市）の発掘調査

■佐自塚古墳発掘［八郷町］
・新治郡八郷町の佐自塚古墳の、昭和38年2月に行われた学術調査の風景。及び、それに先立つ
慰霊祭と鍬入れ式、学生の見学の様子。
・のちに、石岡市指定遺跡（昭和43年指定）
1963/--/-- 八郷町（現・石岡市）

■トピックス：真壁地方で農事研究連合会主催の研究会
・ハンドトラクターの実演講習が行われた。
1963/--/-- 大和村（現・桜川市）

■トピックス：水戸市のイチゴ
・水戸市加倉井のイチゴの栽培～箱詰めの様子。
1963/--/-- 水戸市

■トピックス：農家の副業、箒作り
・工場での箒の製造の様子。手作業で竹の曲りを取り、焼き入れ、穂先の取り付け。
1963/--/-- 大穂村（現・つくば市）

■伸びゆく地方産業土浦市
・日本精密機械株式会社がポリエチレンの接着に使用する『白線シール製袋機』を製造した。
・事務所内の製図、鋳物（鋳造）、白線シール製袋機、背貼り自動製袋機。
1963/--/-- 土浦市

水戸市のイチゴ 日本精密機械株式会社



茨城県ニュース No.45

昭和38年度（1963年6月頃）
制作：茨城県 ［10:56］

・鹿島港建設進む
・常陸川逆水門竣工ほか

昭和の大修理が終了した弘道館

■弘道館修復成る
・特別史跡旧弘道館修理工事（昭和の大修理）が終了。昭和38年3月31日、竣工式が執り行われた。
・弘道館内部風景。
1963/3/31 水戸市

■トピックス：社会科の授業で知事訪問
・五軒小学校の児童が、社会科の授業の一環で岩上二郎県知事を訪問した。
・知事室で知事自ら教鞭をとり、県の産業や地理などを解説。
1963/--/-- 水戸市

■トピックス：県有益鳥養殖場と袋田中学校野鳥クラブ
・大子町の茨城県有益鳥養殖場の飼育・放鳥の様子。袋田中学校の生徒による巣箱の設置の様子。
1963/5/-- 大子町

■トピックス：鹿島港建設進む
・前年から始まった鹿島港の建設作業の様子。重機を用いた防波堤の建設。
1963/--/-- 神栖村（現・神栖市） →No.40「鹿島臨海工業地帯開発計画試験堤起工式」

■トピックス：大子町に温泉湧く
・大子中学校、大子町役場前広場で開かれた大子温泉郷祝賀会の様子。温泉用の配管、男湯風景。
1963/--/-- 大子町

■トピックス：里美共同模範牧場
・久慈郡里美村の『里美共同模範牧場』での事前検査及び放牧の様子。
1963/--/-- 里美村（現・常陸太田市） →No.2「久慈郡小里村の産馬事業」

■トピックス：大子の新しい伐採運搬方法
・大子営林署管内小里での、伐採した木を倒さずに、ロープウェーで懸架して運搬する様子。
1963/--/-- 大子町

■常陸川逆水門完工
・昭和38年5月、常陸川水門（通称：逆水門）が竣工。同年6月28日、完工式が執り行われた。
・管理室内制御盤の映像等。
1963/6/28 神栖村（現・神栖市） →No.30「逆水門の工事はじまる」



茨城県ニュース No.46

昭和38年度（1963年7月頃）
制作：茨城県 ［10:51］

・合同水防訓練、龍ケ崎市『撞舞』
・久慈大橋開通ほか

出島村農村モデル図書館の移動図書館「でじま号」

■台風期に備えて
・出水期を控えた昭和38年7月、関東各都県の水防団員が参加した合同水防訓練の様子。

・堤防の亀裂対策『五徳縫い』、洗掘対策『表むしろ張り』、崩壊対策『杭打ち積土俵』。重機も運用
されている。
1963/7/-- 千葉県

■トピックス：大洗こどもの家の活用
・大洗こどもの家（現・茨城県立児童センターこどもの城）で開かれた、県こども会幹部講習会。
・幹部（子供たち）による斉唱、ハンドクラフト実習風景など。
1963/--/-- 大洗町

■トピックス：龍ケ崎の撞舞
・龍ケ崎市の八坂神社祇園祭最終日に行われる神事『撞舞（つくまい）』の様子。
1963/7/-- 龍ケ崎市

■トピックス：久慈川に架かる久慈大橋と新茂宮橋が開通
・昭和38年7月23日、日立―東海を結ぶ久慈大橋と新茂宮橋の開通式が執り行われた。岩上二郎
県知事出席。渡り初め。
1963/7/23 日立市、東海村

■トピックス：茨城県農村青少年クラブ大会

・大子町で開催された、農村青少年クラブ大会の様子。ハイキング（ウォークラリー）やテント村で
の共同生活の様子。飯盒炊爨、キャンプファイヤー。
1963/--/-- 大子町

■わが国初の農村図書館
・昭和38年7月1日、新治郡出島村に農村モデル図書館（出島村立図書館）が開館した。
・館内風景、移動図書館「でじま号」。
1963/--/-- 出島村（現・かすみがうら市）



茨城県ニュース No.47

昭和38年度（1963年9月頃）
制作：茨城県 ［10:51］

・茨城県身体障害者体育大会
・鹿島のパラボラアンテナほか

関本梨の選別風景

■理科教育センター開く

・水戸市愛宕町に、茨城県立理科教育センターが開設された。岩石切断機を使った試料の作成や、
顕微鏡での観察など実験の様子。
1963/--/-- 水戸市

■トピックス：出荷最盛期の関本梨
・関本梨の収穫、ベルトコンベアによる選別、梱包の様子。
1963/--/-- 関城町（現・筑西市）

■トピックス：初の茨城県身体障害者体育大会
・昭和38年9月5日に水戸農業高校グラウンドと県営東町プールで開催された、第1回茨城県身体
障害者体育大会（現・茨城県身体障害者スポーツ大会）の様子。
・徒競走、相撲、卓球、水泳などの競技の様子。
1963/9/5 水戸市

■トピックス：鹿島に巨大なパラボラアンテナ
・郵政省電波研究所宇宙通信研究室が昭和37年に鹿島町に設置した宇宙通信実験用30mパラボ
ラアンテナについて（※平成15年撤去）。
1963/--/-- 鹿島町（現・鹿嶋市）

■トピックス：献血を日赤に委託

・日本赤十字社茨城県支部による、高校での血液型判定の様子。当時は売血が多かったが、健
康被害を防ぐ目的と、交通事故の増加による輸血用血液の不足に対処するために、献血の普及
に乗り出した。
1963/--/--

■大型農機の技術習得

・内原村の農林省中央研究所、岩間町（現・笠間市）、美野里町（現・小美玉市）などで行われた、
トラクターなど大型農機具・重機の研修（教習）の様子。三菱等の重機。
1963/--/-- 内原村（現・水戸市）ほか



茨城県ニュース No.48

昭和38年度（1963年11月頃）
制作：茨城県 ［09:56］

・板谷波山、逝く
・霞ヶ浦の養殖真珠ほか

板谷波山

■板谷波山死去す
・昭和38年10月10日、近代陶芸の開拓者・板谷波山没す。映像：板谷波山の作陶の様子など。
・昭和38年10月14日、東京都青山葬儀所にて告別式が行われ、岩上知事らが参列した。
1963/10/14 東京都ほか

■トピックス：茨城県立スポーツセンター竣工式
・昭和38年10月5日、水戸市東町（現・水戸市緑町）の東町運動公園県立スポーツセンターの竣工
式が行われた。岩上二郎県知事が出席。
・体育館内風景及び、竣工式で行われた、柔道、新体操、男子体操の模範演技の様子。
1963/10/5 水戸市

■トピックス：茨城県功労者表彰式
・昭和38年11月13日、県民の日に水戸市の弘道館で執り行われた県功労者表彰式の様子。
1963/11/13 水戸市

■トピックス：鹿島港建設工事起工式
・昭和38年11月29日、岩上知事ら出席のもと、起工式及び基石沈典式が行われた。
・建造済みの試験堤の風景。
1963/11/29 神栖村（現・神栖市）

■伸びゆく地方産業「霞ヶ浦の養殖真珠」※表記は「霞浦」

・霞ヶ浦でのイケチョウガイを用いた真珠貝の養殖風景。作業場での核入れ作業～真珠の取り出
し。仕上げ工場での選別～ネックレスへの加工。水産庁東京真珠検査所での検査を経て外国へ。
1963/--/--

茨城県立スポーツセンター竣工 茨城県功労者表彰式



茨城県ニュース No.49

昭和38年度（1964年2月頃）
制作：茨城県 ［10:49］

・ライシャワー駐日大使の県内視察
・開発前の筑波山麓ほか

付け替え前の6号国道日立市石名坂

■中小企業福祉センター竣工す―日立市―
・昭和39年2月に開館した、茨城県立中小企業福祉センター（現・日立市福祉プラザ）の完成当時
の建屋内部の風景。披露宴、講習会の様子など。
1964/2/-- 日立市

■トピックス：6号国道石名坂完成
・現6号国道整備前の日立市石名坂町の交通風景。6号線付け替え工事の様子。
・昭和39年2月26日の開通式の様子。第1回日立―東海駅伝競走の選手によるテープカット。
1964/2/26 日立市

■トピックス：境大橋、関宿橋の完成記念式典
・昭和39年2月11日、境高校で執り行われた、猿島郡境町と千葉県関宿町（現・野田市）を結ぶ境

大橋と、関宿町と埼玉県幸手町（現・幸手市）を結ぶ関宿橋の完成記念式典。岩上二郎県知事ら
が参列した渡り初め及びパレードの様子。
1964/2/11 境町

■トピックス：研究学園都市に生まれ変わる筑波山麓
・昭和38年9月、筑波山麓に建設が決定した研究学園都市について。
・空撮、構想図、当時の田園風景、町並み、交通の風景など。
1964/--/--

■トピックス：アメリカ駐日大使ライシャワー夫妻が県内を視察
・昭和39年3月13日、ライシャワー大使夫妻が来県した。岩上県知事との応接、県議会での演説。
・弘道館、東武館での剣道試合、偕楽園公園、好文亭、義烈館、原子力研究所等を視察。
・身体障害者施設の県立ひばり学園（現・こども福祉医療センター）での植樹を行った。
1964/3/-- 水戸市ほか

■ズリ炭を利用して瓦の製造―北茨城市―
・資源として使えず、廃棄されていた粘土質の「ズリ炭」を利用して、瓦を製造する様子。
1964/--/-- 北茨城市



■射爆場早期返還を陳情―那珂湊市―
・水戸射爆場の風景。B-29 スーパーフォートレス、F-8 クルセイダー。
1964/--/-- 那珂湊市（現・ひたちなか市）
・昭和39年5月11日、岩上二郎県知事や関係市町村代表らが防衛庁に射爆場の早期返還を陳情
に訪れた。
1964/5/11 東京都

■トピックス：潮来大橋開通式
・昭和38年3月に完成した、潮来町と千葉県香取郡佐原町（現・香取市）を結ぶ潮来大橋の開通式、
渡り初めの様子。
1964/4/-- 潮来町（現・潮来市）

■トピックス：身体障害者筑波登山
・身体障害者（主に下肢不全）による登山訓練が行われた。真壁登山口～筑波山頂へ。
1964/5/19 筑波山 →No.23 「身体障害者の筑波登山訓練」

■トピックス：「善い行いを称える運動」表彰
・茨城県庁知事室で、県と青少年問題協議会による「善い行いを称える運動」表彰式が行われた。
1964/5/-- 水戸市

・表彰された、東茨城郡桂村立岩船小学校に通う加藤木少年らが、体の不自由な近所の女の子を
助けながら通学する様子。
1964/--/-- 桂村（現・城里町）

■トピックス：コンバインの実地研修会
・東大付属牧場の麦畑で行われた研修会、コンバインによる刈取りの様子。
1964/--/-- 岩間町（現・笠間市）

■海外進出を目ざす笠間焼―笠間市―

・茨城県立窯業指導所で研究が進められている、笠間焼の製陶風景。ろくろ、絵付け、登り窯によ
る焼成まで。
・東京物産斡旋所での笠間焼特別展示会の様子。
1964/5/-- 笠間市

県だより No.50
（茨城県ニュースより改題）

昭和39年度（1964年5月頃）
制作：茨城県 ［10:27］

・水戸射爆場の早期返還を陳情
・潮来大橋開通式ほか

F-8クルセイダー



■防災総合訓練―水戸市―
・水戸市細谷町（現・水戸市城東）の那珂川河川敷で行われた、台風を想定した防災訓練の様子。

・杭打ち積土俵、寿橋が消失したとの想定での、自衛隊による仮橋架設作業及びトラック輸送、夜
間を想定した照明弾の打ち上げ、ゴムボートや人力での水難救助訓練、小学生も加わっての負傷
者の医療救護訓練、自衛隊ヘリによる救助作業、消防車による消火訓練等が行われた。
1964/--/-- 水戸市

■トピックス：漁業取締船「東海」竣工
・昭和39年7月14日、那珂湊水産高校にて漁業取締船「東海」（35t、建造：隅田川造船(株)）の竣工
式が執り行われた。出水まで。
1964/7/14 那珂湊市（現・ひたちなか市）

■トピックス：水沼ダム着工

・花園川の水量調節のため、県内初の多目的ダム「水沼ダム」が北茨城市で着工した。ダムの建
設工事の様子。完成は昭和41年。
1964/--/-- 北茨城市 →No.56「完成近い水沼ダム」→No.60「完成」

■トピックス：第4回茨城県農村青少年クラブ大会
・桜村で行われた第4回茨城県農村青少年クラブ大会のレクリエーションの様子。
1964/--/-- 桜川村（現・稲敷市）

■トピックス：礫耕ハウス栽培
・牛久町でのマスクメロンの礫耕ハウス栽培の様子。
1964/--/-- 牛久町（現・牛久市）

■完成近い筑波スカイライン

・筑波山のつつじヶ丘から風返し峠までを結ぶ「筑波スカイライン」の整備工事の様子。筑波山麓
の空撮。供用開始は昭和40年4月29日。
1964/--/-- 石岡市

県だより No.51

昭和39年度（1964年7月頃）
制作：茨城県 ［10:48］

・那珂川で防災総合訓練
・水沼ダム着工ほか

マスクメロンの礫耕ハウス栽培



■移動保健所開設
・保健所職員が山間僻地を巡回。各地の公民館などで健康診断などの保健所業務を行う。
・レントゲン撮影。心電図。栄養指導車を利用した料理教室の様子。
1964/--/-- 場所不明

■トピックス：老人の日に百歳を祝う
・元治元年（1864年）生まれの廣原こうさんが百歳（101歳）を迎え、岩上二郎県知事が石岡市高浜
の自宅へ表彰に訪れた。
1964/9/15 石岡市

■トピックス：第15回東日本準硬式野球大会

・日立市で行われた東日本準硬式野球大会。岩上二郎県知事による始球式。日立セメント（茨城）
と自治会館（青森）による第一試合。名誉会長・高松宮殿下が御臨席された。
1964/9/18 日立市

■トピックス：茨城県戦没者追悼式
・水戸市三の丸の茨城会館で執り行われた茨城県戦没者追悼式の様子。
1964/9/25 水戸市

■トピックス：『茨城の塔』建設

・沖縄戦戦没者・南方諸地域戦没者慰霊碑『茨城の塔』の制作風景。中野石材株式会社での稲田
御影石の加工の様子。完成後の昭和39年10月10日、入魂の式が行われた。

※この後沖縄県糸満市字摩文仁に送られ、昭和39年11月20日に建立となる。
1964/10/10 笠間市 →No.53「建立」

■聖火、県内を行く
・昭和39年10月2日、栃木県から結城市へ聖火が入県。結城、下館、内原を経由し10月3日、水戸
に入った。水戸市役所にて岩上二郎茨城県の挨拶。10月4日、水戸を出発し土浦へ向かう。
1964/10/-- 結城市ほか

県だより No.52

昭和39年度（1964年10月頃）
制作：茨城県 ［10:57］

・聖火県内を行く
・慰霊塔『茨城の塔』建設ほか

聖火、水戸を行く



■この道ひとすじに
・昭和39年11月、弘道館で執り行われた昭和39年度茨城県功績者※表彰式の様子。

※映像中の表記は「功労者」。
1964/11/13 水戸市
・受賞者の一人、猿島町の民生員（保健婦）、中村喜代子さんの活動の様子。60年代の農村の生
活の様子。
1964/--/-- 猿島町（現・坂東市）

■トピックス：筑波山ユースホステル竣工式
・昭和39年10月20日、真壁郡真壁町の筑波山中腹に「筑波山ユースホステル」が完成し、竣工式
（開所式）が行われた。
1964/10/20 真壁町（現・桜川市）

■トピックス：木障払い
・常陸太田市での木障払い（こさはらい）運動。枝を降ろし、下草を払い、日当たりをよくする。
1964/--/-- 常陸太田市

■トピックス：茨城県立県民文化センター起工式
・水戸市千波町にて、県民文化センターの建設を控え、地鎮祭と起工式が行われた。
1964/11/5 水戸市

■トピックス：『茨城の塔』建立
・昭和39年11月20日、沖縄県糸満市字摩文仁（まぶに）にて、沖縄戦戦没者・南方諸地域戦没者
慰霊碑『茨城の塔』の除幕式が行われた。岩上二郎県知事らが出席。
1964/11/20 沖縄県

■新しい校舎のもとで―県立波崎高校―
・昭和39年4月に新設された茨城県立波崎高校の授業の様子。鋳造実習工場での鋳造、溶接、自
動車整備等の実習の様子。
1964/--/-- 波崎町（現・神栖市）

県だより No.53

昭和39年度（1965年1月頃）
制作：茨城県 ［09:58］

・県民文化センター起工式
・筑波山ユースホステル竣工式ほか

猿島町の農村風景



■日立港このごろ
・第1期工事を終えた日立港埠頭に着岸する船舶、クレーンによる大型製品の積み下ろしの様子。
・第2期工事の様子。
1965/--/-- 日立市

■トピックス：茨城県赤十字血液センター開所式

・日赤茨城支部長を務める岩上県知事らも出席した開所式風景。移動採血車「しらうめ号」。岩上
知事の採血風景。
1965/2/18 水戸市

■トピックス：第15回茨城県消防ポンプ操法競技大会

・水戸市東町（現・水戸市緑町）の県営総合グラウンド（現・東町運動公園）で行われた消防大会の
様子。
・自動車ポンプ、自動三輪ポンプ、小型動力ポンプ（手押し車）。
1965/2/26 水戸市

■トピックス：谷田部の自動車高速試験場
・筑波郡谷田部町にあった自動車高速試験場での自動車走行テストの様子。
1965/--/-- 谷田部町（現・つくば市）

■トピックス：茨城県立繊維工業指導所

・結城紬の指導・改良を目的に設置された県立繊維工業指導所。合成繊維のエンビロン（塩化ビ
ニル繊維）とスフ（レーヨン）を使った新素材の紹介と、それを使ったバスマットの製造の様子。
1965/--/-- 結城市

■茨城県郷土芸能大会―下館市―
・昭和40年2月、NHK主催による第9回茨城県郷土芸能大会が下館市民会館で催された。
・『猿島ばやし』（猿島町生子八坂神社／県指定無形民俗文化財）
・『排禍ばやし』（石岡市片野八幡神社／県指定無形民俗文化財）
・『十二座神楽』（下妻市大宝大宝八幡宮／市指定無形民俗文化財）
・ほか
1965/2/20 下館市（現・筑西市）

県だより No.54

昭和39年度（1965年2月頃）
制作：茨城県 ［10:57］

・谷田部の自動車高速試験場
・茨城県郷土芸能大会ほか

自動車高速試験場（谷田部）



■電化工事はじまる―水戸線―
・昭和40年4月2日、友部駅構内で水戸線小山―友部間電化工事鍬入式が執り行われた。岩上二
郎県知事らが出席。全線電化は昭和42年2月1日。
・下館駅前等学生通学の様子。電柱工事の様子。蒸気機関車が走る。
1965/4/2 笠間市、下館市（現・筑西市）ほか →No.63「水戸線電化工事完了」

■波山先生の像できあがる
・昭和38年10月10日に没した板谷波山の立像除幕式が、水戸市三の丸の茨城県立図書館にて執
り行われた。彫刻家雨宮治郎氏、岩上二郎県知事、波山の遺族らが出席。
1965/4/22 水戸市 →No.48「板谷波山死去す」

■老後をたのしく
・昭和40年3月15日、大子町に県立老人いこいの家「福寿荘」が完成・公開された。温泉、マッサー
ジ機、宴席など、館内の要s。
1965/3/-- 大子町

■さよならチンチン電車―水戸市―
・水戸市―那珂湊市（現・ひたちなか市）を結んでいた路面電車、茨城交通水浜線（すいひんせん）
が、6月10日を最終日とし、昭和40年6月11日、上水戸―水戸駅前の営業を廃止した（翌年6月1日、
全線で営業を廃止）。
1965/6/10 水戸市

■生まれ変わる観光地―筑波山―
・昭和40年4月28日、筑波山のつつじヶ丘から風返し峠までを結ぶ有料道路「筑波スカイライン」の
開通式が行われた。供用開始は4月29日。
・工事風景。建設中のロープウェイ。
1964/4/28 石岡市

県だより No.55

昭和40年度（1965年6月頃）
制作：茨城県 ［10:34］

・水戸線電化工事はじまる
・筑波スカイライン開通式ほか

市内を走る茨城交通水浜線（水戸市）



■海難救助訓練行われる―日立市―

・日立港で行われた、座礁し船火事を起こしたタンカーの乗組員救助を想定した海難救助訓練の
様子。巡視船あかぎ、巡視艇はつかぜによる消火作業、ヘリコプターによる救助作業、ゴムボート
による救助作業。
1965/7/20 日立市

■食品衛生パトロール
・食品指導衛生車による、食中毒予防、衛生検査などの巡回及び、車内での現場検査の様子。
1965/--/-- →No.40「夏の健康を守る」

■完成近い水沼ダム
・建設中の水沼ダム工事風景の様子。
1965/--/-- 北茨城市 →No.51「着工」 No.60「完成」

■道路を大切に
・8月20日を道路愛護の日と定め、約4,000人が奉仕作業に努めた。岩上二郎県知事も参加。
・昭和40年頃の交通風景。
1965/8/20 常陸太田市ほか

■盛んな科学クラブの活動
・昭和40年10月1日、水戸市立三の丸小学校にて行われた第9回理科研究作品展示会、審査会が
行われた。昆虫標本などの展示物、表彰式。
・最優秀賞となった日立市立助川中学校科学クラブの電気分解の実験の様子。
1965/10/1 水戸市

県だより No.56

昭和40年度（1965年10月頃）
制作：茨城県 ［10:37］

・日立港海難救助訓練
・完成近い水沼ダムほか

科学クラブの実験風景（助川中）

海難救助訓練 建設中の水沼ダム



■進む鹿島開発
・昭和40年11月末頃の鹿島港の建設工事風景。
・11月9日～11日に行われた、通産省による産業公害総合事前調査。発煙筒を用いて煙の流れな
どを調べている。
・厚生省による亜硫酸ガス調査。
・10月12日、岩上二郎県知事と友納武人千葉県知事による鹿島臨海工業地帯の視察。
1965/11/-- 鹿島町（現・鹿嶋市）

■伝統の和紙作り―西ノ内―
・国と茨城県の無形文化財『西ノ内和紙』の製造の様子。
1965/--/-- 山方町（現・常陸大宮市）

■原子力10年の歩み
・水戸市三の丸の自治会館で行われた、元日本原子力研究所理事長駒形作次氏による記念講
演の様子。
・過去映像。昭和31年4月、正力松太郎原子力委員長による東海村の視察。31年8月、起工式。32
年8月、JRR-1臨界。35年10月、JRR-2臨界。37年9月、JRR-3臨界。38年8月、動力試験炉発電を開
始。40年1月、JRR-4臨界。
・過去映像。農林省放射線育種場。
・過去映像。東海第一発電所。
・過去映像。原子燃料公社東海精錬所プルトニウム燃料開発室。
・昭和40年10月、茨城会館にて原子力の歌と踊りの発表会。原子力音頭。
1965/10/-- 水戸市

県だより No.57

昭和40年度（1965年11月頃）
制作：茨城県 ［10:41］

・進む鹿島開発
・原子力10年の歩みほか

西ノ内和紙

鹿島港建設工事 原子力音頭



■新農業試験場くわ入れ式
・水戸市上国井町にて昭和41年1月20日に行われた地鎮祭。国旗掲揚。自衛隊のブルドーザーを
使った岩上二郎県知事による鍬入れ式。陸上自衛隊第101施設技術教育隊作業隊による土地造
成。※完成は昭和43年。
1966/1/20 水戸市

■近くなる千葉・東京

・利根川に架かる利根大橋、栄橋、水郷大橋、芽吹大橋などの紹介。東村に架かる仮橋と神崎橋
の建設風景。河内町の長豊橋の架橋工事の様子。
1966/--/-- 利根川付近 No.26「芽吹橋と活気づく県西地区」

■朝日農業賞に輝く関城町
・果樹栽培、養鶏、酪農風景。一般家庭の生活風景。糸繰り、結城紬。盆栽。
・昭和41年2月12日に開催された朝日新聞社主催の朝日農業賞、米作日本一賞表彰式。
・昭和41年3月1日に関城町立関城中学校で行われた受賞祝賀式の様子。岩上二郎県知事による
講演。
1966/3/1 関城町（現・筑西市）ほか

■体力づくり県民運動
・昭和41年1月7日に行われた「体力つくり歩け歩け運動」の様子。三の丸の旧県庁から偕楽園ま
で歩く。
1966/1/7 水戸市
・昭和41年2月7日に行われた土浦三高講堂で行われた「農村漁村婦人体力つくり運動県大会」の
様子。民謡を踊る。
1966/2/7 土浦市

県だより No.58

昭和40年度（1966年3月頃）
制作：茨城県 ［10:39］

・関城町の生活風景
・体力づくり県民運動ほか

自衛隊のブルドーザー

関城町の一般家庭 栄橋



■県民文化センターひらく
・昭和41年4月、水戸市千波町に茨城県立県民文化センターが開館した。
・大ホール、食堂、展示室など館内風景。
1966/4/-- 水戸市 →No.53「茨城県立県民文化センター起工式」

■和牛に生きる水府村
・昭和36年から始まった、久慈郡水府村持方での放牧などの畜産業について。
1966/5/-- 水府村（現・常陸太田市）

■射爆場返還促進大会
・昭和41年5月7日、岩上二郎県知事ら参列の元、県庁前広場にて水戸対地射爆撃場返還促進県
民大会が開催された。
1966/5/7 水戸市

■完成した久慈鉄工団地
・久慈鉄工協同組合が日立市石名坂に造成した工業団地。

・バスによる通勤風景。従業員のラジオ体操。打ち合わせ風景。プレス機、流れ作業によるコイル
の組み立て。製品検査～出荷までを追う。食堂の様子。
1966/5/-- 日立市

県だより No.59

昭和41年度（1966年5月頃）
制作：茨城県 ［10:35］

・茨城県立県民文化センター完成
・和牛に生きる水府村ほか

県民文化センター開館

水府村での和牛の放牧 久慈鉄工団地



■完成した水沼ダム
・花園川総合開発事業により昭和37年より建造が進められていた県内唯一（当時）の多目的ダム、
水沼ダムが完成した。
・北茨城市浄水場。市街全景。
1966/6/-- 北茨城市 →No.51「着工」 →No.56「完成近い水沼ダム」

■山村をめぐる児童劇グループ

・茨城大学児童文化研究会による、美和村立上檜沢小学校での人形劇の様子。演目は三匹のこ
ぶた。研究会員らの自炊風景など。
1966/--/-- 美和村（現・常陸大宮市）

■岩上知事ら欧米へ
・日本原子力研究所東海研究所を訪れた岩上二郎県知事。再処理特別研究室等の視察。
・7月27日、空港での歓送会風景。欧米での核燃料再処理施設や港湾施設の視察に旅立った。
1966/7/-- 東海村ほか

■県民総合体育大会開く
・水戸市県営陸上競技場などで第2回県民総合体育大会が開催された。
・昭和41年8月20日、開会式。青島副知事が出席。
・8月21日～、競技風景。幅跳び、やり投げ、棒高跳び、ハードル、水泳、体操など。
1966/8/20 水戸市

県だより No.60

昭和41年度（1966年8月頃）
制作：茨城県 ［10:43］

・水沼ダム完成
・第2回県民総合体育大会ほか

水沼ダム（北茨城市）

山村を巡る児童劇 第2回県民総合体育大会



■敬老の日を迎える
・昭和41年9月9日に県民文化センターで開催された「敬老の日制定記念茨城県老人福祉大会」
の様子。
1966/9/9 水戸市
・昭和41年9月14日、岩上二郎県知事が、百寿を迎えた笠間市北吉原の飯村ためさんを訪ねた。
1966/9/14 笠間市

■この道ひとすじに―県功績者表彰―
・昭和41年11月13日、弘道館で執り行われた茨城県功績者表彰式の様子。
1966/11/13 水戸市
・受賞者の一人、筑波郡伊奈村の谷井田小学校用務員、大橋せいさんの職務の様子。
1966/--/-- 伊奈村（現・つくばみらい市）
・受賞者の一人、鹿島郡波崎町の青少年補導員、横田さんの職務の様子。交通指導風景等。
1966/--/-- 波崎町（現・神栖市）

■建設進む鹿島港
・南北防波堤が1,000mを超えた頃の鹿島港建設風景。ケーソン工法の導入。
1966/--/-- 波崎町（現・神栖市）
・中央水路の工事に伴い分断された鹿島―波崎間を繋ぐ渡し船『息栖丸』の就航式。
1966/8/5 鹿島町（現・鹿嶋市）

■第一回芸術祭ひらく
・茨城県民文化センターで昭和41年10月28日から開催された第1回茨城県芸術祭の様子。華道展
館内風景。
・11月5日からの絵画展風景。岩上二郎県知事及び木村守江福島県知事の視察。
・ホールでの演劇。
1966/10/-- 水戸市

県だより No.61

昭和41年度（1966年11月頃）
制作：茨城県 ［10:45］

・建設進む鹿島港
・第1回茨城県芸術祭ほか

建設進む鹿島港



■初登庁の岩上（新）知事
・昭和42年4月24日、3選を果たした岩上二郎県知事が県庁に登庁した。庁議の様子。
1967/4/24 水戸市

■進出企業の整地始まる―鹿島線も着工へ―
・住友金属の鹿島工場予定地の整地の様子。
1967/--/--
・鹿島の小中学生用スクールバスの引き渡し式辞、及び鹿島町内でのスクールバス運行の様子。
1967/6/7 水戸市、鹿島町（現・鹿嶋市）
・昭和42年3月16日、北浦湖岸にて国鉄鹿島線の起工式が行われた。岩上県知事が列席。
1967/3/16 潮来町（現・潮来市）

■トピックス：水戸線（友部―小山）電化工事完成
・昭和42年4月20日、水戸駅にて行われた電化開通式の様子。岩上県知事らが列席。
1967/4/20 水戸市 →No.55 鍬入式

■トピックス：稚アユの放流
・6月1日のアユ漁解禁を控えた5月下旬、稚アユの放流が那珂郡大宮町漁業協同組合によって行
われた。久慈川の風景など。
1967/5/-- 大宮町（現・常陸大宮市）

■トピックス：漁業練習船「鹿島丸」一般公開

・県立那珂湊水産高等学校（現・県立海洋高等学校）の漁業練習船「鹿島丸」が公開された。無線
室、機関室など船内の様子。
1967/4/27 那珂湊市（現・ひたちなか市）

■神崎橋完成す
・稲敷郡東村と千葉県香取郡神崎町を結ぶ神崎大橋（こうざきおおはし）の開通式、渡り初め風景。
・神崎大橋設置以前の船橋の通行風景。
1967/5/12 東村（現・稲敷市）

県だより No.63 （'67 No.2）

昭和42年度（1967年6月頃）
制作：茨城県 ［10:45］

・水戸線電化工事終了
・神崎大橋開通式ほか

水戸線電化工事終了



■開港した日立港
・昭和42年6月1日、重要港湾日立港（現・茨城港日立港区）が開港した。
・重機による木材のトラック積込。船舶への岩石積み込みなど、湾作業の様子。
1967/--/-- 日立市
・昭和42年7月18日、日立市民会館にて日立港開港・重要港湾昇格祝賀会。岩上二郎県知事、日
立市長らが出席。トラック山車によるパレードが行われた。
1967/7/18 日立市

■トピックス：茨城県立西山研修所での共同生活学習

・常陸太田市の県立西山研修所で行われた、那珂町立第二中学校生徒らによる共同生活学習の
様子。飯盒炊爨の講習、キャンプファイヤーなど。
1967/--/-- 常陸太田市

■トピックス：鹿島工業用水道工事

・北浦から鹿島臨海工業地帯へ工業用水を送るための取水管取り付け工事の様子。船によるパ
イプの曳航、湖底への設置。完成は翌年9月。
1967/7/-- 鹿島町（現・鹿嶋市）

■国体ヨット競技大会ひらく―土浦市―
・昭和42年8月17日～20日に霞ヶ浦で行われた第22回国体ヨット競技会。
・17日の開会式には常陸宮ご夫妻が参加された。高校生によるマスゲームの様子や競技の様子。
1967/8/17 土浦市

県だより No.64 （'67 No.3）

昭和42年度（1967年8月頃）
制作：茨城県 ［10:49］

・重要港湾日立港開港
・霞ヶ浦で国体ヨット競技会ほか

中学生の共同生活学習における飯盒炊爨

建設中の日立港 第22回国体ヨット競技会



■完成したアワビ育種場
・那珂湊市の茨城県水産試験場磯崎実験所でのアワビの育種について。
1967/--/-- 那珂湊市（現・ひたちなか市）

■猿島肝炎にメス
・猿島肝炎の原因を探るための集団検診の様子。
・岩上二郎県知事が昭和42年11月17日、現地を訪れた。
1967/11/17 猿島町（現・坂東市）

■トピックス：第2回伸びゆく茨城工業展
・昭和42年10月30日から県立スポーツセンターで開催された、「伸びゆく茨城工業展」の様子。
・住友化学など参加各社のブースの様子。
1967/10/30 水戸市

■トピックス：沖縄から缶詰工場へ
・波崎町の缶詰工場に集団出稼ぎにやってきた沖縄石垣島の婦女子たちの寮到着～作業の様子。
1967/11/-- 波崎町（現・神栖市）

■トピックス：第6回農業祭
・昭和42年11月23日、日比谷公会堂で日本農業祭式典が行われた。
1967/11/23 東京都
・昭和42年11月16日に東京都赤羽台の団地で行われた朝市の様子。
1967/11/16 東京都

■交通事故ゼロをめざして
・朝の水戸駅前バスターミナル等の交通風景。
・小学生対象の交通教室の様子。
・安全運転競技会の様子。
・昭和42年10月27日、衆議院交通安全対策特別委員会による水戸駅周辺の視察が行われた。
・水戸市泉町一丁目歩道橋の夜間設置工事の様子。
1967/--/-- 水戸市

県だより No.65

昭和42年度（1967年11月頃）
制作：茨城県 ［10:56］

・県水産試験場のアワビ育種場
・交通事故ゼロをめざしてほか

水戸駅バスターミナル



■利根川に9番目の橋
・昭和43年2月15日、稲敷郡河内村と千葉県成田市に架かる長豊橋の開通式が行われた。
・旧来の渡し船、もぐり橋（船橋）の運用の様子。
1968/2/15 河内村（現・河内町）

■トピックス：浩宮様の茨城見学
・昭和43年3月25日、浩宮様（皇太子徳仁親王）が筑波山、偕楽園、県立養鶏試験場（茨城町）、全
販連中央種豚場（岩間町）、霞ヶ浦などをご見学された。
1968/3/25 水戸市ほか

■トピックス：明治百年記念事業「青年の船」
・昭和43年1月29日～3月10日までの53日間、マレーシア・インドなどを回る明治百年記念事業「青
年の船」が催された。
・昭和43年3月11日に行われた、参加者による岩上二郎県知事への基調報告。
1968/3/11 水戸市
・出発前に行われた、国立青年研修センター（代々木）での合宿訓練及び結団式。
・さくら丸の出航風景。
1968/1/-- 東京都

■トピックス：筑波山系を青少年の村に
・昭和43年2月24日、吾国山ユースセンター起工式が行われた（※後の吾国山洗心館。平成20年
度末で閉館）。
1968/2/24 笠間市
・茨城県立中央青年の家の建設風景。
1968/--/-- 新治村（現・土浦市）

■すすむ研究学園都市づくり
・日本住宅公団研究学園都市開発事業所、桜村（現・つくば市）役場での業務風景。
・筑波山周辺農村風景（買収交渉）。
・営農改善モデル農家（モデル経営部門ビニールハウス園芸）。
・豊里町（現・つくば市）の養豚場の様子。
・土浦学園線の工事の様子。
1968/--/-- 土浦市ほか

県だより No.66

昭和42年度（1968年3月頃）
制作：茨城県 ［10:39］

・長豊橋開通
・すすむ研究学園都市づくり ほか

筑波研究学園都市計画模型



■中央水路開削鹿島開発
・大野原団地の風景（ビニールハウスなど）、鹿島港建設風景。完成済みの埠頭での搬出の様子。
・昭和43年6月27日、鹿島港中央水路開削式が行われた。岩上二郎県知事出席。
1968/6/27 神栖町（現・神栖市）

■トピックス：第1回レク大会
・昭和43年5月26日に水戸市で行われた、第1回茨城県レクリェーション大会の様子。三笠宮崇仁
親王がご参列された。
1968/5/26 水戸市

■トピックス：茨城県民の森鍬入れ式
・昭和43年4月5日、明治百年記念事業として那珂町に「県民の森」が開設。鍬入れ式及び植樹祭
が行われた。
1968/4/5 那珂町（現・那珂市）

■トピックス：筑波山稜線林道開通
・昭和43年4月1日、筑波山稜線林道が開通した。

・風返峠～不動峠～朝日峠～県立中央青年の家までを繋ぐ有料道路、筑波山稜線林道（現・茨城
県道236号筑波公園永井線、表筑波スカイライン）の風景。
1968/4/1 筑波町（現・つくば市）―新治村（現・土浦市）

■スポーツテスト
・高萩市立東小学校でのスポーツテスト風景。
・ソフトボール投げ、ジグザグドリブル、垂直跳び、斜め懸垂、反復横跳び、背筋力測定。
1968/--/-- 高萩市

■『子供に遊び場を』（広告映像）
・公園で遊ぶ子供たち
----/--/--

県だより No.67

昭和43年度（1968年6月頃）
制作：茨城県 ［10:24］

・鹿島港中央水路開削式
・筑波山稜線林道開通ほか

筑波山稜線林道附近案内図



■交通安全県を宣言
・昭和43年9月29日、水戸市の農協会館で第4回茨城県交通安全県民大会が催された。小学生の
作文朗読など。県は10月1日に交通安全県を宣言した。
・小学生の通学、交通講習の様子。無料巡回交通事故相談所。交通安全県看板設置の様子。
1968/--/-- 水戸市

■トピックス：母子保健教室
・昭和43年9月2日に稲敷郡美浦村の青年研修所で開かれた、妊産婦対象の母子保健教室の様
子。血液検査などの診断も行われた。
1968/9/2 美浦村

■トピックス：若人あふれる茨城県立中央青年の家
・5月に開設した県立中央青年の家で、茨城町立桜丘中学校（現・青葉中学校）の生徒らが共同学
習を行った。花壇の手入れ、薪運び、写生、講習、キャンプファイヤーなど。
1968/--/-- 新治村（現・土浦市）

■街にひろう
・茨城県の人口や県花について、街頭インタビューが収録された。
・水戸市の銀杏坂～南町付近の風景。
1968/--/-- 水戸市

県だより No.68

昭和43年度（1968年10月頃）
制作：茨城県 ［09:57］

・美浦村母子保健教室
・茨城県立中央青年の家ほか

小学生の道路横断

県立中央青年の家で草むしり 銀杏坂



■県民の日大会開く
・昭和43年11月13日、県民文化センターにて初の県民の日大会。特別功労者、功績者等の表彰
式や、排禍ばやし（新治郡八郷町（現・石岡市））、弥勒三番叟（鹿島郡大野村（現・鹿嶋市
）の郷土芸能上演。水戸農業高校及び石岡二高生徒による徒手体操などが催された。
1968/11/13 水戸市ほか

■県民の日：山岡鉄舟展
・11月13日～26日、茨城県立美術博物館で開催された山岡鉄舟展の様子。
1968/11/-- 水戸市

■県民の日：県議会議場で青年136人が青年議会
1968/11/20 水戸市

■県民の日：弘道館に知事記念植樹
1968/11/6 水戸市

■県民の日：茨城100年写真展
・11月8日～13日、水戸の志満津百貨店（現・京成百貨店）で開かれた茨城100年写真展。
1968/11/-- 水戸市

■県民の日：茨城県青果市場連合会総合農業祭
・11月3日～5日、県立スポーツセンターで催された総合農業祭の様子。
・水農グラウンドでは農機具関連ブースが並んだ。
1968/11/-- 水戸市

■トピックス：かしこい消費者展
・昭和43年11月1日～5日に水戸市の社会センターで開催された「かしこい消費者展」の様子。
1968/11/-- 水戸市

■トピックス：ひばり学園のクリスマス会
・昭和43年12月23日、茨城県立ひばり学園（現・茨城県立こども福祉センター）にてクリスマス会が
行われた。
1968/12/23 水戸市

■（広告映像）『毎月第3金曜日は家庭の日』
・子供たちのお絵かきと家族だんらんの様子。
1968/--/--

県だより No.69

昭和43年度（1968年12月頃）
制作：茨城県 ［10:36］

・茨城県民の日の制定と関連イベント
・ひばり学園のクリスマス会ほか

岩上県知事による梅の記念植樹（弘道館）



■射爆場返還へ
・昭和44年2月22日、第3回水戸対地射爆撃場返還促進大会が水戸市立第二中学校で開催され
た。市街をパレード。
1969/2/22 水戸市
・2月26日、岩上二郎県知事を代表とする陳情団が、有田防衛庁長官に決議文を提出した。
1969/2/26 東京都

■トピックス：太田梨出荷組合
・昭和44年2月16日、常陸太田市小目町の生活改善グループを、西茨城郡岩瀬町下泉（現・桜川
市）の同グループが訪問した。
1969/2/16 常陸太田市

■トピックス：道普請
・重機による道路整備風景。
1969/--/--

■トピックス：現地公聴会
・昭和44年3月18日、岩上二郎県知事による現地公聴会が、久慈郡水府村武生（たきゅう）の公民
館で行われた。
1969/3/18 水府村（現・常陸太田市）

■ふえる幼稚園
・幼稚園での園児の様子と、幼稚園バスの運行について。
1969/3/--

県だより No.70

昭和43年度（1969年3月頃）
制作：茨城県 ［10:38］

・水戸対地射爆撃場返還促進大会
・水府村で現地公聴会ほか

第3回水戸対地射爆撃場返還促進大会

幼稚園バス 道路整備



■鹿島臨海工業地帯操業はじまる
・昭和44年5月8日に鹿島浄水場で行われた鹿島工業用水道及び住宅用鹿島水道の通水式の様
子。岩上二郎県知事による通水ボタン押下。
・浄水場風景。
1969/5/8 鹿島町（現・鹿嶋市）
・昭和44年5月20日、住友金属鹿島製鉄所の熱圧延工場の一般公開が行われた。工場内風景。
1969/5/20 鹿島町（現・鹿嶋市）
・昭和44年6月20日、鹿島港で輸出製品初出荷の式典が執り行われ、ワールドユニオン号へ製品
（コイル）が積み込まれた。
1969/6/20 鹿島町（現・鹿嶋市）

■アユを育てる
・久慈川でのアユ釣りの様子。
1969/6/--
・利根川河口付近での稚アユ採取、養殖、運搬～久慈川での放流の様子。
196-/--/-- 波崎町（現・神栖市）ほか

■トピックス：全国野鳥保護のつどい、県営鳥獣センター完工式
・昭和44年5月10日に県民文化センターで行われた、日本鳥類保護連盟と茨城県の主催による第
23回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」式辞の様子。連盟総裁常陸宮殿下による開会挨拶等。
・県営鳥獣センター完工式では、常陸宮殿下、妃殿下による雉の放鳥が行われた。
1969/5/10 水戸市、那珂町（現・那珂市）

■トピックス：動く生活科学教室、サイエンスカー「ライフ号」
・昭和44年6月頃から活動していた、主婦を対象に「科学的な日常生活」を勧めるサイエンスカー
「ライフ号」の巡回風景、バス内の様子。
1969/6/-- 県内
・昭和44年6月2日に水戸市の婦人会館で開かれた市民生活学校の様子。背筋測定、肺活量測定
などの体力測定風景。食品添加物検査風景。
1969/6/2 水戸市

■（広告映像）『子供を守ろう』
・家族連れの道路横断風景
196-/--/--

県だより No.71

昭和44年度（1969年6月頃）
制作：茨城県 ［10:30］

・鹿島臨海工業地帯操業はじまる
・アユを育てるほか

住友金属鹿島製鉄所熱圧延工場



■ようこそ皇太子さま
・昭和44年10月22日～26日、明仁皇太子が地方行政事情視察に来県された。
・茨城県養豚指導所（江戸崎町）を視察。
・茨城県産業試験場（関城町（現・筑西市）で、養蚕、結城紬の実演を視察。
・下館市民会館へのお成り。
・笠間市役所内の笠間焼展示室での陶芸風景を視察。
・茨城県立ひばり学園（現・茨城県立こども福祉センター）（水戸市）を視察。
1969/10/-- 江戸崎町（現・稲敷市）ほか

■県民の日ひらく
・昭和44年11月13日の県民の日に、県民文化センターで催された「茨城県功績者表彰」及び「あす
をつくる青年ほう賞」の式辞の様子。岩上二郎県知事による表彰。

・同日、県民文化センターにて郷土芸能大会が行われ、稲敷郡桜川村（現・稲敷市）大杉神社の神
楽が披露された。
1969/11/13 水戸市

■茨城を空から見る会
・昭和44年11月23日に行われた、茨城を空から見る会の様子。県民の日の表彰者、岩上県知事
など60人が参加し、国旅客機に乗り込んだ。
・機内の様子と、水戸市街、日立市街、鹿島港の空撮。
1969/11/23 東京都

■消費生活センター開所
・水戸市常磐町、婦人会館内に茨城県消費生活センターがオープン。相談風景。
・食品テスト室での検査風景。万能拡大機。
・消費者生活教室での講義風景。
1969/11/-- 水戸市

県だより No.73

昭和44年度（1969年11月頃）
制作：茨城県 ［10:46］

・皇太子殿下県内御視察
・消費生活センターが開所ほか

上空から見た水戸市街（泉町近辺）



■日立港に1万トン入港
・昭和45年5月4日、完成した日立港第二埠頭に12,000tのメーテル丸が入港した。木材の搬出の
様子。
・同埠頭に停泊中の自衛艦あけぼのの一般公開の様子。
1970/5/4 日立市

■トピックス：県会議事堂完成
・昭和45年5月30日、水戸市三の丸に県議会議事堂が完成、完工式が執り行われた。
1970/5/30 水戸市

■トピックス：釣り場は大にぎわい
・涸沼での釣り風景。
・石岡市高浜駅周辺、恋瀬川での釣り風景。
1970/--/-- 石岡市ほか

■トピックス：国道6号水戸バイパス開通
・昭和45年4月28日、長岡～枝川間を結ぶ国道6号水戸バイパスが開通した。
・バイパス入口（茨城町長岡）～酒門六差路～水戸市渋井町～水戸大橋間の走行映像。
1970/4/-- 水戸市

■トピックス：海の子どもの国オープン
・昭和45年6月28日、大洗町に屋外プール施設『海の子どもの国（現・アクアワールド茨城県大洗
水族館敷地）』が完成した。
・岩上二郎県知事らによる開場式の様子。
1970/6/28 大洗町

■トピックス：水戸市民プール完成
・昭和49年茨城国体向けの施設として、水戸市水府町に水戸市民プールが完成。昭和45年7月1
日、完工式が行われた。利用の様子。
1970/7/1 水戸市

■観光シーズンに備えて
・大洗町内旅館接客研修の様子。
・茨城県観光旅館従業員研修会、バスガイド研修の様子。
1970/--/-- 大洗町

県だより No.75

昭和45年度（1970年7月頃）
制作：茨城県 ［10:41］

・県議会議事堂完成
・国道6号水戸バイパス開通ほか

大洗町「海の子どもの国」オープン



■鹿島線開通
・昭和45年8月20日、国鉄鹿島線（現・JR鹿島線）、香取―鹿島神宮間が開通し、鹿島神宮駅で出
発式が執り行われた。橋本運輸大臣、岩上二郎県知事らが出席。走行風景等。
1970/8/20 鹿島町（現・鹿嶋市）

■トピックス：災害に備えて
・昭和45年7月14日に鬼怒川沿いの結城郡千代川村で行われた防災総合訓練の様子。
・自衛隊による仮設架橋、担架による負傷者救護、消防車による消火訓練など。
1970/7/14 千代川村（現・下妻市）

■トピックス：国分尼寺発掘
・昭和45年8月、石岡市の常陸国分尼寺跡の発掘調査が行われた。
1970/8/-- 石岡市

■トピックス：辺地診療
・多賀郡十王町黒坂に週一回設けられることになった、黒坂無医地区診療所の様子。
1970/8/-- 十王町（現・日立市）

■トピックス：万博県の日
・昭和45年に行われた大阪万博ことEXPO'70 日本万国博覧会、地方自治会館にて行われた7月19
日～21日「茨城県の日」の様子。結城紬実演、水府神楽、磯節等。
・7月6日～7日に披露された国重要文化財「日立風流物」の様子。
1970/7/-- 大阪府

■研究学園都市建設すすむ
・開発着手前の筑波山麓風景。
・土浦学園線、桜川に架かる学園大橋。
・新治郡桜村に建設中の学園東大通り。
・建設中の国立防災科学技術センターでの、7月20日、根本建設大臣らによる視察風景。
・科学技術庁無機材質研究所高圧力特殊実験棟。ASEA14000TON Q1848。
・ビニールハウス等、農家対象の研修を行う妻木部落研修センター。
・筑波郡谷田部町（現・つくば市）の生物系団地予定地風景。農業技術研究所等が入る。
・トラクター運行風景。
1970/--/-- 桜村（現・つくば市）ほか

県だより No.76

昭和45年度（1970年8月頃）
制作：茨城県 ［10:45］

・大阪万博茨城県の日
・研究学園都市建設進むほか

鹿島線開通（鹿島神宮駅）



■一日内閣
・昭和45年9月21日、宇都宮市で開催された、北関東三県（茨城・栃木・群馬）を対象とした「昭和
45年度国政に関する公聴会」の様子。佐藤栄作内閣総理大臣以下閣僚が参加。
・北関東開発構想図について。
1970/9/21 栃木県

■トピックス：大洗に水族館
・昭和45年7月1日、「海の子どもの国」内に大洗水族館（現・アクアワールド茨城県大洗水族館）が
完成。岩上二郎県知事によるテープカット。マリンガールによる餌付けの様子。
1970/7/1 大洗町 →No.75「海の子どもの国」

■トピックス：交通巡視員誕生
・歩行者の誘導、学校交通安全教育等を専門とする交通巡視員の職務の様子。
1970/11/20 水戸市

■孔子廟再建
・昭和45年10月に明治百年記念事業として再建竣工した、水戸市弘道館内の「孔子廟」について。
1970/10/-- 水戸市

■県民の日ひらく
・昭和45年11月13日、県民文化センターで催された「茨城県功績者表彰」及び「あすをつくる青年
ほう賞」「県民の日作文コンクール」の式辞風景。岩上二郎県知事による表彰。
・郷土芸能大会。浅川のささら（獅子舞／久慈郡大子町）。
・県民の日記念庭木盆栽即売会の様子。
1970/11/13 水戸市

■茨城を空から見る会
・昭和45年11月22日に行われた「茨城を空から見る会」について。県民の日の表彰者、岩上県知
事など120人が参加した。
・百里基地から発着するYS-11と機内の様子。県下空撮。
1970/11/22 小川町（現・小美玉市）

県だより No.77

昭和45年度（1970年11月頃）
制作：茨城県 ［10:21］

・大洗水族館開館
・交通巡視員誕生ほか

孔子廟（弘道館）



■鹿島の近況
・鹿島臨海工業地帯の風景。化学工場、ガスタンク等外観。
・公害巡回パトロールの様子。
・昭和45年9月より稼働した鹿島臨海特定公共下水道、深芝処理場の様子。
・住友金属工業鹿島製鉄所外観。昭和46年1月より稼働している第1高炉の様子。
・鹿島港中央水路でタグボートを使って向きを変える大型船の様子。
1971/--/-- 鹿島町（現・鹿嶋市）

■トピックス：水戸納豆
・昭和46年2月2日～7日、東京都の三越にて開催された「水戸の梅まつり展」の様子。
・駅ホーム、偕楽園での納豆販売及び、天狗納豆の製造の様子。
1971/2/-- 水戸市ほか

■身障者へ愛の施設

・西茨城郡友部町に建設中（一部供用済み）の県立リハビリテーションセンターでの利用者の様子。
職能訓練室、水治療室等。
1971/--/-- 友部町（現・笠間市）

■祭頭祭
・昭和46年3月9日に行われた鹿島神宮の祭頭祭の様子。
1971/3/9 鹿島町（現・鹿嶋市）

■白衣を着て
・県内の県立看護専門学校（県内に16校）の授業・実習、寮での生活、卒業式の様子。手術の様
子を背景にインタビューが行われた。
1971/--/--

県だより No.78

昭和45年度（1971年3月頃）
制作：茨城県 ［10:34］

・鹿島神宮祭頭祭
・水戸納豆（天狗納豆）製造風景ほか

住友金属工業鹿島製鉄所


