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Global Wind Day 2013 

We hereby report wind day activities celebrated its sixth year, and successfully done 

in the event across the country. 

It was held in 11 places of last year, this year, there was one place that can not be held , 

but  instead, Rokkasho, Aomori Prefecture and Tokyo newly joined. Then finally it was 

12 places following one more places than last year. Also, in place of the Azuchioshima 

wind farm in Hirado, I was held at Ikitsuki wind energy this year. I think that could be 

held in a new wind farm in this way, there is one small step, but a big step forward in 

order to increase the number of venues steadily now. 

 

No Place Day Sponsorship 

1 Hokkaido Suttu 2013.6.15 Suttu Town 

2 Kanagawa Yokohama 2013.6.15 Yokohama City 

3 Shizuoka Kakegawa 2013.6.23 Kakegaw City / Kuroshio Wind Power 

4 Chiba Chosi 2013.6.23 Chiba University / Nihon University 

5 Totigi Ashikaga 2013.6.28 Ashikaga Institute of  Technology 

6 Tokyo 2013.6.28 J Wind 

7 Yamagata Syonai 2013.6.29 Syonai Town 

8 Hokkaido Tomamae 2013.7.10, 7.18 Tomamae Tawn 

9 Aomori Rokkasyo 2013.7.27 Rokkasyo Vilage / Japan Wind Development 

10 Akita Mitane 2013.7.28 M Winds / Meidensha 

11 Fukuoka Kitakyuusyuu 2013.7.28 Kitakyuusyuu City 

12 Nagasaki Hirato 2013.7.28 Hirato City / Ikitsuki Wind Energy 

 

Topics 

Global Wind Day events should be held on June 15 at the same time all the world. But 

there was some cases that can not be held by or got hit with local events, the 

circumstances of the person of the event coordinator. Therefore, this year I ask all event 



partner to schedule not stick to June 15 but during in Jun and end of July to avoid 

conflicts with local events. But in reverse as the case of Mitane Town Akita Prefecture, 

they incorporate wind day event to their local events (sand craft event) as a part of it. 

Such a variety of deployment is possible good as well for the venue for future 

expansion. 

 

Future Issues 

Issues that came out through the activities of this year, there is something like the 

following reflection point. 

・Active implementation of the Delivery class (There was no class of Delivery as wind 

day this year) 

・Activities towards the Ambassador(Appointment of Ambassador did not perform this 

year)   

・Enhancement of public relations. At the last minute, we made information to the media 

including the press club of the Ministry of the Environment. Therefore, the effects are 

only limited to that the event of Rokkasho village is published in the local paper,and of 

Choshi event was aired on local cable TV) 

 

In Conclusion 

It is grateful to hold a successful Global Wind Day this year also, and I would like to say 

thanks of all of JWPA member and organizer of each event. It is not expressed as a 

number direct effect of Wind Day activities, but I think steady activity is required for 

better understanding of the wind power generation, this activity will also have a slight to 

have played the part. Because I would like to continue be done next year, I hope all of 

you to give us great support and cooperation continuously. Thanks very much again. 
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WIND DAY IN SUTTU 2013 

日 時：２０１３年６月１５日 

参加者：幼児・小学生・保護者・一般参加者･

町職員等 14 名 

主 催：寿都町 

共 催：日本風力発電協会 

天 候：曇  

見学会の様子： 

 

１．移動する車中で寿都町の風力発電の歴史を

学習 

 ・移動経路に沿って、寿都風力発電所、寿都

温泉ゆべつのゆ風力発電所、寿の都風力発

電所を車窓から見ながら寿都町の風力発電

の歴史について学習を行った。 

 

２．風太風力発電所の内部見学 

 ・風太風力発電所の内部を子供と保護者・一

般参加者と 2 班に別れ見学し、コントロー

ルキャビネットの前で風車の操作方法を説

明した後、実際に運転操作と停止操作を行

い、ブレードの角度が変わる様子や、ロー

ターの回転する様子を見学した。 

 ・風車の上り方についてのデモンストレーシ

ョンでは、上を覗き込み、高くて恐そうな

どの声が聞こえた。 

 

３．風太風力発電所蓄電池室見学 

 ・蓄電池の施設の見学では、発電状況を確認

モニターで確認したほか、蓄電池の模型等

で蓄電池の仕組みについて学習を行った。 

 

４．風太風力発電所ブレード補修作業の見学 

 ・クレーンを使用したブレード補修作業をた

またま実施していたため、補修作業の現場

付近で見学を行った。 

 

補修作業見学後に全員で記念撮影を撮影し見

学会を終了した。 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

風力発電施設の概要説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

  発電状況をモニターで確認  

              

   

 

ブレード 

  補修を見学 

 

 

 

 

 

 

ブレードの角度が

変わるとワッと歓

声が上がりました。 

 

 

 

 
            
 
 
 
 
 
 

蓄電のシステムを説明 
 

 
 
降りてきた作業

員は子供たちの

ヒーローです。 
 
 
 

 
 
記念撮影 
最後はお決まり

の記念撮影です

が、写真を撮る側

が多くなってし

まいました・・ 



4 

WIND DAY IN YOKOHAMA 2013（ 6 月 15 日） 

（三菱重工 上田悦紀） 
 
Wind Day 2013 in Yokohama ～親子風力発

電所見学会～ を日本風力エネルギー学会・日

本風力発電協会・横浜市・三菱重工業横浜製作

所が協力して開催しました。今年で６回目。こ

れは欧州の他では最も長く続いているウィン

ドデイ行事です。コースは、金沢工場の 2.4MW
実証風車→風力発電のミニ講義→横浜市ハマ

ウィング 2MW 風車をバス２台で巡ります。 
 今年は天気に恵まれ、青空の下で午前・午後

の合計 135 人の親子連れが、風を受けて力強く

回る風車を身近に体験しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

金沢工場の会議室でのミニ講義では、風車の

大きさや仕組みを、日常生活の中にあるものに

例えながら説明して「分かり易かった」と好評

でした。実は昨年のアンケートで、「子供には

難しかった」と指摘があり、今回、大幅に改良

した甲斐がありました。 
瑞穂埠頭の横浜市ハマウィングでは、タワー

のハッチを開けて、普段は入れない風車の中を

見学する長い行列ができました。 
 お蔭で今年のアンケートでは、参加者の皆さ

んから、沢山の「楽しかった」という声を頂き

ました。 
  

５年前から恒例のブレード前での集合写真 
 

  
元気に質問の手の上がるミニ講義        ハマウィングのタワー内見学の長い行列
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WIND DAY IN KAKEGAWA 2013：6 月 23 日 
 
掛川市での開催は今年で４回目となりまし

た。今回はメインの『風車のタワーに絵を描い

ちゃおう！』のほか、３つのイベントを開催し

ました。場所は遠州掛川風力発電所の５号機と、

隣接する浜野地区のグラウンドゴルフ場です。 

イベントには 24 組 73 名（大人 30 名子供 43

名）のご家族が参加してくれ、ご来賓とスタッ

フを合わせると 100名以上の規模となりました。 
 
【風車のタワーにお絵かきしちゃおう！】 

 昨年に続き、風車のタワーに絵を描いてもら

いました。今回は、風車のタワーに区切った升

目の中へ、事前に決めたテーマに沿って、家族

ごとにペンキで絵を描いてもらいました。なお、

テーマは周りの風景に合わせて「海」です。 

 今回は、テーマを事前にお知らせしていたた

め、子供が家で何を描こうかと考えてくれたり

と、イベント前から家族みんなで楽しみにして

いてくれたそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【きんじろうくんとクイズ大会】 

 掛川市のゆるきゃら「茶のみやきんじろうく

ん」が会場に来て

くれ、一緒に○×

クイズ大会を行い

ました。クイズの

後には参加記念品

のタオルを「きん

じろうくん」から

受け取り、記念写

真を撮ったりして

いました。 

 

 

 

【グラウンドゴルフでゲーム大会】 

 地元浜野地区のグラウンドゴルフ会の方に

コーチ役として来ていただき、グラウンドゴル

フのクラブとボールを使って、親子でゲームを

楽しみました。 

 

【海と陸の植物って違うのかな？】 

掛川の生物博士 太田先生に来ていただき、海

岸部と内陸部に生育している植物の違いを、実

物を見てもらいながらお話してもらいました。 

 
 
【アンケート】 

 ①「イベントの案内方法」、②「イベントの

満足度」、③「係員の説明の分かりやすさ」に

ついてアンケートを取った結果、回答数 23 件

中ですべて「満足」か「やや満足」と高評価を

いただきました。 

 また、感想の記載欄には、大人の方の「スト

レス発散になった」という意見もありましたが、

多くの喜びの声をいただき、そのうち 9件の方

からは、来年もタワーへのお絵描きを希望する

記載がありました。 

来年も一層来場者に喜んでいただけるよう

なイベントにしたいと思います。 

 
 

【主催：くろしお風力発電(株)、掛川市】 
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WIND DAY IN CHOSHI 2013 

【千葉県銚子市 6 月 23 日（日）】 
 
銚子でのイベントは、銚子マリーナ（〒

288-0025 千葉県銚子市潮見町 15）周辺を会場

にして、東京電力（株）の助川様、日本大学の

長井先生、銚子ジオパーク推進市民の会の 5名

の会員の皆様のご協力の下、楽しく、ためにな

るイベントを行うことができました。受付、昼

食、講義、実習会場は、千葉科学大学に隣接し

た「カフェマリーナ」で行いました。参加者は、

市内在住の主に小学校 5 年生、6年生の親子 13

組、28 名が参加してくれました。 

当日は、天気にも恵まれ、イルカウォッチン

グ船（銚子海洋研究所のフリッパー号）による

NEDO 技術開発機構実証研究中の洋上風力発電

の見学クルーズも含め、以下に示したスケジュ

ールを順調に実施することができました。 
 
＜当日のスケジュール＞ 

 9時30分～10時：受付、資料等の配布など。 

 10 時～10 時 15 分：ウィンドデイの趣旨説

明、一日のスケジュール説明、実習内容の

説明等。 

 10 時 15 分～11 時：銚子マリーナ海水浴場

の駐車場奥に建てられた洋上風力発電の変

電施設まで移動し、東京電力（株）の助川

様より、PC 画面のデータを見ながら技術的

な説明を頂き、海底ケーブルの陸揚げ点を

確認しました。 

 11 時～12 時：フリッパー号に乗って、洋上

風車発電の見学クルーズを行いました。同

時に、屏風ヶ浦の絶景も楽しみました。 

 12 時～12 時 45 分：カフェマリーナへ移動

して昼食。 

 12 時 45 分～14 時：長井先生による風力発

電に関するパワーポイントによる講義（15

分程度）を頂き、サボニウス風車模型の制

作（30 分程度）を行いました。最後に、ア

ンケートに記入して頂いて解散としました。 

 

参加者（保護者）から頂いた感想の例を以下

に紹介します。 

 船に乗り、実際の（風車の）大きさを感

じられたことが良かった。説明が丁寧で、

分かり易かった。 

 海上から陸地を見るなど、普段で出来な

いことができて良い経験になりました。

子供は、他の学校の子と接する機会があ

り、これも良かったと思います。 

 いろいろな専門家の方が講師として参加

されていて良かった。 

 
当日のイベントの様子は、地元ケーブルテレビ

の銚子テレビで市内向けに放送され、月刊誌

「環境会議」記者のウィンドデイ取材もありま

した。銚子イベントの実施にあたり、予算や物

品提供の面で日本風力発電協会より多大なる

援助を頂き、厚く御礼申し上げます。 

[報告文責： 安藤 生大] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

参加者全員の集合写真（銚子マリーナ） 

フリッパー号から見た洋上風力発電

サボニウス風車模型の制作 
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WIND DAY IN ASHIKAGA（6 月 27・28 日） 

  

今年も足利工業大学の牛山学長のご協力で、

風力エネルギー利用総合セミナー（第 14 回）

の開催に合わせウィンドデイのご紹介をして

いただきました。 

セミナーも大盛況で 2日間に渡り 12 名のか

たの講演が行われ、皆さん熱心に聴講されてい

ました。 

 

（多くの参加者で広い行動も一杯になった） 

 

 

 

 

 

 

 

初日は牛山学長のご挨拶のあと、経済産業省資

源エネルギー庁新エネ対策課の村上課長のご

講演から始まりました。 

 

 
（村上課長の講演） 

 

そして、初日の講演終了後は懇親会があり、

多くの方々との意見交換、情報交換、名刺交換

が行われていました。 

その後も場所を変えて夜遅くまで議論は尽

きません。それでも翌日は朝からしっかりと講

演が入り、昼休みにウィンドデイの成功を祈念

して全員で記念撮影を行いました。そして 2日

目の午後の講演までしっかりとみなさん聴講

してお開きとなりました。 
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WIND DAY IN TOKYO 2013 

【東京都江東区 6 月 28 日（金）】 

日時：平成 25 年 6 月 28 日（金） 

11:00～11:30 

主催：（株）ジェイウインド 

東京都の臨海地区に2003年に設置された「東

京臨海風力発電所」は、東京都港湾局の管理区

域内に位置しており、通常はサイトへの公衆の

立入りが禁止されております。しかし周辺には

東京都の廃棄物埋立処分場があり、処分場とと

もに小学校の社会科見学のコースに指定され、

東京都環境局の中防合同庁舎様には、例年多く

の小学生を風車に案内頂いております。 

今年は、東京工業大学に隣接して位置し、大

田区のおおたサイエンススクールにも指定さ

れている清水窪小学校から JPOWER に対し、6月

の風車の見学希望があり、ウィンドデイ・イ

ン・東京湾の行事として、風車をご案内するこ

とになりました。 

当日、清水窪小学校 4 年生の児童 35 名、引

率 3 名合わせて 38 名が大型バスに乗って風車

にやってきました。清水窪小学校では、積極的

に科学やものづくりなどの理科に関連する内

容の授業を行っているそうで、生徒は事前に質

問を用意して、風車の見学に臨んだようです。 

 
風車と子供達 

 
風車の発電など熱心に質問する子供達 

 
記念撮影 

 

東京臨海風力発電所の 2 台の風車は、羽田空

港に着陸する飛行機から間近に見ることがで

きますが、サイトは現在一般公衆の立入りが禁

止されており、地上からは風車を近くで見るこ

とができません。今回初めて開催したウィンド

デイ・イン・東京湾では、科学に興味のある多

くの子供達に大きな風車を見てもらい、再生可

能エネルギーの利用について、一層の関心を持

って頂けたのではと期待しております。 
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WIND DAYA IN SYONAI 2013 

【山形県庄内町 6 月 29 日（土）】 

（エコ・パワー㈱ 金子浩之） 

 

開催日時：2013 年 6 月 29 日(土) 9:00～11:30 

開催場所：たちかわウィンドファーム周辺 

主 催：庄内町 
後 援：エコ・パワー株式会社 
参加者数：地元小学生 26 名 

庄内町 7 名 
エコ・パワー株式会社 1 名 

 

6 月 29 日(土)に山形県庄内町にてウィンドデ

イが開催されました。山形県内での開催は今年

が初めてです。参加・協力頂いたのは地元の小

学生及び庄内町の職員の方々。今回は月 1 回開

催されている地元小学生の集い「わんぱく学園」

との共同イベントとして開催しました。 

 

庄内町といえば旧立川町時代に風力発電の

導入を積極的に進め、実現させた町として有名。

その町中の早苗鮮やかな田園風景の中に、町や

民間企業が運営する風車が 8 基建っています。

今回は地元の小学生と「風車のある景色の中で

遊び・学ぶ」ことを目的に開催しました。 

 

当日は庄内町役場（立川庁舎）に集まり、汗

ばむ陽気の中、途中風車を眺めながら風車付近

まで歩いて移動しました。田んぼの中にある風

車というのは日本では珍しい光景ですが、地元

の子供たちからすると当たり前の風景のよう

で、風車は既に町の象徴的な存在である印象を

受けました。 
 
 

 
風車付近まで歩いて移動 

 

 

 

風車付近まで歩いた後は、近くにある池で

「ザリガニ釣り」を行いました。自然豊かな町

ならではのイベントで、大人も含め全員が楽し

みながら参加しました。最後は風車をバックに

庄内町役場の方から風車の仕組み・働きについ

て説明頂き、子供たちも興味を持って話を聞い

ていました。風車が日常に馴染んでいる庄内町

だからこそ風力発電に対する関心を改めて持

って頂く、素晴らしい機会になったと思います。 

 

 
     ザリガニ釣りに奮闘中 

 
   庄内町職員の方による風車の説明 

 
   最後は風車をバックに全員で撮影
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WIND DAY IN TOMAMAE 

【北海道苫前町 7 月 10 日（水）、18 日（木）】ウィンドデイ・イン苫前 2013 風車見学会 

執筆者：電源開発株式会社  三保谷 明 

ユーラスエナジーホールディングス  宇佐美 光江、工藤 央貴 
 
北海道苫前町にある小学校 2校の 6年生を対象

に、7 月 10 日と 18 日に“グローバルウィンド

デイ in 苫前”を開催しました。（7 月 10 日は

苫前小学校、7月 18 日は古丹別小学校） 

これは苫前町が例年”学社融合事業”として出

張授業などのイベントを開催しており、その一

環で行ったものです。両日合わせて 29 名の小

学生と引率の先生方にご参加いただきました。 

 

 

当日のプログラム 
 
10:40－11:20  風車キット制作 

11:20－11:40  風力発電に関する授業 

および質疑応答 

 11:40－12:10  風車見学 

  10 日 苫前グリーンヒルウインドパーク 

（㈱ユーラスエナジー苫前） 

18 日 苫前ウインビラ発電所 

（㈱ジェイウインド） 

 12:10     記念撮影  

 

1. 風車キット制作 
団扇で送った風で風車を回すと LED が点灯

する風車キットの制作を通じて、風車のしくみ 
を理解していただきました。児童たちは、協力

したり競いあったりしながら自分たちで作っ

た風車に送風。LED が見事点灯すると、会場の

あちらこちらから「わぁ、光った!」と喜びの声

があがっていました。 

 
 

古丹別小学校 6 年生の皆さん（左端は JWPA 永田代表理事） 
 

配布資料一式 
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2. 風力発電に関する授業 
 

苫前町企画振興課の高田係長が講師となり

「なぜ苫前に風車を建てたの？」、「風車 1 基

建てるのにどれくらいのお金がかかるの？」

など、小学生たちからの質問に答える形で授

業が行われました。高田講師からは「風車は

宝くじで 3 億円当たったらようやく買えるく

らい高いんだよ」「羽根の重さは自動車 3～4
台分なんだよ」といったわかりやすい回答を

していただき、皆、真剣な顔で聴き入ってい

ました。また、JWPA 担当者から”ウィンド

デイ”が世界的なイベントであることを説明

し、児童たちは自分の町の風車に改めて興味

を持ったようでした。 
 

     
一生懸命風車に風を送る小学生たち 

 

 
風力発電に関する授業の様子 

 
3. 風車見学 
風車見学では、“ヘルメットをかぶる”“風車

タワー内に入る”“ハーネスを装着する”とい

った、非日常的な体験の連続に少々とまどいな

がらも楽しそうに参加していました。実験  

や授業で学んだことを踏まえ、実際の風車を 

目の当たりにした時は「大きいなあ！」とか、   

 
「風車の中は面白かった！」と口々に言ってい

ました。さらに、後日感想文もいただきました。 
 

   
ハーネス装着体験の様子 

 

  
  ボトムからタワー上部を見上げる児童たち 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. おわりに… 

こうして風車見学会を成功裏に開催できた

のも、苫前町や小学校、発電所等、地元関係者

の皆様のおかげです。ありがとうございました。

このウィンドデイ活動を通じて、地域の将来を

担う子供達が風力発電への理解を深め、風車が

より身近な存在になったものと思います。両校

の先生からも、来年はもう少し時間を長く、と

期待のお言葉をいただきました。 

いただいた感想文
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WIND DAY IN ROKKASYO 2013 

【青森県 六ヶ所村 7 月 27 日（土）】 

開催日時：2013 年 7 月 27 日(土) 13:00～16:30 

開催場所：ＥＥＳトレーニングセンター、二又 

夢はぐ館 

参加人数：子供１２名 保護者１０名 

主催：日本風力開発㈱ 

後援：六ヶ所村、六ヶ所村教育委員会、二又 

風力開発、出光興産、六ヶ所村風力開発、 

イオスエンジニアリング＆サービス（EES） 

協力：エコ・パワー、六ヶ所村農業総合公社 

 

 

 

 
 

当社が主催する初めてのグローバルウィンド

デイイベントのため、準備期間は勝手がわから

ず戸惑うことも多くありましたが、幸い六ヶ所

村、六ヶ所村教育委員会からの多大なご支援ご

協力を得ることができ、予想以上に多くの子供

たちの笑顔を見ることができ安全に終了でき

たことに安心いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 
開会のお話をする塚脇社長 

 

 

実施内容： 

① EES トレーニングセンターでのナセル内部 

見学 

これまで大人以外が入ったことの無い、ナセル

実機に入り、イオスエンジニエアリング＆サー

ビススタッフから発電機内部について説明を

受けました。子供たちはその大きさに驚くと同

時に日常的に見ている風車の内側を知り、ここ

で実際に発電しているんだと言うことを実感

し、また驚いた様子でした。一緒に来たお父さ

ん、お母さんも興味津々で説明に聞き入ってい

ました。 

通常子供が入ることは無い訓練用実機のため、

内部や入り口には転落防止の網を張ったり床

板を張り平らにしたりと、安全対策も万全に施

しました。 

 

ナセル内部構造について熱心に聴く参加者 
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ナセル内部でシャフトやギアを見る子供たち 

 

ナセル内部に一度に入れるのが３～４名だっ

たので、残りの子供たちは外に出て大きなシャ

ボン玉作りをしました。子供たちはシャボン玉

の飛んでいく様子を見て、風の強弱や風向きに

ついて目で見て実感しました。大きな輪のつい

た道具を使いシャボン玉を作ったのですが、風

が強くなると風の力だけで大きなシャボン玉

や一度にたくさんのシャボン玉ができ、大人も

一緒になってシャボン玉遊びに興じていまし

た。 

 

 
大きなシャボン玉を作っています 

 

② 風車模型作りと発電実験 

ナセル内部見学と平行して、風力発電模型の工

作をしました。男の子のグループがまず先に 

発電模型作りに挑戦しました。  

 

 
LED ランプの取り付け方を聞く子供たち 

 

用意したペットボトルを切ってブレードを作

り、風の力によってＬＥＤランプがつく発電機

を組み立てました。 一人ひとりが持ってきた

ペットボトルの形状が違うため、それぞれにあ

わせてブレードの作り方をアドバイスするな

ど、細かく対応をした甲斐があり一応全員の羽

が回るように作られていました。  

それぞれセットして扇風機の強弱スイッチを

利用してランプがつくか、またどのくらいの風

でつくのかを実験し、赤いランプがつくと「つ

いた！ついた！」と子供たちの歓声があがりま

した。また、できた模型を外にもって行き、  

走った時の風でランプがつくかどうかを試す

子供たちもいました。 

 

 
 

全体として、細かい手作業が得意な女の子の 

発電機の方がうまく発電していたようでした。 
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｢ついた！ついた！｣ 

 

③ 風車を回って答えを探す「風力発電クイズ」 

当初計画では六ヶ所村風力発電所２８号機か

ら３１号機までの４基の風車を利用したクイ

ズラリーでしたが、あいにくの悪天候で濃霧と

風が強すぎるため、旧二又小学校である、「夢

はぐ館」の体育館にて行いました。 

夢はぐ館への道中、風力発電機を間近で見てみ

ようということで、念のためスクールバスにて

２８号機まで向かいましたが、やはりかなりの

強風と濃霧のため降車することなく出発とな

りました。 

体育館ではその４隅に風車のパネルを貼り出

して、各地点に２名以上の風力発電に精通する

スタッフを配置。子供たちは出されたクイズの

答えを各地点のスタッフにヒントを聞いて見

つけます。用意したクイズは全部で８問、各地

点ごとに２問ずつ。中には少し意地悪な問題や、

レベルの高い問題もありましたが、５グループ

に分かれてそれぞれを走り回り、グループ内で

相談しながら答えを考えていました。 

 

 
ルール説明を聞く 

 
 

 
ヒントを聞く子供たち 

 

すべてのグループがゴール地点に戻り、答え合

わせをしました。 ほとんどのグループが全問

正解。そうでなかったグループも不正解は少な

く、みんなで楽しみながら風の事や風力発電の

事を勉強できました。 

 

 
答えあわせ中 

 

すべてのイベント内容を終え、最後に出光興産

様よりご提供いただいたウルトラマングッズ

や当社からの風車模型などと一緒に、ＪＷＰＡ

タオル、ＧＷＤかざぐるまを子供たちにプレゼ

ントしてイベントが終了となりました。 
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終了後に回収したアンケートでは、「風車はた

だ立って回ってるだけかと思ったけど、実は電

気を発電しているんだなと思った！」や「友達

と協力して答えを探すことができてよかった」、

「今までどうして風車があるのかと思ってい

たけど、このような仕事をしていて、すごいと

思った」、「風車は電気を作る親分に思えた！」

「風車はすごくたいせつだなぁと思いました」

など、子供らしく楽しい回答が数多く見られま

した。 

中でも一番多かった意見は、「今度は風車の上

までのぼりたい」「はしごをたくさんのぼりた

い」「実際の風車にのぼってみたい」でした。 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

記：大関 

 

  

デーリー東北 2013 年 7 月 29 日 

東奥日報 2013 年 7 月 30 日 
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WIND DAY IN MITANE 2013 

【秋田県三種町 7 月 28 日（日）】 

日 時：２０１３年７月２８日（日） 

    １０：００ ～ １２：００ 

参加者：２９５名 

主 催：（株）エムウインズ 

共 催：ＪＷＰＡ 

天 候：くもり一時雨 

配布記念品： 

ペーパー風車、タオルマフラー、Ｔシャツ、 

キャップ、サンバイザー、ヨーヨー、うちわ 

 

見学会の様子： 

今年は、三種町で毎年開催されているサンド

クラフト（今年で第 17 回）の期間中に合わせ

て、グローバルウィンドデイとして八竜風力発

電所にて風車説明会を開催しました。 

午前１０時から１２時までの２時間、No17 号

機にて風車内部見学を行い、受付をされた方に

は記念品を無料配布しました。 
 

 
写真１：受付の様子 

 
受付開始から風車内部見学の列は途切れる

ことなく、２９５名もの参加者が風車のパネル

説明や風車内部を見学されました。参加者は小

さなお子様から高齢の方、さらに中国からの観

光客など外国の方の参加もありました。 
 

 
写真２：風車内部の見学待ちの様子 

 

風車の中を見る機会は滅多にないというこ

ともあり、参加者は皆さん興味津々で風車内部

を見学され、質問も多くされていました。 

今回の風車内部見学はタワー下部のみの見

学でしたが、参加者の中には「タワーを登って

ナセルの中も見られますか？」との声も多く、

風車に強い関心があると感じました。 

 

 
写真３：風車内部の見学の様子 

 

来年は今年以上に参加者を増やし、風車に対

して親しみを感じてもらえるよう工夫をして

いきたいと思います。 

 

 
写真４：記念写真 

 

 
写真５：サンドクラフトと風車 
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WIND DAY IN KITAKYUUSYUU 2013 

風力発電施設見学会 
 
日時：平成２５年７月２８日（日） 

１０：００～１２：００ 

主催：北九州市／響灘地区開発推進協議会 

共催：日本風力発電協会 

協力：㈱エヌエスウインドパワーひびき 

   日本ロバロ㈱、電源開発㈱、 

ひびき灘開発㈱、㈱北拓 

㈱安川電機、㈱石橋製作所 

 

７月２８日（日）北九州市若松区響灘地区に

おいて「グローバルウィンドデイ２０１３ in

北九州」を開催しました。 

２０１１年に西日本で初めて開催して以来、

今年で３回目を迎える本イベントですが、今年

は夏休み期間中での開催ということもあり、過

去最多となるおよそ７０名もの方々にご参加

いただきました。中には昨年の見学会にて風車

に興味を抱き、今年もぜひ話を聞きたいと参加

される方もいらっしゃいました。 

前日の予報では降水確率６０％と開催が心

配されましたが、当日は天候に恵まれ、青空に

映える白い風車を見学することができました。

イベント終了後、参加者の皆さんをお見送りし

た後に雨が降り出したのには正直驚きました

が、きっとイベントに参加された方々の想いが

天に届いたのではないかと思います。 

 

 今回も日本ロバロ㈱ひびき工場様の会議室

をお借りしまして、北九州市の推進する風力発

電産業の拠点形成を目指す「グリーンエネルギ

ーポートひびき」事業の紹介に始まり、響灘風

力発電所を管理する㈱エヌエスウインドパワ

ーひびき様からの風力発電所についての説明

や、大型風車の軸受を製造する日本ロバロ㈱様

から風車部品の製造に関する説明が行われま

した。 

 パワーポイントや会社紹介のDVDも活用しな

がらの分かりやすい説明に皆さん興味津津で

聞き入っていました。 

 会議室での説明の後、日本ロバロ㈱ひびき工

場の見学をさせていただきました。通常、日曜

日のため工場はお休みなのですが、このイベン

トのために従業員の方々が事前の準備はもち

ろん、実物の軸受を前に分かり易い説明をして

いただきました。 

 

 

 工場見学のあとは、響灘北緑地に移動し、風

車の見学を行いました。ここは遊歩道など公園

として整備されているため、風車の真下まで近

づくことができ、皆様風車を見上げてはその迫

力に驚いていました。 

ブレードを風上に垂直に立て、風車を止めて

から風車の構造等についての説明を行った後、

普段は入ることのできないタワー内部を見学

し、電気機器類やタワー内の梯子をご覧いただ

きました。また、ブレード実寸をロープで地面

に描き、風車の大きさを実感していただきまし

た。 

  

見学会の後、参加者の皆さんから様々な質問

があり、お子様からの驚くような質問にも協力

事業者の方々に丁寧にご回答をいただきまし

た。時には笑いを誘う回答もあり、場内がどっ

と沸きました。 

イベント全体を通じて参加者の皆様が、普段

目にすることができない大型の風車部品やそ

の製造工程、風車のタワー内部を熱心に見学す

る様子は、風力発電への関心の高さと導入への

期待が伺えました。 

帰り際に「楽しかったです」と声をかけてく

ださった参加者の方々の笑顔に、ご協力いただ

いた事業者の皆様に、スタッフ一同心より感謝

申し上げます。 

 

 

 

 
  

風車をバックに参加者全員で記念撮影 
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WIND DAY IN IKITUKI 2013 

【長崎県平戸市 7 月 28 日（日）】 

 

平戸市生月町において［平戸市］と［平戸市

教育委員会］、［㈱生月ウィンドエナジー］の

共催でグローバルウィンドデイを開催致しま

した。 

当日は心配された天候も朝には回復し 23 組

60 名の参加を頂きイベントを行うことができ

ました。 

【イベント内容】 

・風車及びタワー内の見学 

・凧作り(風を使ってというコンセプトから） 

・記念撮影 

・国立公園にて昼食 

・建設記録 DVD 鑑賞 

・三択クイズ 

・風力発電工作キットの作成 

 

風車を間近に簡単な概要の説明 
 

 タワー内の見学では風車がすべてコンピュ

ーターで自動制御されていることなど、保護者

の方は技術の凄さに驚かれていました。またタ

ワー上部へと続くタラップを見上げ風車の高

さに圧巻されている様子でした。 
 

 
タワー内見学 

 

 
風車弁当 

 

 
風車をバックにジャンプ！！ 

 
 午後からは建設記録の DVD を鑑賞し、三択ク

イズを行いました。たくさん正解した子供さん

には素敵な賞品を用意し、ちょっと難しい問題

もありましたが楽しんでもらえたようです。 

 

 
最高 6問正解したのは意外にも女の子でした！ 
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タワー上部へ続く昇降口にて 

 

見学の合間を使い風を利用するということで、

凧揚げを行いました。記念撮影を行い、西海国

立公園にて風車弁当をみんなで頂きました。

 
凧揚げの様子 

 

 
山頭草原にて風車弁当を頂きました 

 風力発電の工作キットの作成は一番人気の

イベントとなりました。 

 
ペットボトルを利用した工作です。子供も大人

も真剣 

 

 
羽根が回ると LED が点灯します 

 

 

 
参加者全員で 
 


