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原子力協議会トピックス
平成28年新春のつどい開催
公益社団法人茨城原子力協議会は、１月６日
（水）、
新春のつどいを水戸プラザホテルで開催しました。
橋本知事をはじめ、国会議員、県議会議員、協議会
の会員となっている県内の市町村や原子力事業者など
合わせて約320名が参加しました。
協議会の佐藤会長は、主催者代表挨拶の中で「原子
力協議会といたしましては、かねてから放射線に関す
る知識の普及、啓発を全県に渡り活動してまいりまし
た。本年もまた前年に増してこうした活動を全県的に
推進しようと考えておりますので、今日おいでの皆様
方に旧倍の御協力、ご指導を賜りたい。」と述べまし
た。
来賓の橋本知事は、「原子力は発電以外にも、Ｊ−
ＰＡＲＣにおける最先端の研究開発、放射線治療、農
業における放射線利用など様々な分野で活用されてい

ます。原子力の利用について、安全は勿論であるとと
もに、危険性についても十分に認識しながら、これか
らの世界や日本の発展のためにどういう形で原子力を
利用していけばいいのかという事を、国民、県民、及
び市町村民の方に分かっていただくことが大変重要で
あると思っています。」と挨拶しました。
さらに、国会議員を代表して藤田議員及び岡田議員、
茨城県議会議員を代表して小川議長、原子力施設が立
地する地元の県議会議員を代表して田山議員からご挨
拶をいただきました。
また、鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市の
５市及び（国）日本原子力研究開発機構、（株）アト
ックスの展示ブースを設置しました。
なお、茨城原子力協議会は平成27年度の活動状況
及び放射線の飛跡が見える霧箱を展示しました。

鬼沢鉾田市長による乾杯

佐藤会長
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橋本知事

岡田参議院議員

藤田参議院議員

小川県議会議長

田山県議会議員

s

鹿嶋市

潮来市

神栖市

行方市

鉾田市

日本原子力研究開発機構
那珂核融合研究所

（株）アトックス

キャラクター

県受託事業

「学校への原子力専門家派遣事業」報告

出前授業を受けて
本校は小学部から高等部までの児童生徒が在籍して
います。今回出前授業を受けさせていただいたのは、
高等部のⅠ類型（職業コース）の生徒13名です。
本授業を受ける前の生徒は放射線について「怖いも
の」というイメージや、「テレビで聞く言葉だけどよ
く分からない」という漠然としたものでした。
当日、放射線の種類や身体への影響について、レン
トゲンや飛行機雲など身近な例を挙げていただきなが
ら丁寧にご講義いただき、「放射線は日常で飛び交う

講義の様子

茨城県立鹿島特別支援学校 教諭 仲野百合香
身近な物」や「使い方がいろいろある」ことなど知る
ことができました。
また、生徒達主体で霧箱を製作し、実際に放射線を
見ることができた時には驚いていたり、不思議そうに
していたりする生徒がいました。普段なかなか学ぶ機
会の少ない題材で実際に体験する時間もあり、生徒達
は興味津々に講義を聞いてメモしたり、製作活動に取
り組んだりしていました。

霧箱観察
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原子力協議会トピックス
平成27年度アインシュタイン・スクール

「放射線・原子力基礎講座」に参加して
常陸大宮市役所

安全まちづくり推進課

徳行

常陸大宮市は原発事故のあった福島県に近く、東海

理についての話は、これからのエネルギー問題につい

村の原子力発電所のＵＰＺ圏内にも位置しているた

てグローバルな視点で考えなければならないと気付か

め、放射線や原子力に対する住民の方の関心が高い地

されました。また、原子炉の構造についての話では、

域だと思います。福島の原発事故から既に５年が経過

燃料棒内のペレットを炬燵に例えて、一つ一つの発熱

しますが、未だに窓口や電話で放射線・原子力に関す

は小さくともたくさんの数が集まることで莫大なエネ

るお問合わせがあります。私自身は東日本大震災以降

ルギーを生み出すことを説明されていたのが印象的で

に職員として採用されたため、当時の状況の把握や原

した。講座の最後の質疑応答では参加者の皆さんから

子力に関する知識が乏しく、市民への対応にも不安を

たくさんの質問があり、市民の方の関心の高さがうか

抱えていました。そのような中、（公社）茨城原子力

がえました。

協議会との共同開催で「放射線・原子力基礎講座」を

市民の方が原子力に対して不安を抱く大きな要因

実施することとなり、これを機に基礎知識の習得をし

は、
「仕組みはよくわからないが人体に影響を与える」

ようと考え、講座に参加させていただきました。

ということだと思います。その不安を払拭するために

講座は複数回開かれましたが、それぞれ興味深い内

は正しい知識を普及することが大切だと感じます。今

容でした。日本と世界を比較してのエネルギー政策の

回の講座を契機に更なる知識を得ながら業務にあたり、

現状や、長期間に渡って問題となる放射性廃棄物の処

安心して暮らせるまちづくりに励みたいと思います。

第１回

第４回

田内広 先生

第２回

岡本孝司 先生

山本隆三 先生

修了証書の授与
（全４回出席された方に授与しました）
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小瀧

第３回

寺井隆幸 先生

市町村トピックス

Topics

ʴˡ̖̰̅ܢ
開催日

開催名称

市町村

見どころ・お問合せ
スイセン
ファンタジー

松林の下に広がる約600品種100万本のスイセ
ンが、光と影で幻想的かつ華やかな世界を創り
出します。

3/19(土)〜
4/8(金)

チューリップ
ワールド
4/9(土)〜
4/22(金)

国営ひたち海浜公園
フラワリング2016

「たまごの森フラワーガーデン」に約220品種
28万本の色とりどりのチューリップが咲き誇り
ます。

ひたちなか市
ネモフィラ
ハーモニー

みはらしの丘は、約450万本のネモフィラで埋
め尽くされ、空・海と共に青一面の絶景を創り
出します。

4/23(土)〜
5/15(日)

（問）ひたち公園管理センター

3/19(土)〜
4/5(火)
9:00〜17:00

「まくらがの古河 合併10周年

記念」 第40回古河桃まつり


古河市

茨城の春の三大花まつりである古河の春の恒例の「古河桃まつり」
を古河総合公園（古河公方公園）で開催します。
（会場）古河総合公園（古河公方公園）
（問）古河市観光協会 ☎0280-91-1811

大洗町

地元商工業者とのふれあいの場として、大洗を舞台としたテレビ
アニメ『ガールズ＆パンツァーステージ』や茨城県出身・在住の
バンド「Ｂ Ａ Ｇ」による演奏など、楽しいイベントが盛りだく
さんです。
また、19:30に花火が打ち上げられ、春の夜空を彩ります。
（会場）大洗マリンタワー前芝生広場
（問）大洗町商工会 ☎029-266-1711

鹿嶋市

県東南部で最も素晴らしい桜の名所のひとつである鹿島城山公園
では、様々な桜を見物でき、夜には見どころのひとつ「夜桜見物」
があります。昼とはまた違った雰囲気ある桜を見物することがで
きます。
（問）鹿嶋市観光協会 ☎0299-82-7730

筑西市

全国から100人を超える人気の工芸作家が筑西市に集結。独創的、
個性的な工芸品が展示、販売されます。
（会場）下館総合体育館
（問）茨城クラフトフェア実行委員会（諏訪）☎090-1039-3577

潮来市

霞ヶ浦が一望できる茨城百景にも選ばれた眺望のよい権現山公園
とあやめまつりの会場でもある情緒あふれる水郷潮来あやめ園で
の桜まつり。権現山公園は、ソメイヨシノや八重桜など250本の
桜が咲き誇り、潮来市で一番の花見スポットとなっています。
また、4/2(土)にはイベントを予定しているほか、期間中毎日ライ
トアップも行われ、夜桜も満喫できます。
（会場）権現山公園／水郷潮来あやめ園
（問）水郷潮来観光協会 ☎0299-63-3154

北茨城市

かつて、石炭産業が街を支えてきた時代から北茨城市を見守って
きた桜の下で、昭和を思い出しながら、１日を過ごしてみません
か。
（問）北茨城市商工観光課 ☎0293-43-1111

大洗
春まつり海楽フェスタ
3/20(日)
10:00〜20:00
(予定)

かしま桜まつり
3月下旬〜
4月中旬(予定)

3/26(土)
10:00〜16:00
3/27(日)
10:00〜15:30

茨城クラフトフェア

第32回水郷潮来桜まつり
3/27(日)〜
4/10(日)

第6回 中郷・石岡さくら祭り
4月上旬

☎029-265-9001

さくら祭り
4月上旬

境町

（会場）ふれあいの里、さくらの森
（問）境町観光協会 ☎0280-81-1329
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開催日

開催名称

市町村

見どころ・お問合せ

4月上旬〜中旬

かみす桜まつり

神栖市

神之池周辺には約3,000本の桜の木が立ち並び、お花見を楽しむ人
たちで賑わいます。期間中の夜は桜の木のライトアップもあります。
（問）神栖市観光協会 ☎0479-26-3021

東海村

約200本のソメイヨシノが咲き誇る阿漕ヶ浦公園内において、日
没から21時までさくらのライトアップが行われ、幻想的な雰囲気
を楽しめます。
（問）東海村観光協会事務局 ☎029-287-0855

常総市

満開の桜の中、各種イベントも開催します。
楽しい１日をご家族でお過ごしください。
（会場）水海道あすなろの里
（問）水海道あすなろの里 ☎0297-27-3481

下妻市

茨城百景の砂沼の遊歩道周辺では、約1,000本の桜並木が湖水を
彩り、花見客で溢れかえります。砂沼広域公園内の２か所でイベ
ントも開催。
（問）下妻市役所産業振興課 ☎0296-44-0732

筑西市

学生演奏や大道芸披露、フリーマーケット出店、夜桜ライトアッ
プ等の各種イベントを開催。
（会場）カスミフードスクエア下館店前（歩行者天国）
（問）下館さくら祭り実行委員会（須藤） ☎090-1129-7689

筑西市

満開の桜の中で、ステージイベントや模擬店・展示で盛り上がる
イベント。
（会場）明野公民館
（問）筑西市商工会 ☎0296-57-2124

東海村

大祭は当山の本尊である大満虚空菩薩様とご縁を結ぶ吉日で、十
三詣りの参拝ではもっとも賑わう日になっています。
（問）村松山虚空蔵堂 ☎029-282-2022

常陸大宮市

辰ノ口親水公園久慈川堤防で、全長1.3㎞にわたる桜づつみと菜の
花のコントラストや夜のライトアップを楽しめるほか、イベント
日には花火大会等を行います。
（問）常陸大宮市観光協会事務局（商工観光課内）
☎0295-52-1111

日立市

日立風流物、日立のささらの公開、ライトアップ（4/1〜17まで）等
日立風流物は、江戸時代から日立市に伝わる郷土芸能。高さ15メート
ルの大きな山車で、からくり人形が様々な演目を演じます。
（会場）平和通
（問）日立市観光物産課 ☎0294-22-3111(内線 406)

常総市

第15代観光大使千姫さまを中心に華やかで優雅な時代衣装で会場
内を回遊する「千姫さま御一行 じょうそうご回遊」をメインに
グルメバザール・チャリティー青空コンサート・フリーマーケット
など各種イベントを開催します。 ご家族そろってお越しください。
（会場）水海道中心市街地市民の広場周辺
（問）常総市観光物産協会（商工観光課内） ☎0297-23-9088

下妻市

下妻市がかつて城下町として栄えた歴史と文化を、再発見できるイ
ベント。火縄銃演武や万燈神輿とお囃子の競演などが行われます。
（問）下妻市役所産業振興課 ☎0296-44-0732

筑西市

梨の花写真コンテストや各種芸能披露、関城梨及び加工品の販売
等を通し、関城梨の定着と地域活性化を図る。
（会場）筑西市生涯学習センター
（問）梨想の会 事務局 ☎0296-37-7596

大子町

樹齢約300年と言われるしだれ桜の敷地内で、しだれ桜を守る会
によるお茶や甘酒の接待、まき餅などのおもてなしがあります。
（会場）大子町外大野1312
（問）外大野しだれ桜を守る会 ☎0295-76-0054

4月上旬〜中旬

4/2(土)・3(日)

第27回
東海さくら
まつり

水海道あすなろの里
さくらまつり
第45回 しもつま砂沼桜まつり

4/3(日)

4/3(日)
10:00〜16:00

4/3(日)
9:30〜（予定）

下館さくら祭り

筑西市明野商工祭

村松山虚空蔵堂大祭
4/3(日)

4/4(月)〜
4/10(日)
※イベント:
4/9(土)

第７回辰ノ口さくら祭り

第54回
4/9(土)・10(日) 日立さくら
まつり

4/9(土)・10(日)
第16回水海道千姫まつり
時間未定

第10回多賀谷時代まつり
4/10(日)

4/10(日)
9:00〜16:00

梨の花まつり

外大野しだれ桜まつり
4/10(日)
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開催日

開催名称

市町村

第14回さかい菜の花フェスティバル
4月中旬〜下旬
10:00〜15:00
（予定）

境町

利根川の河川敷に広がる菜の花畑が観賞でき、特設会場では様々
なイベントで賑わいます。
（会場）境リバーサイドパーク
（問）境町観光協会 ☎0280-81-1329

那珂市

『日本さくら名所100選』に選ばれた桜の名所。約12ヘクタール
の広々とした園内に、約2,000本の八重桜が満開となる景色はま
さに壮観。
（問)那珂市商工観光課 ☎029-298-1111（内線243）

笠間市

約7haの園内には、様々な品種・約8,500株のつつじが植えられて
おり、最盛期に小高い山一面が真っ赤に染まる風景は見ごたえ十
分です。ゴールデンウィーク中には様々な催事を予定しております。
（会場）笠間つつじ公園
（問）笠間市商工観光課 ☎0296-77-1101

桜川市

山桜の見頃に合わせて開催され、特産品の販売、そばまつり、石
材業ＰＲなど１日で桜川市を満喫できるイベントです。
（問）桜川市役所商工観光課 ☎0296-55-1111

笠間市

地元の窯元や陶芸作家の作品が集められる焼き物市で、ゴールデ
ンウィーク中約45万人もの人が訪れます。個性豊かな店作りと作
品でお客様を迎えるという、他に類を見ない陶器の祭典です。
（会場）笠間芸術の森公園 イベント広場
（問）笠間焼協同組合 ☎0296-73-0058

八重桜まつり
4/16(土)〜
5/3(火)

第45回笠間つつじまつり
4/16(土)〜
5/8(日)
8:00〜18:00

4/23(土)

見どころ・お問合せ

ＳＡＫＵＲＡフェスティバル

雨天順延
4/24(日)
笠間の陶炎祭
4/29(金)〜
5/5(木)
9:00〜17:00
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TEL 029-282-3111

ϛὐቶࠓέὨᾭᾮ̵
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日

日

内

時：平成28年3月19日(土)
〜4月3日(日)
容：科学館の展示クイズにチャレン
ジしよう！ 正解したらガラポ
ンができます♪

内

時：平成28年3月23日(水)
〜4月10日(日)
容：東海村に居住または勤務す
る、文化協会東海美術連盟
会員及びアートロード会員
の作品（絵画・写真・書）
を展示します。

前回の様子

前回の様子

ϓᄏɰịታἰἲἿἜἢἝἙἿἻἕ໖Ọ
日
内

時：平成28年4月26日(火)〜5月22日(日)
容：わたしたちの身近な海について、基礎的な知識をはじめ、深海に生きる
多様な生物や海洋研究の先端技術などをわかりやすく紹介します。

ֻࠄՆෛඥɰຶݸὠἠὠἠቶࠓ

ὸ̵ᾯᾋᾷὪὧ̵έὨᾝᾷᾌὓផᄏͳź

TEL 029-267-8989

ቶࠓᜍᥲὨᾝᾷᾌ
日

時：平成28年4月20日(水)〜24日(日)
・第57回科学技術映像祭 入選作品上映会 ①10：00〜 ②14：00 【期間中毎日上映】自由参加 参加費：無料
・かんたん工作 13：30〜15：00 【4/23・24】 対象：幼児〜中学生
・一日館長 13：30〜15：00 大洗町内の小学校に通学する児童に一日館長として科学館業務を体験して頂きます。
※詳細に関しましてはわくわく科学館までお問合わせください。

ἣὤἸὤ಼໖ᾊᾭᾕ̵έ

TEL 029-287-1252

ἵἨ᭄
日
会
内

時：平成28年1月 14日(木)〜3月21日(月) 9：00〜16：30 ※最終日は15:00まで
場：げんでん東海テラパーク ギャラリー ※入場無料
容：華やかな吊るし飾りや創作人形達が、皆様の目を楽しませてくれます。ぜひ、ご覧ください。
（内容は変更になる場合があります。）
駐車場：東海テラパーク駐車場をご利用ください。
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原子力科学館のご案内
（原子力科学館は（
、公社）茨城原子力協議会が運営しています。）

会 員 募 集
公益社団法人茨城原子力協議会は、広く県民に、

●開館時間／ 9：00 〜 16：00

放射線の基礎知識と原子力の安全等に関する幅広い

●休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

知識の普及と啓発の事業を行い、もって放射線及び

●入館料／無料

原子力に関する科学技術の振興に寄与することを目

〒 319-1112

的として設立されたものです。
会員は、正会員として地元及び近隣市町村、県内

茨城県那珂郡東海村村松225-2
TEL.029-282-3111

に原子力施設を有する事業所、また賛助会員として

ホームページアドレス

県内全市町村及びいろいろな分野の多くの事業者に

http://www.ibagen.or.jp

御参加いただいております。協議会は、これらの方
々から大きな御支援をいただいてその運営にあたっ

原子力科学館の
facebookに
たくさんのいいね！を
おまちしています。

ております。
●主な事業

原子力施設巡回見学バス運行終了のお知らせ

⑴

展示館の運営

⑵

普及啓発事業

⑶

視察研修事業

当協議会の趣旨にご賛同を賜り、是非ご入会のほ

平成８年４月から、原子力に対する理解を深めて

どお誘い申し上げます。

いただけるよう、原子力科学館と原子力施設を巡回

●入会申込・お問合せ先

する「原子力施設巡回見学バス」を運行してまいり

公益社団法人

茨城原子力協議会

ましたが、利用者の減少とバスの老朽化に伴う維持

TEL.029-282-3111

総務担当

費の増加が見込まれますことから、見学バスを平成28
年３月31日をもって運行終了することといたしました。
長い間のご愛顧誠にありがとうございました。

原子力科学館

入館者数

広報紙「かがやき」は、市町村や原子力施設等の
情報の提供及び共有を目的に発行しています。市町
村の事業、行事、原子力や放射線に関する研究開発

累計入館者数は

2,345,712 名
（平成28年２月末現在）

になりました。
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お 知 ら せ

成果の紹介などの情報がありましたら、事務局まで
お知らせ願います。また、「かがやき」紙面へのご
意見、ご感想を募集しておりますので、お気軽にお
寄せください。

