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原子力協議会トピックス
梶田先生直筆サイン入り「ニュートリノ振動」パネルを展示
昨年のノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章 東大

で行われているT２K実験（東海−神岡間長基線ニュー

宇宙線研究所長による記念講演会が、７月に東海村の

トリノ振動実験）の紹介パネル（日本原子力研究開発

東海文化センターで開催されました。原子力科学館は、

機構 作成）を展示しています。世界を舞台に活躍す

梶田先生直筆のサインをいただいた「ニュートリノ振

る日本人研究者が、どのような発見をしたのかについ

動」
の解説パネルや、実験装置「スーパーカミオカンデ」

てパネル展示を通じて学んでみませんか？

梶田先生（左）と山田館長（右）

原子力教員セミナーをうけて
７月29日㈮の原子力教員セミナーに参加しました。
セミナーでは、
「放射線の基礎知識」の講義で、放射

水戸市立寿小学校

講師

淳子

たまる場所は放射線量が高いということなど、知識で
知っていたことも実感を伴って体験できました。

線とは何なのか、その利用、人体への影響など、興味

午後は、Ｊ－ＰＡＲＣで現場見学を行いました。こ

深いことを講義していただきました。また、福島第一

こでは、宇宙誕生の謎を解き明かす研究から難病治療

原発の事故の原因や現在の状況、今後の方向性など、

薬の開発まで幅広い研究がなされているのを初めて知

今関心があることにも触れていただきました。特に災

りました。あの有名なニュートリノ研究も行われてい

害対策として、
「児童・生徒に鼻呼吸の習慣付けを」「普

ます。

段の習慣が防災に役立つ」という言葉が心に残りまし
た。

原子力というと、原子力発電のことだけをイメージ
していましたが、多種多様な研究がなされていること

「身の回りの放射線の測定体験」や「目で見る放射

を今回のセミナーで知ることができました。

線観測体験」では、放射線は身近にあること、雨水が

霧箱の製作
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岡安

Ｊ－ＰＡＲＣ見学

TOPICS
原子力科学館

夏休みイベント

実験教室「色にまつわる

いろんなふしぎ」を開催

原子力科学館では夏休みイベント「色にまつわる

白黒画像なのに色がついて見えたりする目のふしぎに

いろんなふしぎ」
と題して、実験教室を開催しました。

子供たちは興味を示し、
「りんごがなぜ赤いのかわかっ

柴田学芸員が講師を務め、親子で69名の参加があり

た」「コマを作ることができて楽しかった」、保護者か

ました。

らは「大人も興味が湧き、一緒に楽しめた」
「身近なテー

光の三原色、色の三原色を学び、色は全部で何色あ
るのか、りんごはどうして赤く見えるの？など、色の

マで分かりやすかった」などの感想がありました。
最後にベンハムのこまを工作し、白黒の模様から、

正体と人間の目の不思議について学びました。例えば、

実際に黄色や緑などのほかの色が見えることを自分の

実際に同じ色でも、背景色が違うと別な色に見えたり、

目で確認をしました。

見学に来ました！

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
原子力人材育成センター講師育成研修
（平成28年７月７日）

原子力規制委員会原子力安全人材育成センター
大韓民国国際原子力安全学校
（平成28年7月15日）

玄海町中学生夏休みエネルギー体験ツアー
（平成28年８月２日）

幌延町小中学生エネルギー関連施設見学会
（平成28年８月３日）
かがやきvol.62
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市町村トピックス

TOPICS

秋のイベント情報
開催日

開催名称

市町村

見どころ・お問合せ

常陸太田市

竜神カヌーは県内で初となるダム湖を使ったカヌー体験。日本最大級の
長さを誇る竜神大吊橋を見上げながら、紅葉の景色を眺めながら爽快な
カヌー体験を楽しんでみませんか。
申込み…常陸太田市観光物産協会ホームページより事前予約制になります。
（問）（一社）常陸太田市観光物産協会 ☎0294-72-7194

竜神カヌー体験
９/１㈭～11/30㈬
９:00～15:00
土浦全国花火競技大会
10/１㈯

土浦市

日本三大花火大会の一つ「土浦全国花火競技大会」は、全国から集まる
花火師が日本一をかけて腕を競い合い、土浦の秋の夜空を鮮やかに彩り
ます。
（問）土浦全国花火競技大会事務局（土浦市役所商工観光課）
☎029-826-1111

笠間市

栗菓子、生栗などの販売、栗を使ったゲーム、かさまの栗スイーツ作り
体験教室などがあり、家族連れでも楽しめる内容です。
（会場）市民センターいわま
（問）「笠間の栗」を考える会（笠間市役所農政課）☎0296-77-1101

鹿嶋市

全国から集まった古武道の流派が日頃の鍛錬の成果を発揮し、演武を奉
納します。
（会場）鹿島神宮 （問）（公財）日本武道館振興課 ☎03-3216-5134

常陸大宮市

常陸大宮市文化センター前の広場で開催され、地元食材を使ったユニー
クなメニューが勢ぞろい。新たな食の創造の場を目指します。
（問）常陸大宮市商工会 ☎0295-53-3100

大子町

りんごの皮むき競争やりんごの早食い競争など楽しいイベントが盛りだ
くさんで、誰でも気軽に参加できるお祭りです。
（会場）JA常陸特産物直売所奥久慈
（問）JA常陸大子町りんご部会 ☎0295-72-1191

笠間市

「手作り・笠間産・郷土愛・田舎・懐かしい」をテーマに田舎の良さ、
面白さが味わえるイベントです。
※８日と９日には、17:00～21:00に「夜の部」を開催します。
（会場）笠間芸術の森公園 イベント広場
（問）（一社）笠間観光協会 ☎0296-72-9222

東海村

参道を埋め尽くすお洒落なクラフト雑貨のお店、多種多様なフードコー
ト、心地よいサウンドを奏でるライブステージなどを行います。
（会場）大神宮・村松山虚空蔵堂
（問）東海村観光協会 ☎029-287-0855

日立市

幼児から大人まで三世代にわたり、体力テストやストラックアウトなど
様々なスポーツや遊びが体験できます。
（問）（公財）日立市体育協会 ☎0294-36-6661

坂東市

郷土芸能の演奏、伝承に基づいた「出陣式」や迫力満点の「火縄銃演武」
などで会場内は盛り上がります。
（会場）逆井城跡公園
（問）坂東市観光協会 ☎0297-20-8666

笠間市

笠間稲荷神社をメイン会場に、艶やかな菊の花約１万鉢が境内をはじめ
市内を埋めつくします。
（会場）笠間稲荷神社ほか
（問）笠間の菊まつり連絡協議会（笠間市役所商工観光課）
☎0296-77-1101

常陸大宮市

３年に一度開催される県指定有形民俗文化財「西塩子の回り舞台」が公
演されます。この回り舞台は、江戸時代後期の道具も残る組立式の農村
歌舞伎舞台で、今年は舞台復活20周年となります。
（問）西塩子の回り舞台保存会 ☎0295-52-3518

第10回
かさま新栗まつり
10/１㈯・２㈰

10/２㈰
９:45～

第７回鹿島神宮奉納
日本古武道交流演武大会
第６回常陸大宮ふるさと
B級グルメ選手権

10/２㈰

奥久慈大子りんご祭り
10/２㈰
９:30～15:00

第５回笠間浪漫
10/７㈮～
10（月・祝）
９:00～17:00

10/８㈯
大空
10:00～17:30頃 マルシェ
※小雨決行、荒天中止

10/９㈰

10/９㈰
10:00～16:00

スポ・レクフェア
2016
第27回ふる里さしま
古城まつり

第109回
笠間の菊まつり
10/15㈯～
11/23（水・祝）

西塩子の回り舞台
10/15㈯

4

開催日

開催名称

市町村

見どころ・お問合せ

10/15㈯・16㈰

かみすフェスタ

神栖市

神栖市の農業・漁業や地元企業のことなど、農水産物の試食や販売など
を通して、楽しく学ぶことができます。また、パネル展示、工作などが
行われ、消費生活への理解を深めることができます。
（会場）神栖市文化センター、市民体育館
（問）神栖市役所農林課 ☎0299-90-1008 商工観光課 ☎0299-90-1217

10/16㈰

ひぬま de マルシェ

茨城町

涸沼自然公園キャンプ場にて開催。今年は記念すべき第１回目。カボチャ
のお化けに会えるかも!?
（問）茨城町役場商工観光課 ☎029-292-1111

美浦村

全国を代表する縄文遺跡「陸平貝塚」を広く知ってもらおうと始めた野
外イベントです。自然豊かな遺跡で、秋の一日を過ごしてみませんか。
（会場）陸平貝塚公園
（問）美浦村文化財センター ☎029-886-0291

日立市

ヤマメのつかみどり、地元特産品販売をはじめ、豪華景品があたる大抽
選会などイベントが盛りだくさんです。入場料は無料です。
（問）奥日立きららの里 ☎0294-24-2424

下妻市

下妻市の郷土芸能や特産物、工芸品など広く紹介すると同時に、多くの
人々が楽しく交流できる「まつり」として行われるイベント。砂沼フレンド
リーフェスティバルでは毎年、若者向けのイベントが多く企画される。
22日㈯10:00～16:00、23日㈰10:00～15:30
（問）下妻市商工会 ☎0296-43-3412
下妻市役所商工観光課 ☎0296-45-8993

北茨城市

２本のポールを持って行うウォーキングイベントです。全身を使った有
酸素運動をしながら、北茨城市の自然と文化を満喫してください。
（問）北茨城市観光協会 ☎0293-43-1111

鹿嶋市

鹿嶋市最大の市民参加イベント！ B級グルメ選手権や「海ガメの約束」
上映会など、イベント盛りだくさんです！
（会場）カシマスポーツセンターと県立カシマサッカースタジアム及びその周辺
（問）第26回鹿嶋まつり実行委員会事務局 ☎0299-82-2911

阿見町

見る・触れる・学ぶ・楽しむ・食べるをテーマとした阿見町の事業PR
イベントです。阿見町商工会「商工まつり」、県立医療大学「創療祭」
と同時開催。楽しい催しが盛りだくさんです。
（会場）阿見町総合保健福祉会館「さわやかセンター」
（問）阿見町役場政策秘書課 ☎029-888-1111

常陸太田市

農業のシンボル・田の守り神として親しまれてきた手づくり「かかし」
のコンテスト。期間中は11月５日～６日にさとみ秋の味覚祭が、11月
12日～13日に里美カントリーミュージックフェスティバルと里美新そ
ば祭が行われます。
（問）（一社）常陸太田市観光物産協会 ☎0294-72-8194

高萩市

秋の時期になると花貫渓谷一帯が赤黄に色づき、川のせせらぎを聞きな
がら紅葉狩りを楽しむことができます。
料金:駐車場（普通車500円、バス2,000円）
（会場）中戸川・大能地区
（問）高萩観光協会（高萩市役所観光商工課） ☎0293-23-2121

常総市

フリーマーケット、サツマイモ掘り体験、ピザ作り体験、警察・農協な
どの展示ブース、市内学校・団体の発表など（予定）。
（会場）水海道あすなろの里
（問）水海道あすなろの里 ☎0297-27-3481

那珂市

農産物や商工業品の販売、体験を交えた仕事内容の紹介。芋掘り体験や
模擬上棟式など様々なイベントをご用意！
（会場）那珂中央公民館 駐車場、一の関ため池親水公園
（問）那珂市産業祭実行委員会事務局（那珂市役所産業部商工観光課）
☎029-298-1111

牛久市

会場では、牛久市内の商工会加盟店や農業生産者、観光協会加盟店によ
る食品や農産物などの販売や大抽選会も実施されます。
（会場）牛久市中央生涯学習センター駐車場内
（問）牛久市役所商工観光課 ☎029-873-2111

河内町

児童・生徒の作品展に加え、各種団体の踊り、演奏やたくさんの模擬店
が出展します。また、６日には特設ステージで歌謡ショーが行われます。
（会場）河内町農業者トレーニングセンター他
（問）河内町役場経済課 ☎0297-84-2111

10/16㈰
10:00～14:00

10/22㈯・23㈰

第19回
陸平縄文ムラまつり

奥日立
きららの里秋まつり
しもつま砂沼
フェスティバル

10/22㈯・23㈰

10/22㈯・23㈰

10/22㈯・23㈰
９:00～16:00

10/23㈰
10:00～15:00

第５回
ノルディック
ウォーキング

第26回鹿嶋まつり

さわやかフェア2016

第29回里美かかし祭
10/29㈯～12/３㈯

花貫渓谷紅葉まつり
10/29㈯～
11/27㈰（予定）
ふるさとの秋まつり
10/30㈰

10/30㈰
９:30～15:00
※小雨決行、荒天中止

11/３（木・祝）
９:00～

第２回那珂市産業祭

第26回
うしくWaiワイまつり

かわちフェスタ2016
11/４㈮～11/６㈰
９:00～15:00

かがやきvol.62
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開催日

開催名称
ひたちなか市
産業交流フェア

11/５㈯・６㈰
９:00～15:30

市町村

第28回
雨情の里港まつり
11/６㈰

見どころ・お問合せ

商工業・農林水産業など、ひたちなか市の産業を一堂に集結させた秋の
ビッグイベント。ご当地グルメの販売や様々なステージイベント、各種
体験コーナー等もあり、家族でお楽しみいただけます。
ひたちなか市
（会場）ひたちなか市総合運動公園
（問）ひたちなか市産業交流フェア推進協議会
（ひたちなか市役所商工振興課） ☎029-273-0111

北茨城市

地元の特産品の即売やあんこうの吊るし切り実演など、盛りだくさんの
内容で家族そろってお楽しみいただけます。
（問）雨情の里港まつり実行委員会（北茨城市商工会）
☎0293-42-2511

茨城町

総合福祉センターゆうゆう館駐車場にて開催。職工組合による「模擬上
棟式」には多くの人が集まります。
（問）いばらきまつり実行委員会事務局 ☎029-292-1111

日立市

新鮮な野菜、市内飲食店の自慢の逸品の販売、工業製品・最新エコ家電、
姉妹都市の特産品の展示販売があり、
家電等が当たる抽選会も行われます。
（問）日立市役所商工振興課 ☎0294-22-3111

常陸太田市

新そば食べ歩きコーナーでは各店自慢の打ちたてそばが味わえるほか、
市の観光物産協会会員による飲食・物販コーナー、特産品直売コーナー
などがあり、秋の味覚を満喫することができます。
（問）（一社）常陸太田市観光物産協会 ☎0294-72-8194

坂東市

「平将門公」の勇姿を現代によみがえらせるお祭りで、戦勝祈願、出陣式、
武者行列など当時の雰囲気が楽しめます。
（会場）國王神社、坂東市岩井商店街歩行者天国区域
（問）坂東市観光協会 ☎0297-20-8666

大洗町

あんこうの吊るし切りの実演やあんこう汁の販売など、大洗の冬の味覚
「あんこう」が堪能できるイベントです。その他にも、郷土芸能の披露や、
大洗の特産品展・各種模擬店が出店いたします。
（問）大洗町役場商工観光課 ☎029-267-5111

大子町

奥久慈大子の味力（魅力）の発信をテーマに、地元グルメの販売やうま
いものグランプリ、ステージイベントなどが行われます。
（会場）大子町文化福祉会館「まいん」
（問）大子町役場観光商工課 ☎0295-72-1138

八千代町

中央公民館をメイン会場にして、ステージ発表や一日体験塾、作品展ま
た、各団体による模擬店などがあります。
（問）八千代町教育委員会生涯学習課社会教育係 ☎0296-48-1111

常総市

常総市の風土から生まれ育まれてきたともいわれる木挽き職人の仕事唄
を唄い継ぐ全国大会。
（会場）常総市地域交流センター
（問）常総市役所生涯学習課 ☎0297-30-8880

常陸大宮市

ＪＲ山方宿駅近くの清流公園を会場に、関東一のジャンボ大鍋（直径3.5
ｍ）で奥久慈シャモ肉や里芋、こんにゃくなどを使った約7,000食の芋
煮が振る舞われます。
（問）やまがた宿芋煮会実行委員会（山方総合支所経済建設課）
☎0295-57-2121

東海村

I 〜MOのまつりは東海村三大祭の一つであり、東海村の特産品サツマイ
モをPRするユニークなお祭りです。「いも積み競争」「いも掘り探索隊」
「珍いもコンテスト」
「いも作文発表・表彰式」などのイベントやさつま
いも料理も堪能できます。
（会場）東海文化センター
（問）東海村観光協会 ☎029-287-0855

いばらきまつり
11/６㈰

11/12㈯・13㈰

日立市産業祭
常陸秋そばフェスティバル
里山フェア

11/12㈯・13㈰
10:00～15:00

第43回将門まつり
11/13㈰
10:00～16:00

大洗あんこう祭
11/13㈰

奥久慈大子まつり
11/13㈰
９:00～15:30

八千代の秋まつり
11/19㈯・20㈰

篠山木挽き唄全国大会
11/20㈰

第19回
やまがた宿芋煮会
11/20㈰
※予備日23（水・祝）

第22回
東海Ｉ～MOのまつり
11/23（水・祝）
８:45～15:30
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展示館イベント情報
原子力科学館

℡ 029-282-3111

★企画展
「オーロラー宇宙からの手紙」

★貸しギャラリー
「潮風におう花風景展」

10月12日㈬～11月20日㈰

９月21日㈬～10月２日㈰

写真家の横山二郎氏によっ

茨城から東北、北海道の海岸線に咲く花々を主に、

てフィンランド北部で撮影

海辺の四季の情景を写し自然の厳しい環境の中でも

されたオーロラの写真を多

けなげに生き抜いている山野草の力強さをとらえた

数展示します。写真をみて

作品が展示されます。

いると宇宙の中に浮かぶ地

★「ジオ・ミライ号がやってくる」

球と太陽のつながりを感じ

11月12日㈯～11月13日㈰

ることができます。

地層処分事業の概要や安全性への取り組みなどを紹

★講演会
「オーロラが見える世界北極と南極（仮）」

介する３Ｄアニメや、ベントナイトを使った簡単な
実験を体験できるよ。

11月12日㈯

原子力機構

大洗わくわく科学館

★ハロウィン工作
『プチロケットを作ろう』
日

時：10月29日㈯

13:30～15:00

対

象：小学生～中学生（小３以下は保護者同伴）

★ハロウィン工作
『ハロウィンキーホルダーを作ろう』
日

時：10月29日㈯・10月30日㈰

対

象：幼児～中学生

℡ 029-267-8989
★ミニプレゼント
『仮装して来館された方にミニプレゼント！』
日

10:00～16:00
対

日

時：10月30日㈰

13:30～15:00

対

象：小学生～中学生（小３以下は保護者同伴）

日

時：10月29日㈯・10月30日㈰

対

象：幼児～中学生

10:30～16:30

★ハロウィン工作コーナー
『紙ひこうき～ハロウィンバージョン』
日

時：10月29日㈯・10月30日㈰
10:00～16:30

対

げんでん東海テラパーク

象：幼児～中学生

★映像上映会『科学館のオモチャ箱』

10:30～11:30

★ハロウィン特別工作
『ペーパークラフトで魔女の帽子を作ろう！』

時：10月29日㈯・10月30日㈰

象：幼児～中学生

℡ 029-287-1252

★げんでんハロウィンパーティー
日

時：10月30日㈰

９:00～16:00

内

容：ワンワン宝塚（可愛らしい小犬たちによる
パフォーマンスショー）・自由工作・館内ク
イズなど。
（内容は変更になる場合があり
ます。）
お車でご来館のお客様は、
『 六反町駐車場』を
ご利用下さい。
『六反町駐車場』
と
『げんでん東
海テラパーク』間はシャトルバスが運行します。

★クリスマスパーティー 12月11日㈰
かがやきvol.62
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シリーズ「放射線・原子力の基礎講座」の開講について【自主事業】
放射線や原子力に関する基礎講座をシリーズで水戸市との共催により開催します。
詳細については、ホームページ（http://www.ibagen.or.jp）に掲載されております。ぜひご参加ください。

●基礎講座
放射線の基礎
９月17日㈯
原子力事故と安全・防災対策
10月16日㈰
放射性廃棄物と原子燃料サイクル
11月27日㈰
世界と日本のエネルギー問題
１月15日㈰
（開催場所）茨城県水戸生涯学習センター（旧県庁）
（時
間）13:30～16:00
（募集人数）各回50名
（参 加 費）無料

茨城大学教授
東京大学教授
東京大学教授
常葉大学教授

田内
岡本
寺井
山本

広
孝司
隆幸
隆三

氏
氏
氏
氏

●施設見学会（基礎講座をご聴講された方のみ） 平成29年２月４日㈯
（見 学 先）日本原子力発電㈱東海第二発電所・原子力科学館
（行
程）集合12:00－見学13:00～15:00－解散予定16:00
水戸市役所駐車場に集合後バスで移動します。 ※現地集合・解散も可能です。
（募集人数）40名
（参 加 費）無料

お申込み・お問合せ先

（公社）茨城原子力協議会

TEL029-282-3111

茨 城原 子 力 協 議 会 便 り
○茨城原子力協議会のホームページで
広報紙「かがやき」のバックナンバー
48～61号がご覧いただけます。

原子力科学館受付で行った熊本地震への募金
20,200円を9月6日に日本赤十字社茨城県支部
へ寄付しました。
募金に協力してい
ただいた皆様あり
がとうございまし
た。

原子力科学館

（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。）

●開館時間／ 9：00 ～ 16：00
●休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
●入館料／無料
〒 319-1112 茨城県那珂郡東海村村松 225-2
TEL.029-282-3111
ホームページアドレス

http://www.ibagen.or.jp
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。

入館者数

お 知 ら せ
広報紙「かがやき」は、市町村や原子力施設等の

平成28年度（4月～8月）
の入館者数は10,434名

情報の提供及び共有を目的に発行しています。市町

昭和41年からの累計入館者数は

村の事業、行事、原子力や放射線に関する研究開発

2,357,179名

（平成28年８月末現在）になりました。
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原子力科学館のご案内

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。

