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平成29 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 10 日（火）、
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 300 名が参加しました。
協議会の内山会長は、主催者代表挨拶の中で「茨城
原子力協議会は、県民の方々に放射線の基礎知識及び
原子力の安全性に関する認識を高めていく努力をして
おり、放射線が広範囲に利用されているにもかかわら
ず、世の中にそれほど認識されてないという視点か
ら、その情報を広く県民並びに国内の方々に知っても
らうよう努力していく。」と述べました。
来賓の橋本知事は、「昨年は、JMTRの廃炉方針や
もんじゅの正式廃止など大変大きな動きが原子力関係
でありました。JCO事故後に、原子力災害用のロボッ
トの研究がだいぶ進められたが、二年位で打ち切られ
た事があります。研究を続けていれば福島の原子力事
故のときにも役立ったのではないかともったいない気

がします。
原子力や放射線に関する研究は、産業の発展や生活
の質の向上のためには、大変役に立つものであります
ので、今後も国を挙げてしっかりと取り組んでいくべ
きと思っています。　　　
一方で、原子力協議会は原子力や放射線に対する国
民の不安感を少しでも拭い去る活動を今後も展開して
いって欲しいと思います。」と挨拶しました。
さらに、国会議員を代表して岡田議員、福島議員、
茨城県議会議員を代表して藤島議長、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、古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、
坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、境町の 10 市町
の観光や特産品及び（株）千代田テクノルの製品等を
紹介する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 28 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。

内山会長 橋本知事 岡田参議院議員 福島衆議院議員 田山県議会議員藤島茨城県議会議長

海野那珂市長による乾杯

原子力協議会トピックス



3かがやき vol.64

古河市
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下妻市
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五霞町

原子力協議会

結城市

筑西市

八千代町

（株）千代田テクノル

原子力協議会トピックス

県議会議員 市町村長
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平成 28 年度「放射線・原子
力の基礎講座」に、休日にも関
わらず多くの皆様に御参加いた
だきましたこと、厚く御礼申し
上げます。
2011 年に発生した福島第一
原子力発電所の事故の教訓を踏

まえますと、通常目で見ることのできない放射線や原
子力に関する知識について、さらなる普及・啓発に取
り組んでいく必要があるとの思いから、この度、本講
座を共催させていただきました。

原子力協議会トピックス

第１回　　田内広　先生

第４回　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）

施設見学会の様子
（日本原子力発電（株）、げんでん東海テラパーク）

第２回　岡本孝司　先生

第３回　　寺井隆幸　先生

本市におきましては、原子力に関する施策として、
公共施設等の空間放射線量の測定・公表、児童向け図
書の配備、原子力災害に備えた広域避難計画の策定な
ど、住民の皆様の安全確保と不安軽減に向け、多様な
取組を推進しているところであります。
今後とも、原子力協議会をはじめ、関係機関の皆様
との連携を密にしながら、原子力に関する正しい知識
の普及・啓発はもとより、原子力安全対策のより一層
の強化を図り、誰もが安心して暮らせるまちを構築し
てまいります。

水戸市長　高　橋　　靖　

平成 28 年度「 放射線 ・ 原子力の基礎講座」 を共催して
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春のイベント情報
開催日 開催名称 市町村 見どころ・お問合せ

3/18（土）～
4/5（水）
9:00～17:00

第41回
古河
桃まつり

古河市

会場には、5 種類、約 1,500 本の桃の花が咲き、園内は桃色一色に彩られ、そ
の様子はまさに桃源郷を思わせます。

（会場）古河総合公園（古河公方公園）
（問）古河市観光協会　☎ 0280-23-1266

3/18（土）～
11/30（木）

竜神カヌー体験
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。
雄大な自然に触れながら贅沢なひとときへカヌーを漕ぎ出してみませんか。

（会場）竜神ダム湖
（問）一般社団法人常陸太田市観光物産協会　☎ 0294-72-8194

3/19（日）
大洗春まつり
海楽
フェスタ　　

大洗町
会場では各種ステージイベントや地元特産品を中心に様々な模擬店が出店され
ます。また、後夜祭として春の花火大会も行われます。

（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

3月下旬～
4月中旬

国営ひたち海浜公園
フラワリング2017

ひたち
なか市

スイセン
ファンタジー

薫り高いスイセンが、ひたちなか市の春の訪れをお
知らせします！鮮やかなビタミンカラーのスイセン
は、見ているだけで元気がもらえます。

4月中旬～
4月下旬

チューリップ
ワールド　　

色とりどりのチューリップがたまごの森一面に広が
ります。カラフルなチューリップたちに囲まれて春
を満喫してみてはいかがでしょうか。

4月下旬～
5月中旬

ネモフィラ
ハーモニー　

言わずと知れた世界の絶景、みはらしの丘のネモフィ
ラ。空と海と織りなす、青一色のパノラマシーンは
必見です！

（問）ひたち公園管理センター　☎ 029-265-9001

3月下旬～4月
上旬（予定）

かしま
桜まつり

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。

（会場）鹿島城山公園　（問）鹿嶋市観光協会　☎ 0299-82-7730

3月下旬～4月
中旬

東海
さくらまつり

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、幻想的な雰囲気のさくらを楽しめます。

（問）東海村観光協会事務局　☎ 029-287-0855

3/24（金）～
4/9（日）
18:00～21:00

桜
ライトアップ

取手市

桜並木をライトアップした桜のトンネルが見どころとなっています。
また、展望台からは関東三大堰と言われる岡堰の桜を眺めることができます。
※桜の開花時期に合わせているため、日程が変更になる場合があります。

（会場）老人福祉施設　さくら荘　☎ 0297-85-8733
（問）取手市観光協会（産業振興課内）　☎ 0297-74-0217

3/25（土）～
4/9（日）

土浦桜まつり
2017　　　

土浦市
亀城公園、真鍋小など、数多くある桜の名所は、淡いピンクとほのかな香りに包
まれ、ライトアップや様々なイベントで賑わいます。

（問）土浦桜まつり実行委員会（観光協会内）☎ 029-824-2810

3/25（土）・
26（日）

道の駅常陸大宮「かわプラザ」
開業1周年記念イベント（仮称） 常陸

大宮市

道の駅常陸大宮かわプラザが3月25日で開業1周年を迎えることを記念し、様々
なイベントを開催する予定です。

（問）道の駅常陸大宮「かわプラザ」　☎ 0295-58-5038

3/26（日）～
4/9（日）

第33回
水郷潮来
桜まつり

潮来市

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。4/1（土）・4/2（日）にはイベントを予定。
期間中毎日ライトアップも行われ、夜桜も満喫できます。
※ライトアップ：日没後～ 22 時

（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

4/1（土）～
4/15（土）

第33回
水戸の
桜まつり

水戸市

水戸市の春を彩る「水戸の桜まつり」期間中は、市内にソメイヨシノやシダレザ
クラなどが美しく咲き競います。まつり期間中には、桜山・桜川のぼんぼり装飾、
県三の丸庁舎前のお堀で桜のライトアップなどが行われるほか、日本遺産の偕楽
園において野点茶会が開催されます。

（問）一般社団法人水戸観光協会　☎ 029-224-0441

4/1（土）・2（日）
9:00～15:00

水海道あすなろの里さくらまつり

常総市

満開の桜の中、お花見を楽しみませんか！約 400 本のソメイヨシノがお迎えし
ます。フリーマーケットやピザ作り体験などの各種イベントも開催します。ご家
族で楽しい 1 日をお過ごしください。

（会場）水海道あすなろの里（問）水海道あすなろの里　☎ 0297-27-3481

市町村トピックス
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開催日 開催名称 市町村 見どころ・お問合せ

4/1（土）～
4/9（日）

ひたちおおた
さくらまつり

常陸
太田市

西山御殿のほど近くにある西山公園では約 1,500 本もの桜が見ごろを迎えます。
開花時期に合わせてライトアップも行われ、夜桜見物をすることができます。

（会場）西山公園
（問）一般社団法人常陸太田市観光物産協会　☎ 0294-72-8194

4/1（土）～
4/16（月）

第16回
高萩桜まつり

高萩市
さくら宇宙公園には、国立天文台のパラボラアンテナがあり、約 300 ｍの桜並
木と八重桜越しに巨大パラボラアンテナを楽しむことができます。

（会場）さくら宇宙公園（問）高萩市観光協会　☎ 0293-23-2121

4月上旬
第7回
中郷・石岡
さくら祭り

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

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

4月上旬～下旬
10:00～15:00（予

定）

第15回さかい菜の花
フェスティバル

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　☎ 0280-81-1319

4/2（日）
第46回しもつま
砂沼桜まつり

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）下妻市役所商工観光課　☎ 0296-44-0732

4/2（日）
10:00～16:00

あみさくらまつり
2017

阿見町

阿見町の木「桜」が満開の時期、町内飲食店による模擬店やステージイベントが
行われます。模擬店では特産品のたけのこ料理のグランプリも開催しますので、
是非お越しください。

（会場）阿見町総合保健福祉会館脇　ふれあいのみち
（問）阿見町商工会・さくらまつり 2017 実行委員会　☎ 029-887-0552

4/3（月）～
4/9（日）
※イベント日：4/8（土）

第8回辰ノ口
さくら祭り　

常陸
大宮市

辰ノ口親水公園久慈川堤防で、全長 1.3km 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

4/8（土）・9
（日）

第55回
日立
さくら　
まつり

日立市

日立風流物、日立のささら公開、花見茶屋や自主参加団体による出展等を行い
ます。※ライトアップ（4 月 1 日～ 16 日まで）
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る。

（会場）平和通り（問）日立市観光物産課　☎ 0294-22-3111（内線 406）

4/9（日）
9:00～15:30

※4/8（土）は

「前夜祭」開催予定

第17回水海道千姫まつり

常総市

千姫さま生誕 420 年～ 21 回目の成人式～を祝う今年の「千姫まつり」新たに
選出された第 16 代観光大使千姫さまを、華やかで優雅な時代衣装でお披露目す
る「千姫さま　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
青空コンサートなど各種イベントが開催されます。

（会場）水海道中心市街地市民の広場周辺、弘経寺
（問）常総市観光物産協会（商工観光課内）☎ 0297-23-9088

4/8（土）～
4/15（土）

北山公園桜まつり 笠間市
北山公園の沿道及び公園内に約 1,500 個の提灯が飾られ、夜になると桜がライ
トアップされ、桜並木の沿道や新池周辺は幻想的な風景を演出します。

（会場）北山公園（問）北山公園桜まつり実行委員会　☎ 0296-77-0216

4/9（日）
第11回
多賀谷時代まつり

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）下妻市役所商工観光課　☎ 0296-44-0732

4/10（月）（予定）
外大野しだれ
桜まつり　　

大子町
水戸光圀公お手植えの桜の下で行われるお祭りで、よさこい踊りや紅白もちの振
る舞いがされます。

（会場）大子町外大野 1312（問）外大野しだれ桜を守る会　☎ 0295-76-0054

4/15（土）～
5/7（日）

第46回笠間
つつじまつり

笠間市
霧島・常夏・やまつつじなど約 8,500 株が、山一面に植えられています。会期
中は「野点茶会」や「お囃子の演奏」など様々な催事を行います。

（会場）笠間つつじ公園　（問）笠間市役所商工観光課　☎ 0296-77-1101

4/15（土）～
5/3（水）
9:00～18:00（予定）

夜桜 18:00～21:00

八重桜まつり

那珂市

12ha の園内に、約 2,000 本の八重桜が満開となる光景はまさに壮観で、家族
連れや観光客で賑わいます。夜桜期間中は園内が幻想的な雰囲気に包まれます。
※イベント：4 月 22 日（土）～ 23 日（日）　夜桜：4 月 22 日（土）～ 30 日（日）

（問）八重桜まつり実行委員会 ☎ 029-298-0234
那珂市観光協会　☎ 029-298-1111

4/22（土）～
5/7（日）
9:00～16:30（予定）

端午の節句展

那珂市

子どもの幸せや健康への願いを込めて作った端午の節句のつるしびなを連にして市
内施設に飾ります。伝統美、勇壮さや華やかさを感じ取っていだけることでしょう。

（会場）那珂市曲がり屋、那珂市歴史民俗資料館
（問）那珂つるしびなの会　☎ 029-298-1248

那珂市歴史民俗資料館　☎ 029-297-0080
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期　間／3月18日(土)～4月9日(日) 

科学館の展示を見ながら、クイズにチャレンジしよう！
正解したらガラポンができるよ♪

期　間／3月22日(水)～4月9日(日)

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）を展示及び ト ド会員 作品（

期　間／４月１９日（水）～２３日（日）

映像上映会・かんたん工作など(内容は変更になる場合があります。)
※イベントのない土日祝には、小さなお子様から参加して頂けるかんたん工作を開催。何が作れるかは当日のお楽しみ。予約不要。
※イベント参加はすべて、別途入館料がかかります。

期　間／平成29年1月 12日(木)～3月26日（日）
時　間／9：00～16：00
会　場／げんでん東海テラパーク ギャラリー

『つるし雛展』を開催しています。可愛らしい飾りや創作人形で華やかな
空間となっております。（内容は変更になる場合があります。）

日　時／毎日開催（休館日及びイベント開催時を除く）　9：00～16：00
会　場／げんでん東海テラパーク

季節ごとに実施している簡単な工作や、館内クイズを行っております。
詳しい内容は、直接お問い合わせください。

★「春休みクイズラリー」

★第29回アートロード展

期　間／4月25日（火）～6月18日（日）

世界各地にある様々な日時計を豊富な写真で紹介しながら、「見る」、「知る」、「作る」、「考える」といった視点か
らとらえ、その魅力に迫ります。

★企画展　「日時計の楽しみ」

★科学技術週間

★つるし雛展

原子力科学館 TEL：029-282-3111

原子力機構　大洗わくわく科学館 TEL：029-267-8989

げんでん東海テラパーク TEL：029-287-1252

★館内工作・館内クイズ

駐車場：東海テラパーク駐車場をご利用ください。ク駐車場をご利用ください

開催日 開催名称 市町村 見どころ・お問合せ

4/23（日）
9:30～15:30（予定）

2017稲敷チューリップ祭り

稲敷市

会場には約 20 万本の色とりどりのチューリップが咲き誇り、皆さんをお待ちし
ています。

（会場）和田公園（浮島）
（問）稲敷市観光協会・稲敷チューリップまつり実行委員会（商工観光課内）

☎ 029-892-2000

4/29（土）～
5/14（日）

第28回竜神峡鯉のぼりまつり
常陸

太田市

まばゆいばかりの新緑の中、およそ 1,000 匹の鯉のぼりが竜神大吊橋を中心と
した竜神峡一帯を壮大に泳ぎます。

（会場）竜神大吊橋周辺
（問）一般社団法人常陸太田市観光物産協会　☎ 0294-72-8194
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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 ～ 63 号が

ご覧いただけます。
公益社団法人茨城原子力協議会は、広く県民に、

放射線の基礎知識と原子力の安全等に関する幅広い
知識の普及と啓発の事業を行い、もって放射線及び
原子力に関する科学技術の振興に寄与することを目
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
に原子力施設を有する事業所、また賛助会員として
県内全市町村及びいろいろな分野の多くの事業者に
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て
おります。
●主な事業
（１） 展示館の運営
（２） 普及啓発事業
（３） 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

どお誘い申し上げます。
●入会申込・お問合せ先

公益社団法人
茨城原子力協議会　総務担当
TEL.029-282-3111

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
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。

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

お 知 ら せ

原子力科学館　入館者数

新規入会者

●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
H P. http://www.ibagen.or.jp

★ふわふわ「エアドーム」で遊ぼう！
●日 に ち／3月18日（土）・19日（日）・20日（月・祝）

4 月 15 日（土）・16 日（日）
　ゴールデンウィークイベント（5月3日～5日）
　科学館にアインシュタインのふわふわ出現！ 
雨の日でも遊べますよ！

平成 28 年度（4 月～ 2 月）の入館者数は 18,089 名
昭和 41 年からの累計入館者数は

2,364,834 名
（平成 29 年 2 月末現在）になりました。

次の会社が新たに賛助会員に加わりました。
　株式会社　エーシーケミカル

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。


