
公益社団法人 茨城原子力協議会広報紙

発行
編集責任者　常務理事　山田広次
茨城県那珂郡東海村村松225-2
TEL 029（282）3111　FAX 029（283）0526
http://www.ibagen.or.jp

（公社）茨城原子力協議会

平成29年9月14日

vol.66

Conten t s
●夏休み特別企画
  講演会「水道水ができるまで」を開催
●夏休みイベント写真展
●原子力教員セミナーに参加して
●見学に来ました！

　
…………  2

…………………………  2
………………  3

………………………………  3

●秋のイベント情報
●展示館イベント情報
●「放射線・原子力の基礎講座」開催のお知らせ
●茨城原子力協議会便り

……………………………  4～6

……………………………  7

…  8

…………………………  8

旧町屋変電所（常陸太田市）



夏休み特別企画
　講演会「水道水ができるまで」を開催

　原子力科学館では、全国科学館連携協議会の協力によ

る巡回展「出動！国際緊急援助隊～世界は支え合ってい

る」の開催にあわせ、7月22日、茨城県企業局・公益財

団法人茨城県企業公社から講師をお迎えし、講演会「水

道水ができるまで」を開催しました。

　始めに水道水ができるまでの過程と水戸浄水場のしく

み等をパワーポイントで説明。毎日どれくらいの水を

使っているのか子供たちに問いかけ、実際にイメージし

てもらうことで水の貴重さを教えていただきました。

　次に3班に分かれ、実際に浄水場で用いられている薬

品と簡易浄水キットを使って、浄水過程について体験し

ました。また、ペーハー（PH）、酸性、アルカリ性の傾

向を測定し、水質検査も行い、地球上で飲み水として利

用できる水の量は、限られたものであることを述べた上

で節水を心がけるよう説明していただきました。

　参加者は、川の水が徐々にきれいになることを実感し、

とても有意義な時間を過ごすことができました。

原子力協議会トピックス TOPICSTOPICS

夏休みイベント写真展

いろいろなもので
電気を作ろう 化石のレプリカを作ろう

紙アクアリウム

企画展「出動！国際緊急援助隊
−世界は支え合っている」
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身の回りの放射線測定体験

玄海町　中学生夏休みエネルギー体験ツアー

幌延町エネルギー関連施設見学会（小中学生）

J-PARCの見学

小美玉市　納場保育園

ポーランド政府

　原子力教員セミナーに参加しました。午前の「放射線
の基礎知識」の講義では、放射線の基礎についてわかり
やすく説明していただきました。また、日本・世界で起
きた原子力施設事故の原因と経過、現在の状況について
知り、防災教育の重要性を改めて知ることができました。
　午後は、Ｊ－ＰＡＲＣの見学を行い、分子や原子など

の原理を学んだり、最先端の実験施設を見学したりしま
した。今まで、放射線には「被ばく」という負のイメージ
がありましたが、父が受けた陽子線の照射による治療が、
研究の成果だと知り、人類の可能性を広げるものである
と感じました。

原子力教員セミナーに参加して

見学に来ました！

東海村教育委員会指導室　指導主事　田中　正彦

原子力協議会トピックス TOPICSTOPICS
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開催日 開催名称 市町村 見どころ・お問合せ

10/1（日）
9:30～

奥久慈大子
りんご祭り 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

10月上旬～
中旬 コスモス畑 潮来市

水郷潮来に秋の訪れを告げるのが、このコスモス畑です。
一千万本のコスモスが約6ヘクタールの畑を一面のピンクに
染めます。
問 産業観光課　☎0299-63-1111

10/6（金）～
9（月･ 祝）

9:00～17:00

第6回
笠間浪漫 笠間市

笠間焼、稲田みかげ石、木工製品、美味しい農産物やご当地
グルメなど、笠間の魅力がたくさん詰まったイベントです。
夜間の部 （7日17:00～21:00）も開催予定です。
会場笠間芸術の森公園　イベント広場
問 一般社団法人笠間観光協会　☎0296-72-9222

10/7（土）
第86回土浦
全国花火
競技大会

土浦市

日本三大花火大会の一つ。最も優秀な花火師には内閣総理大臣
賞などが与えられる、質 ･ 規模ともに圧巻の花火大会です。
問 土浦全国花火競技大会実行委員会（商工観光課内）

　　☎029-826-1111（内線2705）

10/7（土）～
8（日）

第27回
ひたち秋祭り
～郷土芸能大祭～

日立市
全国各地の伝統的な郷土芸能を堪能できるお祭りです。
地元の園児や中学生などによる芸能の披露もあります。
問 公益財団法人日立市民科学文化財団　☎0294-24-7711

10/8（日）
9:45～

第8回鹿島神宮奉納
日本古武道交流演武大会 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 公益財団法人日本武道館 振興課　☎03-3216-5134

10/8（日）
10:00～15:00
※ 雨天決行

駅前にぎわいフェスタ

取手映画祭

取手市

地元企業との連携を図りながら、地元企業の工場見学疑似体験
コーナー、スタンプラリー、地元アーティスト達によるステージ
ショーなどが行われます。映画祭では取手が舞台の映画や人気
作品の上映、一般の方が制作した作品で行われる茨城県ショート
フィルムコンテストなどを予定しています。
会場取手ウェルネスプラザ及び取手駅周辺
問 ［取手にぎわいフェスタ］取手市観光協会　☎0297-74-0217

　　［取手映画祭］取手映画祭事務局　☎0297-72-8396

10/8（日）
第28回
ふる里さしま
古城まつり

坂東市

猿島ばやし（県指定無形民俗文化財）など郷土芸能の披露や、
伝承に基づいた「出陣式」、迫力満点の「火縄銃演武」などの催
しを実施。同時開催される「ふれあい農業祭」では新鮮野菜の
直売も行われ、多くの人で賑わいます。
会場逆井城跡公園
問 坂東市観光協会　☎0297-20-8666

10/14（土）～
15（日）

かみすフェスタ
神栖市消費生活展 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 ［かみすフェスタ］農林課　☎0299-90-1008

　　［神栖市消費生活展］消費生活センター　☎0299-90-1105

10/15（日）
8:30～14:30

第33回
みなと産業祭 ひたちなか市

海産物の販売・飲食ブースのほか、ステージイベントやサンマ
の掴み取りなどが楽しめます。恒例の「世界タコ焼きグランプ
リ」も開催！
会場ひたちなか市地方卸売市場（那珂湊魚市場）
問 みなと産業祭実行委員会（ひたちなか商工会議所那珂湊支所内）

　　☎029-263-7811

10/15（日）
9:00～15:30

奥久慈
大子まつり 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。
会場文化福祉会館「まいん」
問 NPO 法人　まちの研究室　☎0295-76-8025

秋のイベント情報　

市町村トピックス TOPICSTOPICS
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開催日 開催名称 市町村 見どころ・お問合せ

10/15（日） 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。会場はハロウィン一色。
涸沼のほとりでおしゃれな雑貨に囲まれて秋の味覚を楽しみな
がら、心地よい秋の１日を過ごしてみませんか？
問 商工観光課　☎029-292-1111

10/21（土）～
22（日）

9:30～16:00
第27回鹿嶋まつり 鹿嶋市

鹿嶋市最大の市民参加イベント！新企画のお仕事体験や恒例の
模擬店・物産展、屋外ステージでのダンスフェスタ、キャラク
ターショー、アントラーズ選手トークショー、スタジアム内イ
ベントなど盛りだくさんです。
会場カシマスポーツセンターとその周辺
問 第27回鹿嶋まつり実行委員会事務局　☎0299-82-2911

10/21（土）～
22（日）

第6回
ノルディック
ウォーキング

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

10/21（土）～
11/26（日）

第110回
笠間の菊まつり 笠間市

日本で最も古い菊の祭典です。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。
会場笠間稲荷神社他
問 笠間の菊まつり連絡協議会（商工観光課）

　　☎0296-77-1101

10/25（水）～
11/15（水）

第43回
水戸の菊花展 水戸市

色とりどりの観賞用の菊、約400鉢を展示するほか、期間中は、
小菊販売 ･ 菊花相談コーナーを設置いたします。 その他にも
11月4･5日には地元の野菜が大集合する「青空市」を開催します。
問 観光課　☎ 029-224-1111

10/27（金）～
11/23（木・祝）
9:00～16:00

第12回
古河菊まつり 古河市

おなじみの盆養のほか、懸崖や盆栽づくりなど趣向を凝らした
菊花を見ることができます。特に菊まつりのシンボル的存在で
ある五重塔は、見応えがあります。
問 古河市観光協会事務局（観光物産課内）

　　☎0280-23-1266

10/28（土）～
12/2（土）

第30回
里美かかし祭 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4日～5日にさとみ秋
の味覚祭が行われます。
会場里美ふれあい館イベント広場
問 一般社団法人常陸太田市観光物産協会

　　☎0294-72-8194

10/29（日）
9:30～15:00
※小雨決行
　荒天中止

第3回
那珂市産業祭 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。模擬
上棟式や抽選会など様々なイベントをご用意！
会場中央公民館駐車場、一の関ため池親水公園
問 商工観光課　☎029-298-1111（内線244）

10/29（日）
第2回
水戸黄門
漫遊マラソン

水戸市

水戸駅前をスタートし偕楽園、千波湖等の名所を巡るコースで
す。全国からお越しになるランナーを応援しにきてください。
問 水戸黄門漫遊マラソン実行委員会事務局（市民協働部スポーツ課内）

　　☎029-303-7808
11/1（水）～

3（金・祝）
9:00～16:30
※11/3（金・祝）は
　15時まで

かわちフェスタ2017 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、3日（金）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 経済課　☎0297-84-6975

11/3（金･祝）
第27回
うしく
Wai ワイまつり

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 商工観光課　☎029-873-2111

11/3（金･祝） 第10回
地場産業フェスティバル 利根町

今年も保健福祉センター及び公民館駐車場で、地元の農業・商
業・工業を多くの方に知っていただくため、左記のとおり開催
します。
問 利根町地場産業推進協議会事務局（経済課内）

　　☎0297-68-2211（内線324）

11/4（土）～
5（日）

9:00～15:30

ひたちなか市
産業交流フェア ひたちなか市

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ステージイベント、各種体験コーナー等
もあり家族で楽しめます。
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（商工振興課内）

　　☎029-273-0111
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開催日 開催名称 市町村 見どころ・お問合せ

11/5（日）

第25回
常総ふるさとまつり

常総市

国道294号の田園風景の中に突如として現れる豊田城。入口では
約50体のかかしがお出迎え。会場では地元名産品の販売、ものづ
くり体験、グルメ店も数多く出店されます。ステージイベントでは
ちびっこのど自慢大会や地元幼稚園児による踊りを開催予定！
会場常総市役所石下庁舎、周辺施設
問 常総ふるさとまつり実行委員会　☎0297-23-9088

11/5（日）
第29回
雨情の里
港まつり

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

11/5（日） いばらきまつり 茨城町

総合福祉センターゆうゆう館駐車場にて開催。多くの飲食ブー
スが出店して会場は大賑わい。来場者参加型のイベントもご用
意しています。
問 いばらきまつり実行委員会事務局　☎029-292-1111

11/5（日）

関東嵐山
第2回御前山
トレイルラン
大会

城里町
常陸大宮市

城里町の道の駅かつらを発着点とし、常陸大宮市の御前山ダム
まで最長27km の山道をランナーが駆け抜けます。
※ 参加者の受付は10/1まで。詳細については大会事務局にお

問い合わせください。
問 御前山トレイルラン大会事務局　☎0299-23-1251

11/11（土）～
12（日）

10:00～15:00

常陸秋そば
フェスティバル
里山フェア

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。
会場山吹運動公園
問 一般社団法人常陸太田市観光物産協会　☎0294-72-8194

11/11（土）～
12（日） 日立市産業祭 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
エコ家電の展示販売、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 商工振興課　☎0294-22-3111（内線471）

11/12（日） 第44回
将門まつり 坂東市

郷土の英雄「平将門公」の雄姿を現代に蘇らせようと、昭和47年に始
まり、秋の風物詩として多くの方に親しまれています。國王神社での
戦勝祈願に始まり、騎馬隊や稚児など総勢100名の武者行列が、神田
明神将門太鼓の勇壮な響きのなか、約1km の歩行者天国を進みます。
会場岩井商店街（歩行者天国内）
問 坂東市観光協会　☎0297-20-8666

11/18（土）～
19（日）

第14回
土浦カレー
フェスティバル

土浦市
全国のご当地カレーの他、県内外のご当地グルメ、地域名産品
等約70店舗が参加する食の祭典です。
問 都市産業部商工観光課　☎029-826-1111（内線2703）

11/18（土）～19（日）
25（土）～26（日）

12/2（土）～ 3（日）

秋の桜川
さんぽ 桜川市

市内の紅葉スポットで秋にちなんだお土産の販売等のイベント
を行います。
会場桜川市内各地
問 椎尾山薬王院　☎0296-55-4319

11/19（日） 大洗あんこう祭 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 商工観光課　☎029-267-5111

11/23（木･祝）
9:00～15:30

第23回東海
I～MOのまつり 東海村

東海村の特産品である『さつまいも』をテーマにした、県内唯一
の「イモ」のおまつりです。「イモ掘り探検隊」や「イモ積み競争」
等の一風変わったイベントや、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

11/23（木･祝）
10:30～

上戸の
獅子舞 潮来市

国神神社祭礼は巫女舞を皮切りに、天狗の道割、芝寄せから雌
獅子、中獅子、雄獅子の舞、最後に激しく乱舞し、ひょっとこ
おかめの掛け合いの順に奉納されます。
会場国神神社
問 産業観光課　☎0299-63-1111
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展示館イベント情報
原子力科学館 TEL:029-282-3111

★秋の科学館クイズラリー
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／9月16日（土）～
　　　　9月24日（日）

★企画展
　「星空ウォーク～遠くをのぞくと昔がわかる」

12/16（土）、17（日）
クリスマスイベントも計画中！

12/16（土）、17（日）
クリスマスイベントも計画中！★ ★3次元に配置したカシオペヤ座のなかを散歩しながら、

星空の奥行きや宇宙空間の広がりが体験できます。
期　間／11月7日（火）～12月24日（日）

★講演会「宇宙の“遠く”を観測すると何がわかる？」
開催日／12月16日（土） 
　　　　①10：30～11：30　②13：30～14：30
講　師／国立天文台 TMT推進室
　　　　久保真理子 特任研究員
定　員／各回40名（小学生以上）

★ジオ・ミライ号がやってくる！
開催日／12月16日（土）、17日（日）
●３Ｄアニメ上映　　●実験コーナー
●地層の引き出し　  ●仕掛けクイズ
地層処分事業の概要や安全性への取り組みなどを紹介
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。

原子力機構　大洗わくわく科学館 TEL:029-267-8989

★ハロウィン 体験教室　『プチロケットを作ろう』
日　時／10月28日（土）　13：30～15：00
対　象／小学生～中学生（小3以下は保護者同伴）
参加費／無料
定　員／16名　事前予約

わくわくハロウィン～トリック・オア・トリート～

げんでん東海テラパーク TEL:029-287-1252

★ハロウィンパーティー
日　時／１０月２９日（日）　9：00～16：00
内　容／工作やクイズ、山上兄弟による、ドキドキ・わく

わくのマジックショーを開催いたします。

★第20回切り絵作品展
ギャラリー展示

全国切り絵同好会　茨城県ときわ会支部
期　間／１０月３日（火）～２６日（木）
　　　　3日は13：00～、最終日は15：00迄となります。

★古民家の秋
ミニギャラリー展示

濱島　美智子 様、川上　恵子 様
佐藤　カツ枝 様、仲田　京子 様、小林　集江 様
期　間／９月６日（水）～１２月２日（土）

★厳選　四季折々の写真
澤畑　秀一 様、林　正勝 様、中野　一誠 様
期　間／１１月７日（火）～３０日（木）
　　　　最終日は15：00迄となります。

★ふわふわ「エアドーム」で遊ぼう！
＊10月～3月／毎月第3土曜日、日曜日開催
　　　　　　 （ただしイベント開催時は除く）
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！
開催日／10月21日（土）・22日（日）・
　　　　11月18日（土）・19日（日）・
　　　　12月16日（土）・17日（日）

内　容／フィルムケースの中に入浴剤（バブ）を入れ、
お湯をいれたらどうなるかな？

予約開始日／10月1日（日）～

★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　時／10月28日（土）・29日（日）　10：00～16：00
対　象／幼児～中学生
参加費／無料

定　員／各日先着30名
内　容／ハロウィンの仮装をして来館されたお客様に、

ミニプレゼント！
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　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。

●人事往来
「かがやき」編集委員の変更
　○山田　光男
　　［日本原子力発電㈱　広報・総括グループ課長］

●会員募集
　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法人です。
　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、または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

原子力科学館　入館者数

お　知　ら　せ

平成29年度（4月～ 8月）の入館者数は�11,262名
昭和41年からの累計入館者数は

（平成29年8月末現在）になりました。

2,377,458名

○�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
52～65号がご覧いただけます。

第１回　放射線の基礎
■日　　時　平成29年9月24日［日］13：30～16：00
■講　　師　茨城大学教授　田内 広 氏

「放射線ってなんだろう？」皆さんが抱く放射線の疑問につ
いて、正しい知識をわかりやすく説明します。

第２回　原子力事故と安全・防災対策
■日　　時　平成29年10月14日［土］13：30～16：00
■講　　師　東京大学教授　岡本 孝司 氏

「事故によって学ぶ」安全設計の基本的な考え方、安全・防
災対策について、わかりやすく説明します。

第３回　放射性廃棄物と原子燃料サイクル
■日　　時　平成29年11月18日［土］13：30～16：00 
■講　　師　東京大学教授　寺井 隆幸 氏
原発は「トイレ無きマンション」と揶揄されます。原子燃料
サイクルや発生する放射性廃棄物の処分方法等について、わ
かりやすく説明します。

第４回　世界と日本のエネルギー問題
■日　　時　平成29年12月23日［土］13：30～16：00
■講　　師　常葉大学教授　山本　隆三 氏
福島第一原発事故以来、日本のエネルギー政策は曲がり角を
迎えています。エネルギーに対する理解を高められるよう、
わかりやすく説明します。

茨城県民を対象とした放射線や原子力の基礎講座を４回シリーズで開催します。放射線の正しい知識と原子力の安
全等に関する幅広い知識の普及・啓発をするための基礎講座です。ぜひご参加ください。

シリーズ「放射線・原子力の基礎講座」

【申込・お問合せ】　（公社）茨城原子力協議会　TEL.029-282-3111　FAX.029-283-0526
　　　　　　　　　ホームページ　http://www.ibagen.or.jp/
【申込方法】「原子力科学館」ホームページより所定用紙（ダウンロード可）に記入の上、FAXまたは電話でお申込下さい。

【場　　所】高萩市総合福祉センター
　　　　　（茨城県高萩市春日町3-10　℡0293-22-0080）

【募集人数】各回40名
【参 加 費】無料
【対　　象】茨城県民
【締　　切】各開催日の１週間前まで

第５回　施設見学会（基礎講座をご聴講された方のみ）
■開 催 日　平成30年1月27日［土］
■定　　員　 40名 ※ お申込が20名に満たない場合は中止

にすることがあります。　　
■見 学 先　日本原子力発電㈱東海第二発電所
　　　　　　（茨城県那珂郡東海村白方1-1）
　　　　　　原子力科学館（茨城県那珂郡東海村村松225-2）
■参 加 費　無料
■行　　程　集合12：00－見学13：00～15：30－解散予定16：30
　　　　　　＊現地集合・解散も可能です　　
　　　　　　 高萩市総合福祉センター駐車場に集合後、バス

で見学先へ移動します。
　　　　　　 原子力科学館で見学後、東海テラパーク展示館

にて発電所の概況を説明、また施設をご覧いた
だきます。

茨城原子力協議会便り
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