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原 子 力 協 議 会トピックス
平成 29 年度アインシュタイン・スクール
シリーズ［放射線・原子力の基礎講座］に参加して
高萩市在住

高津戸

厚

講座は、茨城原子力協議会の主催、高萩市との共催
のもと高萩市総合福祉センターで開かれました。私は、

のではないか」との思いに至り、私にとっては勇気付
けられる、すばらしい助言でした。

福島原発の事故以来、放射線・原子力に関する不安を
少しでも減らす手立てはないものかと考え、そのヒン
トを得るため本講座に参加した訳です。第１回は「放

世の中には放射線に関する情報が氾濫し、ともすると放
射線の存在自体が恐怖となりえます。しかしながら、放射
性物質は身の回りに、自然（山川・草木・海・空気など）

射線の基礎」
、
第２回は「原子力事故と安全・防災対策」
を受講し、ともに講義は分かり易く解説していただき
放射線・原子力に関する理解が深められました。

のあらゆるところに存在し放射線を出しているそうです。人
間の五感では分からないので、普段の暮らしの中では放射
線の存在を感じることはありませんが私たちは放射線と共

中でも田内広茨城大学教授は「リスクを適切に判断
するには科学的な事実を集め、それに基づいて論理的・
客観的に自身で考えることが重要である」と述べられ
ています。そこから「放射線・原子力を学び、自分な
りに思考することで不安を少しは減らすことができる

存しているのです。暮らしの中には危険なもの（電気・ガ
スなど）が存在します。これらのものも、恐れ、不安を抱
かれた歴史があります。私たちは安全器具等をつけ、上手
に使い、快適な生活を過ごしています。…不安を減らすに
はこのようなプラス思考も必要ではないかと私は思います。

第１回講座の様子

第２回講座の様子

職場体験学習を経験して
東海村立東海南中学校

２年１組

鈴木

利惟

先日、私たちは原子力協議会で職場体験学習をさせ
ていただきました。
放射線の測定体験や学芸員体験実習といった普段の

分もあったのですが、来館者の方々が楽しそうにして
いるのを見ると自分自身も楽しくなりました。
今回の職場体験により、仕事に対するイメージがし

生活では到底味わえないことを経験することができま
した。また、これらの体験を通して学んだことがあり

やすくなり、体験前と比べて社会人になるための心構
えができたと実感しています。とても良い雰囲気で迎

ます。それは人に尽くす楽しさです。来館者のために
準備をしたり、掃除をしたりすることは少し大変な部

えてくださりありがとうございました。

放射線の測定体験
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学芸員体験学習（スカイシャトルの作成）

TOPICS
研修等事業研修会Ⅰに参加して
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

大洗センター総務・共生課

上原

志彫

「先人の知恵に助けられたと感じています。」一番印
象に残ったのは、
女川原発の職員の方の言葉であった。

地域特性、過去の文献による知見等から何重にも対策
がなされており、それが有効に働いた結果とのことで

今回、１泊２日の行程の中で１日目に女川原発、２日
目に日本初の水力発電である三居沢発電所と昨年から
全設備が運転開始した新仙台火力発電所を見学した。

あった。
三居沢発電所では、日本の電気事業の黎明期から水
力発電に目を向け、仙台に発電機を導入した先人達の

冒頭の発言は、先の震災で女川原発に津波が押し寄
せたものの、敷地の高さを嵩上げしていた他、海水ポ
ンプの取水路に傾斜をつけており、引き波時において

情熱を感じることができた。新仙台火力発電所は新し
い設備ではあるものの、至るところに津波の減災対策
がなされており、過去の教訓を十二分に活かしていた。

も機器の除熱冷却用の海水を確保できた、という話を
踏まえてのものである。なぜこのような対策が予め取
られていたかというと、三陸海岸の津波が多いという

今回の研修を経て、先人達の残した知恵が安全確保
や産業の発展に当たっていかに重要となるかを肌で感
じられ、非常に得難い経験となった。

東北電力（株）女川原子力 PR センター（館内説明）

東北電力（株）女川原子力 PR センター（PR 館前にて）

（公社）茨城原子力協議会は、秋に行われた
鉾田市・大洗町・東海村のイベントに出展しました。
鉾田うまかっぺフェスタ ’
17
鉾田うまかっぺフェスタ’
17 は 10 月８日（日）から
９日（月・祝）に鹿島灘海浜公園で開催され、当協議

霧箱飛跡観測コーナーでは、身の回りにある放射線
の飛んだ跡を見ることができ、皆さん興味深く観察し

会は８日に参加しました。会場には８日に約 18,000
名、９日に約 17,000 名と多くの方が訪れました。
当協議会は、霧箱飛跡観測コーナーと展示パネル
コーナーを設けました。訪れて下さった方にはクイズ

ていました。展示パネルコーナーでは、放射線につい
て分かりやすい説明に努め、クイズもパネルの記載内
容から出題することで、パネルの内容を理解していた
だけるような設定としました。

用紙をお渡しし、クイズに全問正解した場合にはガラ
ポン抽選に参加して頂き、出た玉の色により景品を差

８日の１日だけの出展にもかかわらず 800 名以上
の方がブースに来て頂き感謝いたします。また、霧箱

し上げました。
うまかっぺフェスタ’
17 は９時から開催でしたが、
開場前から多くの方が来られ、当協議会のブースも予
定を早めて開始しました。

飛跡観測と展示パネルにより、放射線が身の回りに普
通に存在していること、そして必要以上に怖がったり
不安になったりするものではないことを理解して頂く
一助になったものと思います。

かがやき vol.67
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原 子 力 協 議 会トピックス

TOPICS

大洗町商工感謝祭
11 月３日（金・祝）に大洗町マリンタワー前広場
にて開催され、50,000 人もの方が来場し、日本原子

た。参加して下さった方には記念品と合わせて、各事
業所のパンフレットやリーフレットを配布しました。

力研究開発機構大洗、日揮㈱技術研究所、日本核燃料
開発㈱及び当協議会の共同ブースには 600 名以上の
方が訪れました。

訪れた方はパネルの内容について質問するなど熱心に
見ていました。
また、子供を対象にしたバルーンアートやキーホル

ブース内では、各事業所の業務内容や研究開発等の
紹介パネルを展示しました。そしてパネルを見ながら
クイズに挑戦していただくパネルクイズを実施しまし

ダーづくりを行い、朝から多くの来場者でにぎわいま
した。

第 23 回東海Ｉ～ＭＯのまつり
毎年秋に開催される「東海 I ～ MO のまつり」が、
11 月 23 日（木・祝）に東海文化センターを中心に開
催されました。前日夜から降り出した雨が当日も降り
つづいており、午前中はなかなか来場者が増えません

当てクイズ」、
「いも美術コーナー」、
「輪投げコーナー」
などを行いました。
原子力部門は、各事業所からの応援者総勢 52 名の
皆さんにご協力いただき、雨、風で寒さが厳しいなか、

でしたが、雨が上がった午後からはいつもの賑わいを
みせていました。24,000 人（主催者発表）の来場者

沢山の地域住民の皆様の参加を頂き、盛況のうちに終
了することができました。

がありました。
東海村内にある原子力関係８事業者と茨城原子力協
議会で構成する原子力部門では、早朝より「チャリ
ティー焼きいもコーナー」、「原子力コーナー」、「場所

例年焼きいもコーナーで実施しているチャリティー
募金では、89,545 円の募金が集まり、東海村社会福
祉協議会へ寄付をします。募金に協力していただいた
皆さまありがとうございました。

チャリティー焼いもコーナー

いも美術コーナー
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市町村トピックス

TOPICS

冬のイベント情報
開催日

市町村

見どころ・お問合せ

土浦市

光の“Art”が冬の夜空を彩り、霞ケ浦総合公園風車前広場は、神秘
的な光に包まれます。
土浦市産業文化事業団（水郷体育館内） ☎ 029-823-4811

大洗町

元旦の日の出に合わせ「初日の出一番太鼓」を行い、新年を迎えます。
初詣等に訪れる観光客の方々に、はまぐり汁を無料で配布いたします。
大洗観光協会下 県営駐車場
商工観光課 ☎ 029-267-5111

１/２
（火）
～
第 19 回
５
（金）
彩初窯市
10:00～16:00

笠間市

手作り・笠間新春恒例の陶器市です。チャリティー福袋の販売や福引
抽選会なども行います。
笠間工芸の丘 特設会場
笠間工芸の丘 ☎ 0296-70-1313

１/７
（日）
10:00～15:00
第 25 回
※荒天翌日順延。
境達磨市
更に荒天の場合
１/14（日）に延期

境町

境町役場前の町道約 100 メートルを歩行者天国として、だるま商は
もちろんのこと、露天商や地元商店街の皆さんが、多数出店いたします。
境町観光協会 ☎ 0280-81-1319

開催名称

水郷桜イ
～２/18
（日）
ルミネー
17:00～21:00
ション
１/１
（月）
大洗
日の出にあわ
初日の出
せて
一番太鼓
（６:49）

１/７
（日）
18:00～

白馬祭

鹿嶋市

鹿島神宮の白馬祭は、約 750 年の歴史を持つ伝統的な祭事です。神殿
の前を御神馬が駆け抜け、御神馬が踏んだ小石やハンカチは恋愛成就
のお守りとなるという民間信仰もあります。当日は甘酒・七草粥の振
る舞いもあります。
鹿島神宮
鹿島神宮社務所 ☎ 0299-82-1209

1/11(木)

宗任神社
節分祭

下妻市

神様を起こす「おめざめ祭」の後の「追儺祭（ついなさい）
」にて
日本一早い豆まきが行われます。
宗任神社 ☎ 0296-43-5460

１/20
（土）

ひたちなか
サウンドシップ
新春フェスタ
2018

１/21
（日）

第４回
全国あんこうサミット

お う め さい

１/27
（土） 第 75 回
12:00～18:00 ばんどうホコテン

１/28
（日）

第 66 回
勝田全国
マラソン
大会

バラエティ豊かな団体による楽しい音楽ステージが開催されます。
雑貨や飲食販売など多くの方が楽しめるイベントです。
ひたちなか市文化会館 小ホール
ひたちなか市
ひたちなか音楽のまちづくり実行委員会事務局（観光振興課内）
☎ 029-273-0111

北茨城市

坂東市

北は青森県から南は熊本県までのあんこう鍋を本場である北茨城市に
集め、４回目を迎えるあんこうの祭典です。
北茨城市漁業歴史資料館よう・そろー
北茨城市観光協会 ☎ 0293-43-1111
新春書き初め会（仮）や模擬店の並ぶテント村などの企画を実施。
坂東市岩井商店街内（国道 354 号）※歩行者天国
坂東市観光協会 ☎ 0297-20-8666
坂東市商工会 ☎ 0297-35-3317

地元の方々の温かいおもてなしがランナーに人気のマラソン大会。
全国各地から２万人以上のランナーが集い、汗を光らせます。
石川運動ひろば（ゴール地点＆イベント会場）
ひたちなか市
※走行コースはひたちなか市及び東海村全域
勝田全国マラソン大会事務局（スポーツ振興課内）
☎ 029-272-8405

かがやき vol.67
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開催日

開催名称

汁ONE
カップ
2018

２月上旬

２/１
（木）
～ 常陸太田
２/28
（水） そばまつり

２/３
（土）

大宝八幡宮
節分祭

市町村

お椀で食べる温かい創作汁物料理の NO.１を、ご来場の方に投票して
決めていただきます。
常陸太田市
JR 常陸太田駅前広場
一般社団法人常陸太田市観光物産協会 ☎ 0294-72-8194
市内のそば店をはじめとする飲食店が参加し、期間限定の特別メニュー
が振る舞われます。最高の風味・香り・甘みを持った自慢の常陸秋そ
常陸太田市 ばを、それぞれの店舗が趣向を凝らした味付けで提供します。
蕎麦まつり参加店
一般社団法人常陸太田市観光物産協会 ☎ 0294-72-8194

下妻市

節分祭奉仕の方々により、豆・餅・菓子などが撒かれます。
昼と夜の二部行います。
大宝八幡宮 ☎ 0296-44-3756

那珂市

享保雛、古今雛等の雛人形や、手作りつるし雛が市内４か所で展示され、
千を超える美しいつるし雛をお楽しみいただける那珂市の冬の風物詩
です。※３/３（土）イベント「つるしびなまつり」
（一の関ため池親
水公園）特産物販売・体験・ライトアップ等
那珂市曲がり屋、中央公民館、他
那珂市歴史民俗資料館 ☎ 029-297-0080
那珂市観光協会（商工観光課内） ☎ 029-298-1111

鹿嶋市

無病息災と除災招福を祈り、訪れた皆様に年男・年女によって福豆が
まかれます。福豆を拾った人の中には、｢ 福分け ｣ といわれる景品をも
らえる人もいます。鹿島神宮へ是非お越しください。
鹿島神宮・本殿前特設舞台
鹿島神宮社務所 ☎ 0299-82-1209

大子町

俳句の宝庫奥久慈で「氷瀑・冬の滝」を題に、全国から俳句を受け付
け開催される俳句大会です。
文化福祉会館まいん
大子町観光協会 ☎ 0295-72-0285

桜川市

見世倉、土蔵などが軒を連ねる風情豊かな町並みに、約 180 軒の家が
様々なひな人形を飾ります。
真壁町真壁 真壁の町並み
桜川市商工観光課 ☎ 0296-55-1111

水戸市

偕楽園では約 100 種 3,000 本、弘道館では約 60 種 800 本の梅が咲き
競います。期間中は、
「夜・梅・祭」などさまざまな催しが行われます。
水戸の梅まつり実行委員会 ☎ 029-224-0441
水戸市観光課 ☎ 029-224-1111

利根町

町内外問わず、小学生から一般の方まで幅広くご参加いただけます。
ぜひご参加ください！
利根町駅伝大会事務局（利根町生涯学習センター内）
☎ 0297-68-3263

坂東市

ひな人形展示（仮）や模擬店の並ぶテント村、坂東市写真コンクール
表彰式などの企画を実施。
坂東市岩井商店街内（国道 354 号）※歩行者天国
坂東市観光協会 ☎ 0297-20-8666
坂東市商工会 ☎ 0297-35-3317

第 10 回那珂のひなまつり
２/３
（土）
～
３/４
（日）
９:00～16:30

２/３
（土）
15:00～・
18:00～

節分祭

２/４
（日）
10:00～

第 34 回
全国氷瀑俳句大会

２/４
（日）
～ 真壁の
３/３
（土） ひなまつり

第 122 回
２/17
（土）
～
水戸の梅
３/31
（土）
まつり

第 33 回
２/18
（日）
利根町駅伝大会

２/24
（土） 第 76 回
12:00～18:00 ばんどうホコテン

見どころ・お問合せ

茨城原子力協議会からのお知らせ
◆

新春のつどい開催
平成 30 年１月 10 日（水）13 時より、水戸プラザホテルにて新春のつどいを開催いたします。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
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展示館イベント情報
原子力科学館

TEL：029-282-3111
毎週月曜日休館（祝日の場合は翌平日）入場無料

★企画展「錯視」で生活に潤いを」
２/24
（土）
～３/18
（日）
錯視研究の第一人者である北岡明佳氏の錯視デザイン
「蛇の回転」「
、こいのぼり」等を使用した生活雑貨・解
説パネルを展示します。

★講演「色にまつわるいろんなふしぎ
～目で見えるそれってホンモノ?～」
りんごはどうして赤く見えるの？色は全部で何色あるの？
色の正体と、人間の目の不思議
についてお話します。
工作もありますよ！
開催日：３/４日
（日）
講 師：前学芸員 柴田 裕輝氏
詳細はHPをご覧ください。

★バレンタインイベントも計画中！
２/10日
（土）
～11
（日・祝）
サイエンスショー、工作教室etc.

お楽しみに！

★親子星空観望会＆ナイトミュージアム
天体望遠鏡で星座や惑星を見よう！
夜の展示館でクイズラリーをしよう！
２月開催予定 HPを見てね

★ふわふわ「エアドーム」で遊ぼう！
科学館にアインシュタインふわふわ出
現！寒くても、雨の日でも遊べます！
開催日：１/20（土）
・21（日）
２/10（土）
・11（日）
３/17（土）
・18（日）

★科学館クイズラリー
展示館を見ながらクイズにチャレンジ！
正解したらガラポンにチャレンジ
期間：12/23（土・祝）～12/28（木）
１/4（木）～１/14（日）
１/20（土）、21（日）

げんでん東海テラパーク

TEL：029-287-1252
毎週月曜日休館（祝日の場合は翌平日）入場無料

★げんでん 春のぽかぽかテラちゃんまつり

★つるし雛展

日
内

日

時：２月25日（日）９：00～16：00
容：映画上映会・自由工作・クイズ など。
（内容は変更になる場合があります。）
駐車場：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。

原子力機構

大洗わくわく科学館

時：１月10日（水）～３月25日（日）
９：00～16：30［最終日：13：00迄］
内 容：今年で開催10年目、古布を使ったひな人形が
所狭しと飾られ、可愛らしい「つるし飾り」
「創作人形」等が皆様をお出迎えします。
（内容は変更になる場合があります。）
出展者：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
駐車場：東海テラパーク駐車場をご利用ください。

TEL：029-267-8989
毎週月曜日・火曜日休館（祝日の場合は翌平日）

わくわく体験教室
★「静電気で遊ぼう」

★「水素のおもしろ実験」

日 時：１月14日（日）13：30～15：00
対 象：幼稚園年長～中学生の親子
参加費：無料（別途入館料）
定 員：先着12組
予 約：１月４日（木）より予約開始

日 時：２月18日（日）13：30～15：00
対 象：小学３年生～中学生
参加費：200円（別途入館料）
定 員：先着12名
予 約：２月１日（木）より受付開始

★「ぐにゃぐにゃ凧」
日 時：１月21日（日）13：30～15：00
対 象：小～中学生（小２以下は保護者同伴）
参加費：無料（別途入館料）
定 員：12名程度
予 約：１月４日（木）より予約開始

～わくわくバレンタインデー～
２月12日（月）：男性の方入館無料
：先着50名様にミニプレゼント！！
（お子様のみ）
：バレンタイン塗り絵コーナー

※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。
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平成 29 年度シリーズ「放射線 ･ 原子力の基礎講座」
第４回「世界と日本のエネルギー問題」開催のお知らせ
放射線や原子力に関する基礎講座をシリーズで開催しています。是非ご参加ください。
１．開催日時：平成 29 年 12 月 23 日（土）
13：30 ～ 16：00
２．講 師：常葉大学 教授 山本 隆三 氏

３．演 題：世界と日本のエネルギー問題
４．会 場：高萩市総合福祉センター
５．参加費：無料

＊第１回から第４回参加者を対象に、施設見学会も開催します。
詳しくはお問合せください。
【お申込み・お問合せ先】（公社）茨城原子力協議会
℡ 029-282-3111

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 52 ～ 66 号
がご覧いただけます。

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。
）

●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

原子力科学館

入館者数

平成 29 年度（４月～ 11 月）の入館者数は 14,854 名
昭和 41 年からの累計入館者数は

2,381,050 名

（平成 29 年 11 月末現在）になりました。

H P. http://www.ibagen.or.jp

新規入会者

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。

次の会社が新たに賛助会員に加わりました。
株式会社イチゲ電設
株式会社伊藤設備

お 知 ら せ
広報紙「かがやき」は、市町村や原子力施設等の

お知らせ願います。また、「かがやき」紙面へのご

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

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。
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