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原子力協議会トピックス
平成 31 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（木）、
新春のつどいを水戸プラザホテルで開催しました。

子力の利活用は切っても切れないものである。画期的
な技術の革新により世の中の時代が前に進むのは、こ

大井川知事をはじめ、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 350 名が参加しました。

れまでの歴史が証明していることと感じている。昨年、
茨城県では、新しい技術の開発による地方振興のため
に、地方大学地方産業創生交付金を国に申請した。残

協議会の内山会長は、主催者代表挨拶の中で「新し
い元号の時代になっても、県民の皆様に放射線の基礎
知識、原子力の安全等に対して正しい知識を身に着け

念ながら採択までには至らなかったが、今後も原子力
の火が最初に灯った茨城として是非いろいろな交付金
等の活用を目指していきたい。一方東海第二発電所に

ていただき、またそれによって科学技術の振興に努め
ることが協議会の信念である。県内の各原子力施設は
常に安全に留意して、県民からしっかりと理解される
ことが必要であり、そのために原子力協議会では、原

ついては、いかに県民の理解を得るかということが大
きな今後の焦点になってくる。住民の理解があってこ
その原子力発電であり、それに向けて県としてもしっ
かり努力していきたい。
」とのご挨拶をいただきました。

子力科学館の運営、普及・啓発事業を実施している。
今年度は原子力科学館のリニューアル基本構想にのっ
とり、ガイダンス映像の制作に取り掛かり、魅力ある
そして親しみある原子力科学館に新しく生まれかわる
べく努力をしている。この地で原子力の火が灯って
61 年、新しい原子力・放射線利用の発展に向けて微
力ながら全力を尽くしてまいりたい。」と述べました。
来賓の大井川知事からは、
「茨城県のこれからの発
展には、科学技術の振興と J-PARC をはじめとする原

さらに、国会議員を代表して岡田参議院議員、茨城
県議会議員を代表して海野議員からご挨拶をいただき
ました。
また、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常
陸大宮市、大子町の６市町及び日本照射サービス（株）
、
日本原子力研究開発機構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 30 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

大井川知事

岡田参議院議員

児玉原子力機構理事長による中締め
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海野県議会議員

山田東海村長による乾杯

TOPICS

国会議員

市町村長

県議会議員

（株）
日本照射サービス

日立市

市町村議長

日本原子力研究開発機構

高萩市

北茨城市

常陸大宮市

大子町

常陸太田市
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シリーズ「暮らしの中の放射線」
暮らしの中の放射線の最後となる４回目は、放射線が持っている高いエネルギーや透過力等を
利用して、工業分野でどのように使われているかをご紹介します。
材料の改良
プラスチックなどに放射線を当てるとこわ
れにくくなったり熱に強くなったりします。
これは、放射線には分子と分子を結びつけて
より強い分子を作る働きがあるためです。こ
の性質を利用して、自動車のタイヤ、テレビ
や自動車の高熱になる部分の耐熱配線に放射
線が使われています。
また、物質に簡単に電気を伝えやすくする
性質を付け加えることのできる働きを利用して、空気清浄機のフィルターやボタン電池用隔膜
を製造しています。
厚みの測定
放射線の透過力（ものを通り抜ける力）を利用すると、紙や鉄板の厚さを物差しも手も使わ
ないで自動的に測ることができます。
紙やアルミホイルなど一定の厚さに保たなければならないような工業製品の製造過程で、厚
さを正確に測定するために利用されています。
非破壊検査
病院のエックス線撮影と同じように物体を
壊さずに内部の状態を調べる検査方法を非破
壊検査といいます。飛行機のジェットエンジ
ンの見えない内部の検査では、亀裂や破損が
ないかどうかのチェックに利用さています。
また、金銅製の仏像や重要な美術工芸品など
の細かい傷やひび割れ、構造物や金属の溶接
部分の確認検査などにも利用されています。
また、空港を利用する際に経験するエッ
クス線手荷物検査装置も非破壊検査の一つ
です。
東海村の原子力科学館では、エックス線手
荷物検査装置を展示しています。

原子力科学館手荷物検査装置

有害物質の処理
電子線を利用して排気ガスや排水中の有害な化学物質（ダイオキシン）を分解処理する技術
も開発されています。
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滅菌・殺菌
放射線の透過力を利用して、医療品や食品容器等の滅菌・殺菌に利用されています。熱を加
えたり、薬品による方法もありますが、医療品や食品容器等は、密閉容器であったり、熱を加
えられないプラスチック等のため放射線利用が有効です。

工業利用の実際について、東海村にあります
日本照射サービス（株）の菅課長にお話をお伺いしました
同社は、医療機器、不織布・
衛生材料、理化学・臨床検査機
材、各種容器、食品包材、医薬・
化粧品などの滅菌・殺菌やポリ
エチレン・ナイロンなどの材料
改質を行っています。
1996 年 に 設 立 後、1998
年にガンマ線照射施設、2009
年には電子線照射施設の操業が
開始されました。様々な国際規
ガンマ線照射施設
格の認証も取得しています。
ガ ン マ 線 照 射 施 設 は、 密 封 さ れ た コ バ ル ト 60 を 線 源 と し て い ま す。 透 過 力 が
大きく線量が均一に照射できます。毎月の点検と密封された線源の入れ替え以外
は 24 時 間 操 業 し て い ま す。 線 源 は 20 年 使 用 し た 後、 海 外 の 製 造 元 が 引 き 取 る
契約になっているため、放射性廃棄物も発生しません。電子線照射施設は、短時間
で照射ができるため、日中のみ操業しています。ガンマ線は真空採血管などの密
度が高いものの滅菌に、また電子線は密度の低いガーゼマスクなどの滅菌や工業
材料の改質に適しており、扱う品物により照射する放射線を選択し、照射してい
ます。
【ガンマ線向き】
・実験動物飼料・化粧品原料
・食品包材・真空採血管
・針、注射筒

【ガンマ線又は電子線で可能】
・シャーレー
・ドリンク剤キャップ
・目薬容器

【電子線向き】
・ガーゼ、綿棒
・工業材用（改質）
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原子力協議会トピックス
平成 30 年度「放射線・原子力の基礎講座」に参加して
那珂市役所

防災課

会沢

透

（公社）茨城原子力協議会の主催、那珂市の共催で
那珂市中央公民館にて県民を対象とした放射線や原子

ない。食事を作ればゴミは出るし、一般廃棄物と同様、
電気を使えばゴミは出る。」とても印象的でありま

力の基礎講座を４回シリーズで開催しました。放射
線ってなんだろう？原子力発電のしくみとは？の基礎
から始まり、核燃料サイクルや発生する放射性廃棄物

した。

の処分方法、福島第一原発事故から学ぶ安全設計の考
え方、日本のエネルギー政策等について、わかりやす
く学ぶことができました。講師の言葉で「放射性廃棄
物の処分問題は、電気を使っている以上、国民一人ひ
とりの問題であり、人はゴミを出さないと生活はでき

各講座とも参加者から多数の質問があり、放射線・
原子力について理解を深めることができたのではない
でしょうか。
今後とも、関係機関の皆さまと連携を図り、放射線
や原子力に関心を持ち正しい知識を深めていただける
よう、更なる普及・啓発に取り組んでいきたいと思い
ます。有意義な講座ありがとうございました。

第４回講座の様子

第３回講座の様子

原子力科学館イベント開催報告
12 月 15 日、16 日

クリスマスイベントを開催しました。

「エコキャンドルをつくろう」
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「ふわふわ」

終了証授与

TOPICS
「すっ飛びロケットをつくろう」

２月９日、10 日

「指レプリカをつくろう」

バレンタインイベントを開催しました。

「おもしろ物理教室」

「万華鏡を作ろう！」

「べっこうあめ作り」

かがやき vol.72
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市町村トピックス
春のイベント情報
開催日

開催名称
大洗春祭り海楽フェスタ

3/17
（日）

第43回古河桃まつり
3/20
（水）
～
4/5（金）

市町村

見どころ・お問合せ

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。
大洗町
（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
矢口、源平、菊桃、寒白、寿星桃の 5 種類約 1,500 本の桃の花が咲き誇ります。
会場内では熱気球や人力車のほか物産品の即売会や野点などが催されます。
古河市
（会場）古河公方公園
（問）古河市観光協会事務局 ☎ 0280-23-1266

土浦桜まつり2019
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

3/23
（土）
頃～
4/7（日）

土浦市 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

☎ 029-824-2810

第5回茨城クラフトフェア
全国で活躍中のクラフト作家が出展・販売するイベントです。作品は、ガラス・
3/23
（土）
～
革工芸・アクセサリー・陶磁器・木工など多種多様。作家さんたちと直接交流
3/24
（日）
10：00～16：00
筑西市 をしながら、お気に入りの一品を見つけてみては。
（会場）筑西市下館運動公園内 総合体育館北側・芝生広場
24日は15：30
（問）茨城クラフトフェア実行委員会 諏訪 ☎ 090-1039-3577
まで
スイセンファンタジー

ひたちなか市の春は、華やかで香り高いスイセンから始まります。

ひたち 元気をもらえる鮮やかなビタミンカラーが女性に人気です。

3月下旬～
4月上旬
（予定）

なか市 （会場）国営ひたち海浜公園（スイセンガーデン、スイセン見本園、スイセンの丘）
（問）国営ひたち海浜公園

3月下旬～
4月上旬

第29回
東海さくらまつり
かしま桜まつり

3月下旬～
4月中旬

4/1（月）
～
4/15
（月）
※開花状況により変更
になることがあります。
4/1（月）～4/14（日）
メインイベント：
4/6（土）、4/7（日）
※平和通り会場

第35回水戸の桜まつり

第57回日立さくらまつり

第10回辰ノ口さくら祭り

第30回坂東市ふる里さしま古城まつり
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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。
東海村
（会場）阿漕ケ浦公園
（問）東海村観光協会 ☎ 029-287-0855
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
鹿嶋市 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
市内の桜の名所 6 か所で開催される水戸の桜まつり。期間中は、千波湖畔やお
堀の桜のライトアップが行われます。
水戸市
（会場）水戸市内（偕楽園・千波公園・桜山・茨城県三の丸庁舎ほか）
（問）水戸観光コンベンション協会 ☎ 029-224-0441
毎年、ユネスコ無形文化遺産「日立風流物」の公開を始めとするさまざまなイベ
ントで多くの方を魅了します。
日立市
（会場）平和通り（日立駅前）
、かみね公園、十王パノラマ公園
（問）日立さくらまつり実行委員会 ☎ 0294-24-7978
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。
大宮市 （会場）辰ノ口親水公園久慈川堤防 桜づつみ
（問）常陸大宮市観光協会事務局 ☎ 0295-52-1111

常陸

4/1（月）
～
4/7（日）

4/7（日）

☎ 029-265-9001

地元生まれの桜「ベニサシマ」が咲き誇る中、鎧武者が勇ましく城跡を練り歩く
姿は必見です。
坂東市
（会場）逆井城跡公園
（問）坂東市観光協会 ☎ 0297-20-8666

TOPICS
開催日

開催名称

あみさくらまつり2019
4/7（日）
10：00～16：00
（荒天中止）
第18回高萩桜まつり
4月上旬
開催の予定
かみす桜まつり
4月上旬

第17回さかい河岸フェスティバル
4月上旬～
4月下旬
（予定）
10：00～15：00
SAKURAフェスティバル
4/13
（土）
※雨天時
14（日）
八重桜まつり
4/16
（火）
～
4/29
（月･祝）
9：00～17：00

市町村

見どころ・お問合せ

ウォークラリーやステージイベントのほか、春の味覚である特産のタケノコ
を使った「たけのこ T-1 グランプリ」も開催されます。
阿見町
（会場）阿見町総合保健福祉会館さわやかセンター脇
（問）阿見町商工会青年部さくらまつり 2019 実行委員会 ☎ 029-887-0552
さくら宇宙公園で開催され、八重桜を含む 200 本の桜並木が約 300 ｍにわたっ
て続く風景はとても美しく見応えがあります。
高萩市
（会場）さくら宇宙公園
（問）（一社）高萩市観光協会 ☎ 0293-23-2121
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。期間中は桜の木のライトアップも行われます。
神栖市
（会場）神之池緑地
（問）神栖市観光協会 ☎ 0479-26-3021
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。（旧さかい菜の花フェスティバル）
境町
（会場）境リバーサイドパーク
（問）境町観光協会 ☎ 0280-81-1319
地元産業ＰＲや野菜の直売、そばまつり、よさこいなど、桜川市の魅力を 1 日
で楽しめるお祭りを開催します。
桜川市
（会場）桜川市総合運動公園
（問）SAKURA フェスティバル実行委員会事務局 ☎ 0296-55-1159
園内に咲く 2,000 本の八重桜が満開となる光景はまさに壮観！各種イベントや
夜桜等ご家族でお楽しみいただけます。
那珂市 （会場）静峰ふるさと公園
（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

イベント 4/20（土）～21（日） 夜桜 4/20（土）～29（月･祝）日没～20：00
第13回多賀谷時代まつり
4/14
（日）

2019稲敷チューリップまつり
4/14
（日）

第48回笠間つつじまつり
4月中旬～
5月上旬
8：00～18：00
第30回竜神峡鯉のぼりまつり
4/27
（土）
～
5/12
（日）

下妻の戦国武将多賀谷氏にちなんだお祭り。火縄銃演武や市民参加の手作り武
者行列などが行われます。
下妻市
（会場）多賀谷城跡公園
（問）下妻市役所商工観光課 ☎ 0296-44-0732
約 20 万本のチューリップが咲き誇る和田公園で、模擬店や郷土芸能等のステー
ジイベントが行われます。
稲敷市
（会場）和田公園
（問）稲敷チューリップまつり実行委員会 ☎ 029-892-2000
多様な品種・約 8,500 株のつつじで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が行われます。
笠間市
（会場）笠間つつじ公園（笠間市笠間 616 － 7）
（問）（一社）笠間観光協会 ☎ 0296-72-9222
まばゆいばかりの新緑の中、全国から寄付された鯉のぼりが竜神大吊橋を中心

常陸 とした竜神峡一帯を壮大に泳ぎます。
太田市 （会場）竜神大吊橋周辺
（問）（一社）常陸太田市観光物産協会

5/3（金）
～
5/6（月）

☎ 0294-72-8194

大竹海岸恒例イベント「ハマグリまつり」たくさんのハマグリが放流された浜
辺で潮干狩りが楽しめます。
ハマグリまつり
鉾田市 （会場）大竹海岸鉾田海水浴場（山田売店）
in ゴールデンウィーク
（問）ハマグリまつり実行委員会 ☎ 0291-32-3964

※4/27
（金）
～6/30
（日）
までの毎週土曜･日曜･祝日にも開催しています。
かがやき vol.72
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げんでん東海テラパーク

原子力科学館

TEL.029-287-1252

TEL.029-282-3111

★「春休みクイズラリー」
期間 3/21（木・祝）～ 4/14（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♪

★第31回アートロード展
期間 3/19（火）～ 4/7（日）
東海村に居住または勤務する東海村文化協会
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

★企画展
「日本の宇宙科学の歴史」
期間 4/16（火）～ 6/16（日）
日本の宇宙科学技術の躍進を支えた関係者の情
熱とひたむきな努力や、今現在も続けられている
宇宙へのあくなき挑戦について紹介

ゴールデンウィーク
イベントも計画中！
お楽しみに！

★つるし雛展
期間

1/11（金）～ 3/31（日）
9：00～16：30（最終日は13：00まで）
古布を使ったひなが所狭しに飾られ、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
駐車場は東海テラパーク駐車場をご利用ください。

原子力機構大洗わくわく科学館
TEL.029-267-8989

★第60回科学技術映像祭 入選作品上映会

期間 4/17（水）～ 21（日） ～科学技術週間～
期間中「第60回科学技術映像祭」入選作品を
上映します。

★かんたん工作〈小さなお子様から参加できる簡単な工作です〉
日にち及び内容 4/20（土） ミラージュエリー
4/21（日） PPトンボ

★一日館長体験

日にち 4/21（日）科学館の様々なお仕事を体験し
よう！(大洗町内の小学生から1名)
※イベント参加はすべて、別途入館料がかかります。

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 56 ～ 71 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
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。
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原子力科学館

入館者数

平成 30 年度（４月～２月）の入館者数は 19,787 名
昭和 41 年からの累計入館者数は

2,406,910 名

（平成 31 年 2 月末現在）になりました。

お 知 ら せ
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。

