
公益社団法人　茨城原子力協議会広報紙 

vol.77vol.77
令和２年９月８日 http://www.ibagen.or.jp/

発行　（公社）茨城原子力協議会
編集責任者　常務理事　寺嶋常文
茨城県那珂郡東海村村松225-2
TEL 029（282）3111　FAX 029（283）0526

Contents
●夏休み原子力科学館イベント2020･･･････

●原子力科学館新型コロナウイルス
　　　　感染拡大防止の取り組みについて･･･

●定時総会を開催･････････････････････････

●シリーズ「原子力施設の新規制基準」･･･

２

２

３

４～５

６

７

７

８

●秋のイベント情報････････････････････････････････

●展示館イベント情報･･････････････････････････････

●シリーズ「放射線・原子力の基礎講座」開催について･･･

●茨城原子力協議会便り････････････････････････････

原子力科学館リニューアル　（円筒形シアター）イメージ図（令和３年３月公開予定）



原子力協議会トピックス Topics

夏休み原子力科学館イベント2020

原子力科学館新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みについて
◦職員のマスク着用、出勤前の体温測定の徹底
◦施設出入口及び館内にアルコール消毒液を設置
◦案内カウンターに飛沫防止用の透明アクリル板を設置
◦多くのお客様が触れられる展示物、手摺等は、定期的に消毒
　また、抗ウイルス・抗菌性軟質フィルムを貼付
◦非常扉等を開放して、換気強化
◦いばらきアマビエちゃん事業者登録

ご来館のお客様へのご協力のお願い
◦入館時に体温及び体調の確認とマスクの着用にご協力ください。
◦こまめな手洗い、手指消毒の徹底をお願いします。
◦他のお客様との間隔をできるだけ２ｍ空けて、館内をご覧ください。
◦発熱や、軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある方は、ご来館をお控えください。
◦�密集・密接を避けるため、一度に入館される人数や、係員による案内を制限させてい
ただく場合があります。
◦�今後についても休館または開館時間等変更する場合がありますので、ご来館前に当館
ホームページ等でご確認ください。

実験教室
電気をつくってみよう！
　（備長炭電池） 実験教室

電気をつくってみよう！
　（クリップモーター）

企画展
ケミカルパズル

企画展
ケミカルすごろく

紙ダイナソー

親子星空観望会

謎解き挑戦状

サイエンス工房
ＵＦＯのような
紙皿ブーメラン

サイエンス工房
カラフルリングリング
グライダー

アインシュタイン博士の

謎解き挑戦状

日時 月 日 土 ～ 月 日 日

： ～ ：

（用紙の配布は ： まで）

対象 中学生以下

わしからの挑戦状じゃ！
ぜんぶわかるかな？

この夏もさまざまなイベントを開催しました！
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原子力協議会トピックス Topics

役　　員　　名　　簿

令和２年度定時総会を開催

区　分 氏　　名 所　　　属

会　長 内山　洋司 国立大学法人筑波大学名誉教授

副会長 小谷　隆亮 大洗町長

副会長 山田　　修 東海村長

副会長 三浦　幸俊 国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構 理事

常務理事 寺嶋 　常文 公益社団法人
茨城原子力協議会 常務理事

理　事 堀江　英夫 茨城県防災・危機管理部長

理　事 森作　宜民 茨城県教育庁学校教育部長

理　事 高橋　　靖 水戸市長

理　事 大久保　太一 常陸太田市長

理　事 大谷　　明 ひたちなか市長

理　事 先﨑　　光 那珂市長

理　事 岸田　一夫 鉾田市長

理　事 小林　宣夫 茨城町長

区　分 氏　　名 所　　　属

理　事 髙野　千代子 茨城県食生活改善推進員協議会 副会長

理　事 橋本　美智子 原子力を勉強する女性のつどい 会長

理　事 竹内　幸枝 大洗町連合女性会 会長

理　事 小島　正代 茨城県消費者団体連絡会 副会長

理　事 橋本　由美子 公益社団法人
茨城県青少年育成協会 事務局長

理　事 田内　　広 国立大学法人茨城大学理学部長

理　事 明石　真言 東京医療保健大学 教授

理　事 石川　和宏 茨城県商工会議所連合会 専務理事

理　事 曽根　　徹 株式会社日立製作所 日立事業所長

理　事 村部　良和 日本原子力発電株式会社
常務取締役 東海事業本部長

監　事 小川　春樹 日立市長

監　事 植竹　明人 一般社団法人
日本原子力産業協会 常務理事

監　事 冨永　康修 三菱原子燃料株式会社
取締役執行役員東海工場長

（公社）茨城原子力協議会は6月24日（水）、水
戸京成ホテルにおいて令和２年度の定時総会を開
催しました。今年度の総会は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止の観点から正会員、特別会員、役
員等約40名の出席による開催となりました。

議事では、令和元年度の事業報告と収支決算報
告、理事の選任について議案どおり承認され、次
いで新たな中期計画、原子力科学館リニューアル
計画、会員の異動状況の報告がありました。

内山洋司会長 会場の様子

（順不同・敬称略）

令和２年８月１日現在
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原子力施設の新規制基準（第４回）
－事故への多重対策と体制整備、リスクコミュニケーション－

新規制基準では、設計基準の強化と過酷事故（シビアアクシデント）対策を要求しています。自然災
害への対策等の主な設備（ハードウェア対策）については、75号76号で紹介しました。
これらの多重の対策（深層防護の考え方）が過酷事故発生時に適切に機能するためには、設備を運用
する要員の育成、操作マニュアルの整備や通報体制の整備等組織体制の充実が必須となります（ソフト
ウェア対策）。また、独立した安全規制体制によってハードウェアとソフトウェアの安全対策のチェッ
ク機能が図られています。
原子力発電所の建設や運転については、推進派、慎重派など様々な方面からの意見があります。原子
力が持つ潜在的なリスクについて住民、事業者、行政等の関係者がリスクを認識し、安全対策や規制の
あり方について意見交換をすることで相互の信頼を得るリスクコミュニケーションが大切になります。
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展示館イベント情報

開 催 日 開　催　名　称 市 町 村 見どころ・お問い合わせ

10/17（土）～
11/23（月・祝）

第113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1万鉢が市内に咲き誇ります。※新型コロナウイ
ルス感染防止のため、菊人形展は行いません。
会場 笠間稲荷神社他
問 笠間の菊まつり連絡協議会（笠間市観光課）
　　☎0296-77-1101

10/25（日）～
11/23（月・祝）

大洗の菊まつり

大洗町

大洗磯前神社を会場に「菊まつり」が開催されます。愛好者が丹
精を込めて育てた菊花が展示されます。
会場 大洗磯前神社
問 大洗町菊花愛好会事務局　☎029-266-0417

10/28（水）～
11/10（火）

9：00～16：00

第33回ひたちなか市菊花展

ひたちなか市

市内の菊愛好家が丹精込めて育てた菊の花が展示されます。ひた
ちなか市の秋の風物詩ともいえるイベントです。
会場 ひたちなか市文化会館
問 ひたちなか市観光振興課　☎029-273-0111

10/31（土）～
11/28（土）

里美かかし祭り

常陸太田市

田の守り神として古来親しまれてきた「かかし」の展示を楽しめ
ます。
会場 里美ふれあい館イベント広場
問 （一社）常陸太田市観光物産協会　☎0294-72-8194

10月下旬頃から
11月上旬頃まで
（予定）

第46回水戸の菊花展

水戸市

色とりどりの菊が咲き競います。
会場 水戸市役所
問 水戸市菊花愛好会連合会 (水戸市観光課 )
　　☎029-232-9189

11/1（日）

祭りゆうき2020

結城市

今年度は新型コロナウイルスの影響により、規模を縮小し踊りの
みの開催となります。
会場 市民文化センターアクロス
問 結城市観光協会事務局（結城市商工観光課）☎0296-34-0421

11/1（日）～
1/31（日）（予定）

大子来人
～ダイゴライト～ 大子町

自然と光が作り出す神秘の空間に、雄大に落ちる滝の流れが荘厳
な墨絵のように浮かび上がります。
会場 袋田の滝
問 大子町観光協会　☎0295-72-0285

11/14（土）～
15（日）

（予定）

第12回きもの day結城

結城市

きもの文化の素晴らしさや、きものを着る機会を提供し、歴史あ
る伝統のまちをきもので散策できるイベントです。イベント期間
中は、きものを着ていると特典が受けられます。晩秋の休日、き
もので街歩きしませんか？
会場 結城市北部市街地
問 結城市観光協会事務局（結城市商工観光課）☎0296-34-0421

市町村トピックス

秋のイベント情報秋のイベント情報

新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、延期・中止となることがございます。
イベントの開催については、各市町村にお問い合わせください。
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展示館イベント情報

シリーズ「放射線・原子力の基礎講座」を開催します
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。

【申込・お問い合わせ】（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/

＊ 新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を講じて開催しますが、感染動向を踏まえ、やむなく中止・変更
の措置を取ることがあります。

第２回　原子力事故と安全・防災対策
■日時　令和2年10月10日（土）
　　　　13：30～16：00 　　
■講師　東京大学教授　岡本 孝司 氏

第１回　放射線の基礎
■日時　令和2年９月19日（土）
　　　　13：30～16：00 　　
■講師　茨城大学教授　田内 広 氏

第３回　放射性廃棄物と原子燃料サイクル
■日時　令和2年11月7日（土）
　　　　13：30～16：00 　　
■講師　東京大学名誉教授　寺井 隆幸 氏

第４回　世界と日本のエネルギー問題
■日時　令和2年12月5日（土）
　　　　13：30～16：00
■講師　常葉大学教授　山本　隆三 氏

第５回　施設見学会
　　　　（基礎講座をご聴講された方のみ定員20名）
■日時　令和3年1月23日（土）
　　　　13：00～15：30
■見学先　日本原子力発電（株）
　　　　　東海第二発電所、原子力科学館

参加費無料、定員30名
【会場】　常陸太田市総合福祉会館

◆「秋の科学館クイズラリー」毎日実施中！
科学館の展示を見ながら、クイズにチャレンジ
しよう！
９/12（土）
～27（日）は
ガラポンが
できるよ♪

◆東海村アートロード展
10/6（火）～25（日）
東海村に居住又は勤務する、
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）をご紹介します。

12/12（土）,13（日）はクリスマスイベントがあるよ！　お楽しみに☆

◆東海フォトクラブ写真展
10/27（火）～11/8（日）
東海村内を中心に活動する写真愛好家のみなさ
んの作品をご紹介します。
風景、植物、人物など変
化にとんだ写真の数々を
ご覧下さい。

◆企画展「国際周期表年2019特別展」
11/17（火）～1/11（月・祝）
過去から現在に至る人類社会に貢献した科学者
たちへの感謝と尊敬の念やさらなる発展への期
待をこめた展示。
関連イベント
12/20（日）
講演会「身近な元素の性質を調べてみよう（仮）」
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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64～76号がご覧いただけます。

原子力科学館のご案内

お　知　ら　せ

新規入会会員紹介

会　員　募　集

人　事　往　来

（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。

原子力科学館　入館者数

令和2年度（4月～8月）の入館者数は　3,369名
昭和41年からの累計入館者数は

2,417,805名
（令和2年8月末現在）になりました。

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。

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
のほどお願い申し上げます。
○入会申込・お問い合わせ

公益社団法人　茨城原子力協議会　総務担当
TEL.029-282-3111

●「かがやき」編集委員の変更
関口　豪之（日本原子力発電（株）　

東海事業本部地域共生部主任）
坂佐井希湖（東海村　村民生活部

防災原子力安全課主事）
青木　祐弥（大洗町　まちづくり推進課

地域振興係企画員）
●事務局

小林　一成（総務担当課長）

次の会社が新たに賛助会員に加わりました。

住友金属鉱山株式会社
　経営企画部　グループ事業管理室
　　　　　　　　　　　　東海事務所
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