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県民を対象とした放射線や原子力についての基
礎講座を、常陸太田市総合福祉会館を会場として、
常陸太田市との共催で開催しました。今年度は新
型コロナウイルス感染拡大防止に万全の対策を講
じながら開催しましたが、キャンセル待ちもでる
など盛況のうちに開催することができました。

講座は放射線の基礎や原子力事故と安全・防
災対策などをテーマとし、それぞれの分野で第一
線で活躍している先生方をお招きして実施しまし
た。いずれの講座でも受講者の皆さんは、先生の
お話に熱心に耳を傾け理解を深めました。

令和２年度研修事業等研修会は 11 月 27 日
（金）に福島方面にて開催されました。今年度の
研修会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点から、参加募集人員を削減して 22 名の参加
による開催となりました。

研修会は、今年９月に開館したばかりの東日本
大震災・原子力災害伝承館で、展示物と映像から
当時の大規模災害の状況とその後の復興過程を学

び、体感することが出来ました。また、その後に
訪れた東京電力（株）福島第一原子力発電所では、
廃止措置等に向けた様々な課題への取り組み及び
現在の状況についての説明を受け、構内を見学し
ました。参加者からは、今回の研修会が福島の現
状を知るうえで、非常に有益であったとの感想が
寄せられました。

TOPICS原子力協議会トピックス原子力協議会トピックス

シリーズ「放射線・原子力の基礎講座」を開催しました。常陸太田市共催

　第２回　10 月 10 日（土）
　講師：東京大学教授　岡本　孝司　氏

　第１回　９月 19 日（土）
　講師：茨城大学教授　田内　広　氏

　第３回　11 月７日（土）
　講師：東京大学名誉教授　寺井　隆幸　氏

令和２年度研修等事業研修会を開催しました

東日本大震災・原子力災害伝承館 東京電力（株）福島第一原子力発電所
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講演会「“原発問題”を自分のこととして考えるとは？」を開催しました。

“自分ごと化会議”（名称未定）の開催を予定しています！

東海村では、東海第二発電所問題に関する課題の一つである「住民の意向把握」に向けた取り組みとし
て、「自分ごと化会議 in 松江」実行委員会の構成団体の一人であった、政策シンクタンク「一般社団法人
構想日本」とともに、“自分ごと化会議”の開催に向けた準備を進めており、住民基本台帳から無作為に
抽出した住民 1,000 人に対し参加者を募るための案内を送付し、申し込みを受け付けました。
なお、会議は、公開で開催します。
詳細は、東海村公式ホームページでお知らせする予定です。

東海村では、日本原子力発電株式会社東海第二発電
所問題に関して、「住民の意向把握」を課題の一つと
しています。
平成30年度に国内初の取り組みとして注目された、
島根県松江市での原子力発電所をテーマとした「自
分ごと化会議 in 松江」の意義・成果等について学び、
原発を「誰かが考える問題」ではなく、「自分の問題」

として、多くの人が関心を高めていくための調査・研
究の一環として、令和２年 9月 19 日（土）に、東海
文化センターを会場として講演会を開催しました。（来
場者数：約 200 人、YouTube のライブ配信再生数：
約 280 回）
※講演会は、YouTube 東海村公式チャンネルで視聴
　可能

TOPICS市町村トピックス

伊藤 伸　氏による講演 パネルディスカッション

講演者 演題
伊藤 伸 氏 （政策シンクタンク構想日本 総括ディレクター） 全国で開かれる自分ごと化会議の意義について

福嶋 浩彦 氏
（自分ごと化会議 in 松江実行委員会・共同代表、中央学院
大学教授）

自分ごと化会議 in 松江の取り組み

パネリスト
山田 修・東海村長

𠮷岡 古都 氏（自分ごと化会議 in 松江実行委員会・元広報担当、薬剤師）

福嶋 浩彦 氏（自分ごと化会議 in 松江実行委員会・共同代表、中央学院大学教授）

東海村
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TOPICS市町村トピックス
冬（１、２月）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

～1/11(月)
（点灯時間
17:00～

21:00）

水郷桜イルミネーション

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。
（問）土浦市産業文化事業団　☎029-823-4811

～3月上旬

菅生沼のコハクチョウ

坂東市

県内最大級の自然環境保護区域に指定されている沼に、約3百羽のコハ
クチョウが越冬のため飛来します。
（会場）天神山公園
（問）坂東市観光協会（坂東市商工観光課）　☎0297-20-8666

～1/31(日)

大子来人～ダイゴライト～

大子町

今年のトンネルライトアップのテーマは「水の呼吸　光の吐息」。袋田
の滝に自然と光が作り出す神秘の空間が広がります。
（会場）袋田の滝
（問）大子町観光協会　☎0295-72-0285

～1/17(日)

2020　かわちイルミネーション

河内町

季節毎のエリアに分け、35万球の LED電球がそれぞれの季節を色鮮や
かな光の演出で彩ります。
（会場）かわち水と緑のふれあい公園
（問）河内町役場企画財政課　☎0297-84-2111

1/18(月)～
1/30(土)

勝田全国オンライン
マラソン大会

ひたち

なか市

三浜駅伝競走大会と勝田全国マラソンが中止となったため、代替イベン
トとしてオンラインマラソンを開催します。個人のフルマラソン部門と
全国初となる5人 1組で参加するチーム部門があります。
（会場）コースは、安全に走行できる場所
（問）勝田全国オンラインマラソン大会事務局（ひたちなか市市民生活
部スポーツ振興課）　☎029-272-8405

1/20(水)～
3/3(水)

かさまの陶雛～桃宴～

笠間市

陶芸のまち笠間ならではの“陶雛”が笠間の早春を彩ります。期間中は
ワークショップなども開催されますのでぜひお越しください。
（会場）陶の小径、ギャラリーロード、笠間稲荷門前通りほか
（問）（一社）笠間観光協会　☎0296-72-9222

2/13(土)～
3/21(日)

第125回水戸の梅まつり

水戸市

偕楽園では約 3千本、弘道館では約 8百本の梅が咲き誇ります。弘道
館周辺では、歴史的景観づくりが進む水戸城跡も必見です。
（会場）偕楽園、弘道館
（問）（一社）水戸観光コンベンション協会　☎029-224-0441

2月下旬

ゆうき物産まつり

結城市

結城紬や桐製品、ゆでまんじゅうや味噌など普段はお店で購入する結城
の物産品を自分で作る体験ができるイベントです。
（会場）結城市北部市街地
（問）結城市物産協会（結城市商工観光課）　☎0296-34-0421

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展示館イベント情報

＜東海原子力館（東海テラパーク）別館を開設＞

◆ 企画展「海と生きものとわたしたち
　 〜 3.11 からの復興をめざして〜」
2 月２日（火）～ 3 月 7 日（日）

東日本大震災直後から海洋生態系の変化を調査・
研究してきた「海洋研究者（海博士）」たちの活動
や成果を紹介。
◇ 講演　「サメの不思議な繁殖のおはなし」
    （関連イベント）

 3 月予定

パネルを見ながらクイズに答え、エネルギーや原
子力について身近に感じて頂くコーナーやバーチャ
ルリアリティーによる発電所案内ツアー、地域の皆
さまの展示の場としてご使用いただく「ふれあい
ギャラリー」（春夏秋冬のつるし飾り等）など、自
由にご見学できる施設です。

・開館時間　9：00 ～ 16：30
・入 館 料　無料
・休 館 日　毎週月曜日（祭日の場合は翌平日）お
　　　　　　よび年末年始（12月29日～1月3日）
・施設概要　ふれあいの広場、研修ホール、
　　　　　　駐車場 30 台

◆ バレンタインイベント
2 月 13 日（土）・14 日（日）開催
工作教室や体験教室など、楽しいイベントを計画中♪

◆ 常陸てまり展
開催中！（２月 28 日（日）まで）
日本の伝統工芸のひとつといわれる常陸てまり♪
ぜひご覧ください！

◆ 親子星空観望会＆ナイトミュージアム
２月 19 日（金）開催
冬の星座を大きな望遠鏡で見てみよう！
夜の展示館でクイズラリー！

◆ 毎日クイズラリー
科学館の展示を見ながら、クイズにチャレンジしよう！ 
中学生以下対象

TEL：029-287-1252原電東海テラパーク

TEL：029-282-3111原子力科学館
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○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64～77号がご覧いただけます。

令和３年新春のつどいについて
　令和３年１月７日（木）に開催を予定しておりました「新春のつどい」は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止の観点から、中止といたします。

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。

お 知 ら せ

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

会 員 募 集

次の法人が新たに賛助会員に加わりました。

株式会社ビーンズクリーンサービス
大洋交通株式会社

新規入会会員紹介

原子力科学館　入館者数
令和２年度（４月～11月）の入館者数は6,403名
昭和 41 年からの累計入館者数は

2,420,839 名
（令和２年 11 月末現在）になりました。

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。

茨城原子力協議会便り


