公益社団法人

茨城原子力協議会広報紙

vol. 79
令和3年3月11日

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

http://www.ibagen.or.jp

高峯の山桜（桜川市）

Contents
◦ガイダンスシアター完成………………………………… 2

◦クリスマスイベント開催報告…………………………… 5

◦シリーズ「放射線・原子力の基礎講座」開催報告…… 2

◦展示館イベント情報……………………………………… 5

◦JRR-3運転再開について…………………………………… 3

◦茨城原子力協議会便り…………………………………… 6

◦春のイベント情報………………………………………… 4

原子力協議会トピックス

ガイダンスシアター完成しました
アトミックトラベル −原子の力−

原子力科学館に、ガイダンスシアター
「アトミックトラベル ―原子の力―」が
新たに登場しました。
このシアターは、自由自在に大きさを
変えられる「アトミックライド」に乗っ
て、アインシュタイン博士の案内で、原
子の世界から宇宙までを旅し、原子に隠
れている不思議な力や放射線とは何かを
皆様にわかりやすく紹介するものです。
円筒形のシアター空間で、没入感のあ
るダイナミックな映像と包み込まれるよ
うな感覚をお楽しみください。

令和２年度
「放射線・原子力の基礎講座」
に参加して
常陸太田市役所

公益社団法人茨城原子力協議会主催、常陸太田市共

防災対策課

より理解が深まったと思います。

催で「放射線・原子力の基礎講座」を４回シリーズで

原子力を考える際、まずは正しい知識を身につけ理

開催しました。講師の方々には、放射線の基礎から、

解することが必要です。そのうえで、自分なりの考え

福島第一原子力発電所の事故を通した安全設計の基本

を持つことが、自分や家族、次の世代のために重要な

的な考え方や防災対策、放射性廃棄物の処分方法や世

ことだと思います。今回の講座はその一つのきっかけ

界と日本のエネルギー対策に至るまで、放射線・原子

になったのではないでしょうか。

力に関する知識、課題、考え方など、様々な視点から

市では、市民の皆様が、放射線・原子力の正しい知

講義をしていただきました。講師の方々はとても個性

識を学び、科学的根拠をもとにした理解を深めること

豊かで、参加された方も楽しく学ぶことができたので

ができるよう、関係機関と連携を取りながら、今後も

はないでしょうか。また、数多く出された質問にも丁

このような取り組みを進めていきたいと思います。

寧に解説してくださったので、とてもわかりやすく、

第4回講義の様子
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坪井 隆宣

修了証授与式

事業所トピックス
日本原子力研究開発機構

研究用原子炉 JRR-3
運転再開について
日本原子力研究開発機構（JAEA）の原子力科学研究所に設置されたJRR-3（Japan Research Reactor No.3）は、
中性子を利用した研究開発を目的とした熱出力20MW（メガワット）の研究用原子炉です。東日本大震災後に策定
された新規制基準への適合性審査を受け、平成30年11月に許可を取得しました。その後、耐震補強工事や安全性
を向上させるための工事を行い、法定検査を受検してきました。令和3年2月にこれらの工事および検査をすべて
完了し、2月26日に運転を再開させることができました。今後、慎重に試験運転や実験装置の調整等を行い、6月
末から供用運転を開始する予定です。
JRR-3では、世界トップレベルの高性能研究炉として、中性子ビーム利用（中性子散乱実験、中性子ラジオグラ
フィ、即発γ線分析）や中性子照射利用（ラジオアイソトープ製造、中性子放射化分析）の幅広い利用分野におい
て、学術研究から産業利用まで、最大2万人・日を超える利用者に活用され、年間200報以上の学術論文を発表し
てきました。運転再開後も、多くの方々にJRR-3を活用していただき科学技術の進展とイノベーションの創出に貢
献してまいりたいと思います。
JAEAでは、今後も安全確保の徹底を大前提に業務を進めてまいります。JRR-3による中性子利用研究開発にご
理解を賜りますようよろしくお願いいたします。

研究用原子炉 JRR-3 外観

ビームホール

https://jrr3uo.jaea.go.jp/

炉室

https://twitter.com/JAEA̲JRR3
かがやきvol.79
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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

市町村

権現山公園桜まつり
3/27（土）～
4/10（土）
（予定）

3月下旬～
4月上旬

潮来市

千波湖畔桜のライトアップ
水戸市

※桜 の 開 花 状 況
により変更となる
場合があります

ゆうき

3月下旬～
さくら
4月上旬

祭り

春のフラワーリレー
3月下旬～
5月上旬

結城市

坂東市

かみす桜まつり
3月下旬～
4月上旬

神栖市

まかべ日和
4/3（土）～
4/4（日）

桜川市

第50回笠間つつじまつり
4/17（土）～
5/9（日）
8:00～18:00

笠間市

第31回竜神峡鯉のぼりまつり
4/24（土）
～5/9（日）
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ソメイヨシノなど250本の桜が咲き誇り、市内一の花見スポットで
す。期間中毎日ライトアップも行われます。
権現山公園
水郷潮来観光協会 ☎0299-63-3154

LEDライトにより、淡く幻想的な色彩にライトアップされ、昼とは
違った雰囲気の桜が楽しめます。
千波湖南側湖畔
水戸市観光課 ☎029-224-1111

北部会場では周辺を回遊する催事を、南部会場では公園内の桜を楽
しめます。各会場にてマルシェを開催。
市役所旧庁舎（北部）、けやき公園（南部）
結城市観光協会 ☎0296-34-0421

春のフラワーリレーがスタート。スイセン、チューリップ、ネモフィ
ラがお楽しみいただけます。スイセンは3月下旬～4月中旬、チューリ
ひたちなか市 ップは4月中旬～下旬、ネモフィラは4月中旬～5月上旬が見頃です。
国営ひたち海浜公園
国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター ☎029-265-9001

江戸彼岸桜の開花
3月下旬～
4月上旬

見どころ・お問合せ

歓喜寺境内にある樹齢400年の江戸彼岸桜の大樹で、春の彼岸頃に
見ごとな花を咲かせます。
歓喜寺
坂東市観光協会（坂東市役所商工観光課内）☎0297-20-8666

緑地一帯に約3,000本の桜が咲き誇ります。日程等は神栖市ホーム
ページでご確認ください。
神之池緑地
神栖市観光振興課 ☎0299-90-1217

まるでタイムスリップしたかのような懐かしい街並みを楽しめる真
壁。様々なお店が並び賑わいます。
桜川市真壁町 下宿通り
まかべ日和の会（伊勢屋旅館 田中良枝） ☎0296-55-0176

小高い山一面が、さまざまな品種のつつじで真っ赤に染まる風景は
まさに絶景です。
笠間つつじ公園
（一社）笠間観光協会 ☎0296-72-9222

眩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
を中心とした竜神峡一帯を壮大に泳ぎます。
竜神大吊橋周辺
常陸太田市
（一社）常陸太田市観光物産協会 ☎0294-72-8194
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。

クリスマスイベントを開催しました
原子力科学館では、令和2年12月12日（土）に
紙コップを使った工作教室「リユースけん玉」、
13日（日）には色画用紙を使った工作教室「カラ

工作教室
「リユースけん玉」

フルたこ」及び（一財）いばらき盲導犬協会のご
協力による盲導犬との歩行訓練体験などを実施し
ました。また、両日、原子力発電環境整備機構
（NUMO）の協力をいただきジオ・ミライ号見学
やベントナイト実験を行いました。2日間で415
名の方に来館いただきました。

「盲導犬ってどんな犬」

ベントナイト実験

展示館イベント情報
原子力科学館
TEL.029-282-3111

泉幸男氏 写真展
開催日：3/16（火）～21(日)
「3.11…福島 東日本大震災 10年」
忘れられない情景、変わる 変わらない街並み
写真に思いを馳せて

「第33回アートロード展」
開催日：3/30(火) ～4/18(日)
「暮らしの中の美術館」をテーマに芸術文化の街
“Art Road”づくりを目指して活動しています

常陸てまり展
開催日：
4/4(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！

春休みクイズラリー
開催日：3/20(土・祝) ～4/4(日)
クイズに参加して、ガラポン抽選にチャレンジ
しよう！
中学生以下対象

＊新型コロナウイルス感染症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・
変更の措置をとることがあります。開館状況及びイベントの開催についてはお問い合わせください。
かがやきvol.79
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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
６４～７８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

原子力科学館の
ホームページを
みてね！

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

入館者数

令和2年度（4月〜2月）の入館者数は8,267名
昭和41年からの累計入館者数は

2,422,703名
（令和3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。
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