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Con t en t s

日川浜海水浴場（神栖市） 　　　　　



　（公社）茨城原子力協議会は６月25日（金）、水戸
京成ホテルにおいて令和３年度の定時総会を開催しま
した。
　昨年度に引き続き、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、役員のみ33名の出
席による開催となりました。

　議事では、令和２年度の事業報告と収支決算報告、
理事及び監事の選任について議案どおり承認され、次
いで中期計画の進捗状況、原子力科学館リニューアル
進捗状況、会員の異動状況の報告がありました。
　また、引き続き行われた理事会において、会長・副
会長・常務理事の選定について承認されました。

原子力協議会トピックス原子力協議会トピックス

内山洋司会長 堀江英夫
茨城県防災・危機管理部長

会場の様子
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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 山田　　修 東海村長

副会長 國井　　豊 大洗町長

副会長 大井川宏之 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 秋本　光德 茨城県教育庁　学校教育部長

理　事 高橋　　靖 水戸市長

理　事 小川　春樹 日立市長

理　事 大谷　　明 ひたちなか市長

理　事 先㟢　　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 中村　光子 原子力を勉強する女性のつどい　会長

理　事 服部　典代 大洗町交通安全母の会　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　眞言 東京医療保健大学　教授

理　事 坂井　和美 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 宮田　達夫 常陸太田市長

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

令和３年度 定時総会を開催

■役員名簿
　

令和3年7月1日
（順不同）



原子力協議会トピックス原子力協議会トピックス

　今年はコロナ禍の中、感染防止対策を講じて、なるべく密とならないよう工夫して、5/2～4の3日

間開催しました。

　ひたちなか理科クラブのご協力をいただいた「ジャンボシャボン玉で記念撮影」では、シャボン玉の

中に入った参加者よりも撮影をする保護者の皆さんが感嘆の声を上げていたのが大変印象的でした。

　「ジャグリング体験＆ショー」では、茨大大道芸サークルによる道具を巧みに操ったショーの後に、

子供たちが体験できる時間を設けました。参加した子供たちは皆、一生懸命ジャグリングにチャレン

ジしていました。

　また、「盲導犬の訓練犬とふれあい体験」では、(一財)いばらき盲導犬協会から講師をお招きし、盲

導犬になるには、沢山の人が関わっていることを教えていただきました。その後、盲導犬の訓練犬と

楽しく触れ合うことができました。

　さらに、ひたちなか警察署及び警察本部機動隊のご協力による「交通安全教育と白バイ・パトカー乗

車体験」や工作教室「カラフルパラシュート」「くるくるやじろべー」「スライムであそぼう！」を行い、

イベントは盛況のうちに終了することができました。

　イベント3日間の来館者は1,551名を数えました。今後も科学への興味を持っていただけるイベント

を開催してまいります。
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原子力科学館
ゴールデンウィークイベントを開催

【自主事業】

ジャンボジャンボ
シャボン玉でシャボン玉で
記念撮影記念撮影

ジャグリング体験ジャグリング体験

白バイ・パトカー白バイ・パトカー
乗車体験乗車体験

くるくるやじろべーくるくるやじろべー



≪茨城県での主な取り組み≫
〇冊子の発行等
　・「原子力広報いばらき」
　・「原子力ハンドブック」
　・「原子力とエネルギーブック」
　・「茨城県の原子力安全行政」
　・ラジオ広報
〇原子力・エネルギー教育支援事業
　・原子力教員セミナー：教員等への「放射線の基礎知識の講義」、
｢放射線観測体験」等を実施

　・学校への原子力専門家派遣事業：放射線に関する実験教室や
講演を実施

〇原子力と放射線の基礎知識普及啓発講座
　・地域の団体等を対象に専門家による原子力
　・放射線の基礎知識に関する講義を実施

≪東海村での主な取り組み≫
“自分ごと化”会議～“原発問題”を自分のこととして考える～
〇日本原子力発電㈱東海第二発電所問題をテーマに村
民が話し合う会議の開催

　・全5回程度、令和3年度は、3回程度開催予定
　・住民基本台帳から無作為に抽出した1,000人のうち、応募の
あった26人（現在25人）参加

≪主な県内施設の概要／現状≫
〇研究用原子炉（JRR-3：東海村）
中性子を利用した研究開発を目的とした研究用原子炉です。新
規制基準への適合性確認後、定期事業者検査を経て、令和3年2
月26日に運転を再開しました。
令和3年7月12日から供用運転を開始いたします。
URL ： https://jrr3.jaea.go.jp/

〇大強度陽子加速器施設（J-PARC：東海村）
原子・分子の構造観察から物質・生命の起源を探る研究や、素粒
子や原子核の研究から宇宙の始まりの謎を解く研究を進める、最
先端の研究施設です。
URL ： https://j-parc.jp/c/index.html

〇高温工学試験研究炉（HTTR：大洗町）
我が国初かつ唯一の高温ガス炉で、次世代超高温ガス炉の設計
や運転保守のためのデータを取得・蓄積しています。今後、水素製
造施設を接続したHTTR-熱利用試験等により、社会実装に向け
た技術を確立していきます。
URL ： https://httr.jaea.go.jp/

〇東海第二原子力発電所（東海村）
日本初の大型原子力発電所（沸騰水型軽水炉）として1978年に
営業運転を開始しました。現在は、地域の皆さまの安全を確保す
ることを目的に、新規制基準を踏まえた安全性向上対策を進めて
います。
URL ： http://www.japc.co.jp/plant/tokai/dai2top.html

〇シリーズ「放射線・原子力の基礎講座」
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

〇エネルギー学習バス
　課外授業として原子力科学館の見学と体験教室

〇視察研修
　原子力施設等の視察と意見交換を通して、
　知識の向上を図る

〇原子力科学館の運営

全国の原子力関連施設の現状と普及啓発活動 〈茨城編〉全国の原子力関連施設の現状と普及啓発活動 〈茨城編〉
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開催日 開催名称 市町村 見どころ・お問合せ

通年

竜神峡
アウトドア
フィールド

常陸太田市

カヌーやボードの上に立ってパドルで漕ぐSUP（サップ）に乗
り、周囲の自然を眺めながらダム湖をクルージングできます。
また、竜神ボートが通年開催になり、一年を通して楽しめるよ
うになりました。
竜神ダム湖
（一社）常陸太田市観光物産協会【事前予約制】

☎0294-72-8194

通年
11:00～15:00
（火曜水曜日定休）

竜神カフェ

常陸太田市

竜神峡の絶景を望めるオシャレな雰囲気のカフェにぜひお越し
ください。
常陸太田市高倉2153-39
竜神カフェ（旧そばハウス龍亭）　☎0294-87-0333

6/1（火）～
1/31（月）

サイクルボールSeasonⅡ
－グランボール制覇を目指せ！－

かすみ
がうら市

サイクルボールに「かすいち（かすみがうら市オリジナル霞ヶ
浦一周コース）」がエントリー！かすみがうら市交流センター
を起点に、様々なコースをご用意しています。
かすみがうら市交流センター（発着点）
かすみがうら市観光課　☎029-897-1111

7/22（木・祝）
～8/22（日）

海開き

大洗町

遠浅で広大な砂浜が続く海岸です。また、ユニバーサルビーチ
としても老若男女問わず安心して楽しむことができます。
大洗サンビーチ海水浴場
大洗町商工観光課　☎029-267-5175

7/23（金・祝）
～8/8（日）

土浦キララまつり2021

土浦市

土浦駅西口うらら大屋根広場等への七夕飾りや、花火の打ち上
げ等、例年とは内容を変えて開催します。
土浦キララまつり2021実行委員会　☎029-824-2810

7/25（日）～
11/28（日）
毎週日曜日
（8/8、8/15、
9/19、10/24
を除く）

観光帆引き船通常操業

かすみ
がうら市

明治13年初めて霞ヶ浦に浮かび、極めて重要な文化的遺産であ
ることから、昭和46年に観光帆引き船として復活させました。
雄大な霞ヶ浦に帆を上げ、優雅に走る帆引き船をどうぞご覧く
ださい。
歩崎桟橋
かすみがうら市観光協会　☎029-897-1111

見頃：
8月上旬～

中旬

那珂総合公園周辺の
ひまわり畑

那珂市

4ヘクタールの畑に25万本ものひまわりが咲き誇ります。見晴
台から見るひまわりのじゅうたんは圧巻です。
那珂総合公園周辺
那珂市商工観光課　☎029-298-1111（内線243）

8/13（金）～
8/22（日）

第30回笠間のまつり

笠間市

コロナ感染拡大防止のためパレードは行わず、ねぶたや写真等
を展示し、見て楽しむまつりとして開催します。
笠間ショッピングセンターポレポレ他
笠間のまつり実行委員会事務局（笠間市観光課）

☎0296-77-1101

夏のイベント情報
市町村トピックス市町村トピックス
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開催日 開催名称 市町村 見どころ・お問合せ

8/21（土）

HITACHINAKA ONLINE 
FES 2021

ひたちなか市

今年はYouTubeライブによる「ひたちなかオンラインフェス」
として開催します！
ひたちなか祭り実行委員会　

☎029-272-0540

8/28（土）
～9/5（日）
9:00～16:00

あけのひまわりフェスティバル

筑西市

筑波山を背景とした約4ヘクタールの広大な田畑に、あのゴッホ
を彷彿とさせる八重ひまわり約100万本が咲き誇ります。
宮山地内（宮山ふるさとふれあい公園付近）
明野ひまわりの里実行委員会事務局（筑西市観光振興課）

☎0296-20-1160

8/30（月）
～9/11（土）

みなとメディア
ミュージアム
2020→2021 ひたちなか市

那珂湊地区を舞台に開催する地域アートプロジェクト。アート
を楽しみながらレトロな街並みをお散歩しよう。
みなとメディアミュージアム実行委員会

https://minato-media-museum.com

事業所トピックス事業所トピックス

　この度、従来の広報誌「げんでん東海  地域だより」を

刷新し、新たに「テラchannel」を創刊しました。

　私たちは、 “明日をつくる  未来へつなぐ  日本原子力発

電は地域とともに歩み続けます。”をキャッチフレーズに、

地域密着で皆さまとともに歩み続ける企業を目指してい

ます。

　そこで、まずは、小さなお子さまを連れたご家族をは

じめ、高齢者やトレンドに敏感な若い世代の皆さまにも

楽しんでいただけるような地域広報誌を目指そう！を合

言葉に、「げんでん東海　地域だより」の大リニューアル

を行いました。

　地域のグルメや観光スポットなどの情報を織り交ぜな

がら、東海第二発電所からのお知らせ、発電所見学会や

講演会などのイベント情報を皆さまにお伝えしてまいり

ます。

発行エリア 東海村・日立市・常陸太田市・ひたちなか市・那珂市・水戸市・常陸大宮市・大洗町・
城里町・高萩市・笠間市・鉾田市・茨城町・大子町・小美玉市

発 行 部 数 約277,000部

発　行　日 奇数月　第4土曜日（予定）

広報紙「テラchannel」創刊
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日本原子力発電㈱

＊新型コロナウイルス感染動向を踏まえ、やむなく中止・変更の措置をとることがあります。
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。



　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−」が完成し、３月６日（土）
リニューアルオープニングイベントを開催しました。
　当日は、コロナウイルス感染拡大防止を踏まえ
小規模なセレモニーとなりましたが、寺嶋館長の
挨拶に続き、来館した小学生によるくす玉割りを

行いました。
　また、アクアワールド茨城県大洗水族館徳永講
師による水族館生き物トーク「サメの不思議な繁
殖のおはなし」、日立シビックセンター科学館協
力による工作教室「入浴剤つくり」を同時開催し
ました。

原子力協議会トピックス原子力協議会トピックス
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「アトミックトラベル−原子の力−」展示を「アトミックトラベル−原子の力−」展示を
開始しました!!開始しました!!

ガイダンスシアター「アトミックトラベル−原子の力−」とは
　アインシュタイン博士の案内で、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。

オープニングセレモニーの様子 水族館生き物トークの様子



紙ダイナソー
あら？ふしぎ!? 自分で描いた絵が恐竜世界を駆
け回る！ 
■日時　7/31(土) ～8/29(日)　
　　　　①9:00～12:00（入場は11:30まで）
　　　　②13:00～16:00（入場は15:30まで）
■対象　中学生以下
■受付　土日・祝日:入館時に整理券配布
　　　　　　　平日:多目的広場（1日1回限り）
■所要時間　30分程度
☆8/3(火)、4水)は「トリケラトプスデー」
　おもしろ消しゴムをプレゼント♪

サイエンス工房
制作時間はどちらも30分程度。工作材料がなく
なり次第終了。保護者原則1名。
■日時　遠くへ飛ばそうブーメラン！
　　　　8/9(月・祝)　9:15～12:00、13:15～16:00
　　　　スライムであそぼう！
　　　　8/12(木)　9:15～12:00、13:15～16:00
■対象　小学生以下
■工作参加券は午前分は当日9時から、午後分は

13時から配布

げんでん スマイルフェア
■日時　8/7(土) ～8/8(日)　9：00～16：00
■料金　無料
■内容　発電体験コーナーやクイズなどお子様が楽しめる催しをご用意しています。
　　　　ご家族・お友達をお誘いの上、ぜひご来館ください。

アインシュタイン博士からの
謎解き挑戦状
アインシュタイン博士からのもんだいにチャレンジ♪
■日時　7/17(土) ～8/31(火)
　　　　9:00～16:00
　　　　（問題用紙の配布は15:30まで）
■対象　中学生以下

夏休みスタンプラリー
3館のスタンプを集めると記念品プレゼント！
■期間　7/21(水) ～8/31(火) 
■対象　中学生以下
■対象施設　日立シビックセンター科学館
　（休館日）　（7/26(月)，8/30(月)）
　　　　　　げんでん東海原子力館別館
　　　　　　（月曜日 ※8/9(月)は開館・翌日休館）
　　　　　　原子力科学館（　　　　〃　　　　）

放射線測定体験
測定器を使って身の回りにある放射線を測ってみよう！
■日時　8/17(火) ～20(金)　9:00～16:00
■対象　どなたでも

かがやきvol.80 9

原子力科学館  TEL.029-282-3111

げんでん東海原子力館別館  TEL.029-287-0486

展示館イベント情報

『紙アプリ』は株式会社リコーの商標で、イベント向けソリューションです。

キミは謎が
解けるかな！？

＊新型コロナウイルス感染動向を踏まえ、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各館にお問い合わせください。



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
　　　68～79号がご覧いただけます。

　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
　⑴展示館の運営　⑵普及啓発事業　⑶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

○事務局で異動がありました。
　　竹林　浩幸　［事務局長］

■会員募集 ■人事往来
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○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

令和3年度（4月～6月）の入館者数は4,244名

昭和41年からの累計入館者数は2,429,051名（令和3年6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。

委員長

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

竹 林 浩 幸

丸井 百合子

関 口 豪 之

坂佐井 希湖

根 本 充

山 本 尚 司

泉 谷 徹

(公社)茨城原子力協議会　事務局長

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
核燃料サイクル工学研究所　総務・共生課　主査

日本原子力発電(株)　東海事業本部　地域共生部 主任

東海村 村民生活部防災原子力安全課 主事

(株)日立製作所　エネルギービジネスユニット　日立事業所
総務部庶務課渉外係 主任

日揮ホールディングス（株）　技術研究所　副所長

原子燃料工業（株）　東海事業所　業務管理部　参事

令和3年度・4年度広報紙「かがやき」編集委員会委員

氏　　名 所　　　　　属

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。）

原子力科学館　入館者数

お　知　ら　せ

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。


