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職場体験学習をしました!!

原子力科学館夏休みイベント2021

　８月３日（火）、東海村立東海南中学校２年生４名が原子力科学館
で職場体験学習を実施しました。
　生徒たちは、放射線の基礎知識について講義を受けた後、測定試
料を使った放射線の測定や遮蔽実験、減衰実験を行いました。
　また、原子力科学館学芸員の仕事を学び、イベント時に行われるさまざまな工作（恐竜
の歯のレプリカ、紙皿ブーメラン、リングリンググライダー）の製作体験をしました。
　生徒たちは大変暑い中ではありましたが、興味を持っていきいきと学習していました。

　緊急事態宣言をうけ、予定していたイ
ベントの一部中止や臨時休館になりまし
たが、感染対策をとりながら、近隣展示
館との夏休みスタンプラリーを始め、多
くの夏休みイベントを開催しました。

放射線の測定体験

7/17 ～ 8/17　アインシュタイン博士からの謎解き挑戦状

屋外での放射線の測定体験

7/21
親子星空観望会

7/31
おゆまるで化石のレプリカをつくろう！

7/31 ～ 8/17
紙ダイナソー

工作製作（紙皿ブーメラン）

原子力協議会トピックス
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原子力科学館リニューアル第二期工事が始まります!!

令和３年度「原子力と放射線の基礎知識普及・啓発講座」
募集のお知らせ

 今回は、リニューアル基本構想（５ケ年計画）に基づく詳細設計に従い、第二期工事と
して「ラジエーションボックス―放射線の正体―」の整備を行います。いよいよ、当館最大
の目玉である世界最大級の大型霧箱が、現在の霧箱の約1.5倍の大きさで新たに整備され
ます。

 令和４年３月公開予定です。

　原子力科学館は、工事期間中も見
学可能です。

　茨城県内にお住まいの皆様及び各種団体を対象に、専門家による原子力・放射線の基礎
知識に関する講義を行います。実施日時や会場等については、打合せの上で決定します。

【講義内容】・原子力と放射線の基礎知識
　　　　　・放射線の健康への影響や原子力災害時の対処法
【実施期間】・令和３年８月１日～令和４年３月23日
【実施時間】・質疑応答を含め120分程度（調整可）
【実施人数】・原則20名以上
　　　　　　経費は無料

お申し込み・お問い合わせ
（公社）茨城原子力協議会　TEL 029-282-3111

原子力協議会トピックス
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　今年度よりシリーズで取り上げる「全国の原子力関連施設の現状とそれぞれの地域
で行われている普及啓発の取り組み」について、２回目の今回は、多くの原子力施設が
立地する福井県内の各施設の概要と現状、県における普及啓発事業及び公益財団法人
福井原子力センターの主な活動について執筆していただきましたのでご紹介します。

≪福井県内の原子力関連施設≫

≪福井県内の主な施設の概要／現状≫　2021年8月現在
〇敦賀発電所（日本原子力発電（株）：敦賀市）
　1号機　2017年　4月19日～　廃止措置中
　2号機　2011年　8月29日～　定期検査中
　URL：http://www.japc.co.jp/plant/index.html

〇新型転換炉原型炉ふげん
　（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構：敦賀市）
　2008年　2月12日～　廃止措置中
　URL：https://www.jaea.go.jp/04/fugen/

〇高速増殖原型炉もんじゅ
　（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構：敦賀市）
　2018年　3月28日～　廃止措置中
　URL：https://www.jaea.go.jp/04/turuga/monju_site/

〇美浜発電所（関西電力（株）：美浜町）
　1号機　2017年　4月19日～　廃止措置中
　2号機　2017年　4月19日～　廃止措置中
　3号機　2021年　7月27日～　運転中
　URL： https://www.kepco.co.jp/corporate/profile/community/mihama/index.html

〇大飯発電所（関西電力（株）：おおい町）
　1号機　2019年 12月11日～　廃止措置中
　2号機　2019年 12月11日～　廃止措置中
　3号機　2021年　7月30日～　運転中
　4号機　2021年　2月12日～　運転中
　URL：https://www.kepco.co.jp/corporate/profile/community/ooi/index.html

〇高浜発電所（関西電力（株）：高浜町）
　1号機　2011年　1月10日～　定期検査中
　2号機　2011年 11月25日～　定期検査中
　3号機　2021年　4月  5日～　運転中
　4号機　2021年　5月13日～　運転中
　URL：https://www.kepco.co.jp/corporate/profile/community/takahama/index.html

全国の原子力関連施設の現状と普及啓発活動〈福井編〉
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〇広報誌「あっとほうむ」の発行
　 　事業者の安全対策の実施状況や国の原子力・エネルギー

政策に関する対応状況等を掲載

〇原子力講座、放射線体験教室、科学実験教室等の実施
　 　原子力発電のしくみや放射線の基礎知識についての講

座、体験教室等を実施（原子力の科学館「あっとほうむ」館
内での随時開催、または公民館、学校等へ出張して開催）

〇講演会の実施
　 　一般県民を対象に原子力や放射線等のテーマに基づいた

講演会を実施

〇エネルギー学習バス
　 　原子力の科学館「あっとほうむ」と県内のエネルギー関連

施設等を見学する学校にバス借り上げ料金の一部を補助

〇アプリケーション活用事業
　 　原子力の科学館「あっとほうむ」の展示物を回りながらク

イズやゲームに挑戦できる、スマートフォン等の情報端末
向けのアプリケーションおよび貸出用スマートフォン端末
を整備

〇壁新聞「あっとつうしん」の作成・配布
　 　昨今話題となっている環境に関するテーマを小・中学生

にわかりやすく解説するポスターを発行し、学校や公民館
等に掲示する

〇科学イベントの開催
　 　科学やエネルギー、環境などについて、親子で体験学習

してもらうイベントを開催する

〇SNS等によるサイエンス情報配信事業
　 　FacebookやInstagramなどSNSを利用して、
　科学に関するミニ情報や原子力・放射線の基礎
　知識を毎週配信する

〇原子力の科学館「あっとほうむ」の運営

≪自治体における普及啓発事業≫

≪公益財団法人福井原子力センターの主な活動≫

≪福井県での主な取り組み≫

福井原子力センター
ホームページQR
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開催日 開催名称 市町村 見どころ・お問合せ

9/25(土) ～
12/5(日)

奥久慈大子
グルメ探訪スタンプラリー 大子町

4つのカテゴリーから異なるカテゴリーのスタンプを3個集
めて応募すると、抽選で素敵な賞品が当たります。
会場   大子町内
問   大子町観光商工課　☎0295-72-1138

10月上旬:
グラデーション
10月中旬:紅葉
10月下旬:黄金

秋のひたち海浜公園

ひたち
なか市

コキアが鮮やかに紅葉し、丘一面を真っ赤に染め上げます。
日々移ろいゆく秋のひたち海浜公園の景色をお楽しみくだ
さい。
会場   国営ひたち海浜公園 
問   国営ひたち海浜公園　☎029-265-9001

10月～ 3月
（毎日開催）
10:00 ～15:00

江戸崎PAケータリング事業

稲敷市

【期間限定】圏央道江戸崎PAで飲食の販売をします。キッチ
ンカーやテントが毎日出店予定！
会場   江戸崎パーキングエリア（内回り・外回り）
問   茨城県道路建設課　高速道路対策室

☎029-301-4439

10/2(土) ～
10/3(日)

9:00 ～16:00

第15回 かさま新栗まつり

笠間市

笠間の栗のモンブランをはじめ、スイーツ・料理、ハンド
メイド商品を販売します。安心して楽しめるよう、感染症
拡大防止に努めて開催します。
会場   笠間芸術の森公園
問   笠間市農政課　☎0296-77-1101

10/2(土) ～
12/5(日)

毎週土日曜日

2021観光帆引き船 見学船乗船

行方市

市内2か所より随伴船が出航され、雄大な霞ヶ浦を優雅に走
る迫力満点の帆引き船を間近で鑑賞することができます。 
受付場所  【麻生地区】天王崎観光交流センターコテラス内

【玉造地区】行方市観光物産館「こいこい」裏 臨時受付所
問   （一財）行方市まちづくり推進機構

☎0299-57-6621

10/2(土) ～
10/31(日)

毎週土日曜日
(1泊2日)
※事前予約制

なめキャン

行方市

期間限定で天王崎公園をキャンプ場として開設します。霞ヶ
浦の夕陽の絶景とともに自然豊かな環境でぜひキャンプを
お楽しみください。
会場   天王崎公園
問   行方市観光協会　☎080-8731-1772

10/23(土) ～
11/23(火・祝) 

第114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10,000鉢が市内に咲き誇ります。
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

秋のイベント情報

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

10/25(月) ～
11/23(火・祝)

大洗の菊まつり

大洗町

町内の菊の愛好家が丹精込めて育てた色鮮やかな菊の展覧
会を大洗磯前神社境内にて開催します。
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(木) ～
11/15(月)

第47回 水戸の菊花展

水戸市

市内の菊花愛好団体が、丹精込めて作りあげた菊花を展示
します。美しく仕立てられた菊花をお楽しみください。
会場   水戸市植物園
問   水戸市菊花愛好会連合会（水戸市観光課）

☎029-232-9189

10/30(土) ～
10/31(日)

祭りゆうき2021

結城市

メインテーマである「踊り」を中心に青空市やブース出展な
ど様々なイベントが開催されます。
会場   結城市民文化センターアクロス周辺
問   祭りゆうき2021実行委員会事務局

☎0296-34-0421

10/30(土) ～
11/27(土)

里美かかし祭

常陸
太田市

田の守り神として古来親しまれてきた手作り「かかし」のコ
ンテスト。市内外より数多く寄せられた個性豊かなかかし
が楽しめます。
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

11月～2月

菅生沼コハクチョウ飛来

坂東市

県内最大級の自然環境保護区域である菅生沼には、冬期に
約300羽のコハクチョウが飛来し、越冬します。
会場   菅生沼（駐車場：天神山公園）
問   坂東市観光協会（坂東市商工観光課）

☎0297-20-8666

11/13(土) ～
11/14(日)

古の水戸城址復興記念事業

水戸市

武道演武や地元学生の音楽演奏など、弘道館・水戸城址周
辺地区を舞台にイベントを実施します。
会場   水戸大手門広場、県三の丸庁舎広場等
問   古の水戸城址復興記念事業運営委員会

（（一社）水戸観光コンベンション協会）
☎029-224-0441

11/13(土) ～
11/14(日)

10:00 ～16:00

きものday(で)結城

結城市

思い思いの着物を着て、街なかを散策するイベントです。
抽選会や工芸品の展示販売等イベント内容も様々です。
会場   結城市北部市街地 
問   結城市観光協会（結城市商工観光課）

☎0296-34-0421

11/13(土) ～
11/14(日)

商工感謝祭&あんこう祭り

大洗町

ステージイベント及び大洗冬の味覚あんこう鍋の提供、特
産品販売、その他模擬店などを実施します。 
会場   大洗マリンタワー前　芝生広場
問   大洗町商工観光課　☎029-267-5175

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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　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(共催：笠間市）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。

令和3年度 アインシュタイン・スクール
シリーズ「放射線・原子力の基礎講座」

《 第１回 》　原子力事故と安全・防災対策
日　　時　令和3年10月2日（土）13：30 ～ 16：00
講　　師　東京大学教授　岡本 孝司 氏

「事故によって学ぶ」安全設計の基本的な考え方、安全・防災対策について、わかりやすく説明します。

《 第２回 》　放射線の基礎
日　　時　令和3年10月30日（土）13：30 ～ 16：00
講　　師　茨城大学教授　田内 広 氏

「放射線ってなんだろう？」皆さんが抱く放射線の疑問について、正しい知識をわかりやすく説明します。

《 第３回 》　放射性廃棄物と原子燃料サイクル
日　　時　令和3年11月6日（土）13：30 ～ 16：00
講　　師　東京大学名誉教授　寺井 隆幸 氏
原発は放射性廃棄物が発生するという課題があります。原子燃料サイクルや発生する放射性廃棄物の処分方法について、
わかりやすく説明します。

《 第４回 》　世界と日本のエネルギー問題
日　　時　令和3年12月11日（土）13：30 ～ 16：00
講　　師　常葉大学教授　山本 隆三 氏
福島第一原発事故以来、日本のエネルギー政策は曲がり角を迎えています。エネルギーに対する理解を高められるよう、
わかりやすく説明します。

《 第５回 》　施設見学会
開 催 日　令和4年1月22日（土）

基礎講座をご聴講された方のみ参加可能

9月11日から変更となりました。

お申し込み・お問い合わせ　公益社団法人 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/
お申し込み方法
　　　　 「原子力科学館」ホームページより所定用紙（ダウンロード可）に記入の上、ファックスまたは電話でお申し

込みください。
　本講座および施設見学会は新型コロナウイルス感染動向を踏まえ、やむなく中止・変更等の措置を取ることがあります。

【会　　場】　笠間市地域交流センターともべ「トモア」　マルチホール
　　　　　　（所在地 笠間市友部駅前１番10号　TEL 0296-71-6637）

【募集人数】　各回30名
【対　　象】　茨城県民
【参 加 費】　無料

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

原子力協議会トピックス
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原子力科学館 TEL:029-282-3111

「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!

＊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、原子力科学館にお問い合わせください。

第31回東海フォトクラブ写真展
■日時　10月19日（火）～24日（日）　10：00～16：00
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ください。

企画展「星座展 －ギリシャ神話からキトラ古墳まで－」
■日時　11月2日（火）～1月10日（月・祝）
国際的に決められている88星座の歴史
を、星座を制定した人々や、黄道12星座に
まつわるギリシャ神話とともに紹介しま
す。

展示館イベント情報

お楽しみに★
12月は親子星空観望会と
クリスマスイベントがあるよ!

9月14日（火）～26日（日）は
ガラポンができるよ♪
9月14日（火）～26日（日）は
ガラポンができるよ♪

撮影：笠原　武士

9かがやきvol.81



　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

原子力科学館　入館者数
令和３年度（４月～８月）の入館者数は8,553名

昭和41年からの累計入館者数は2,433,360名（令和３年８月末現在）になりました。

○�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
68～80号がご覧いただけます。

○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。）

茨城原子力協議会便り

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。

■会員募集
　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
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