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原子力協議会トピックス
令和４年度定時総会を開催
（公社）
茨城原子力協議会は６月29日
（水）
、水戸京成ホテルにおいて令和４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34名の出席による開催となりました。
議事では、令和３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。
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原子力協議会トピックス

原子力科学館
ゴールデンウィークイベント
【自主事業】
今年も感染防止対策を講じて、5/3 ～ 5の3日間にイベントを開催しました。
実験教室
「音ってなぁに？」では、
（公社）日本技術士会茨城県支部のご協力をいただき、音はどう
して出るの？など、音のしくみを学び、ストローでトロンボーンを工作して音の出方を確認しました。
バルーンアート体験会では、茨大大道芸サークルの指導により、犬、剣などを親子で一緒に作成
しました。捻る作業が難しい様子でしたが、根気よく教えていただき、一人一人が個性あふれる作
品を作ることができました。途中、バルーンが割れるなどのハプニングが多発しましたが、それも
楽しい様子でした。
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、
盲導犬の訓練の様子や、視覚障害者に対しての接し方などをパネルで説明され、実際に盲導犬との
歩行の様子を見せていただきました。参加者からの質問にも答えていただき、盲導犬について理解
を深めることができました。その後、盲導犬の訓練犬と楽しく触れ合いました。
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」、工作教室「楽しいマジックハンド」「スライムであそぼう！」「キラキラ万華鏡」を行い、
3日間の来館者は1,288名を数え、イベントは盛況のうちに終了することができました。
今後もイベントを継続開催することで、科学への興味を持っていただける機会になればと思います。

実験教室
「音ってなぁに？」

「バルーンアート体験会」

「盲導犬の訓練犬とふれあい体験」

「交通安全教育と
白バイ・パトカー乗車体験」

工作教室
「楽しいマジックハンド」

工作教室
「キラキラ万華鏡」
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全国の原子力関連施設の現状と普及啓発活動〈新潟編〉
昨年度に引き続き、５回目となるシリーズ「全国の原子力関連施設の現状と
普及啓発活動」。今回は、柏崎刈羽原子力発電所などが立地する新潟県内の概
要と現状並びに新潟県が行う普及啓発事業について、主な事業の委託先である
公益財団法人柏崎原子力広報センターに執筆いただきましたのでご紹介します。
≪新潟県内の原子力関連施設≫

≪新潟県内の主な施設の概要／現状≫ 2022年3月現在
○柏崎刈羽原子力発電所

1〜4号機

5〜7号機

（東京電力ホールディングス
（株）
：柏崎市、刈羽村）
1号機
2011年8月6日～
第16回定期検査
2号機
2007年2月19日～ 第12回定期検査※
3号機
2007年9月19日～ 第10回定期検査※
4号機
2008年2月11日～ 第10回定期検査※
5号機
2012年1月25日～ 第13回定期検査
6号機
2012年3月26日～ 第10回定期検査
7号機
2011年8月23日～ 第10回定期検査

※新潟県中越沖地震以降停止中
URL : https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/kk-np/index-j.html

○新潟県放射線監視センター（柏崎市）

 柏崎刈羽原子力発電所周辺の環境放射線監視を行って
います。
 原子力災害時等の緊急時は、緊急時環境放射線モニタ
リングの拠点施設となります。
（新潟市内に分室を設置）
URL : https://www.pref.niigata.lg.jp/site/houshasen/

○新潟県柏崎刈羽原子力防災センター

（新潟県放射線監視センターに併設）
 原子力災害発生時に国や地方自治体等の防災関係機関などが一堂に会して
情報を共有し、共通の認識を持って緊急事態応急対策を迅速かつ的確に実施
するための拠点施設です。

○（公財）海洋生物環境研究所実証試験場

 発電所から放出される温排水等を利用した飼育試験施
設があり、これらを用いて海域環境の変化や化学物質な
どが海洋生物に与える影響を実験的に評価しています。

URL : https://www.kaiseiken.or.jp/org/org_sisetu.html

○（株）ＢＷＲ運転訓練センター

 沸騰水型
（ＢＷＲ）原子力発電所運転員の教育・訓練を
行っています。主に中央制御室を模擬したシミュレータ
による操作訓練や教室での講義を実施しています。

URL : http://www.btc.co.jp/index.html
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≪自治体における普及啓発事業≫

≪新潟県での主な取り組み≫
〇インターネットによる情報公開

 発電所の概要、県の原子力行政の取組などの情報を公開しています。また、
発電所の状況を毎月お知らせする資料なども掲載しています。

〇広報誌
「原子力だより」
、
「新潟県の原子力発電」
の発行

各種の広報用冊子を作成し、配布しています。
 新潟県防災局原子力安全対策課のホームペー
ジでご覧になれます。
・原子力だより
：年4回発行
・新潟県の原子力発電：年1回発行

URL：https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/genshiryoku/atom-info.html

≪公益財団法人柏崎原子力広報センターの主な活動≫

〇地域の会

 柏崎刈羽原子力発電所の安全性の確保を目的に、
当該発電所立地地域の住民の参画により、発電所
の安全性・透明性確保に関する事業者の取り組み
並びに国及び関係自治体の活動状況等を、継続し
て確認・監視し、提言等を行っています。

URL：https://www.tiikinokai.jp/

〇放射線教育研修会

 県内の小中学校教師を対象に、教育現場で役立
つ放射線や原子力の平和利用に関する知識を深め
る研修を実施しています。

〇放射線教室

 小・中学校に出向き、放射線の飛跡を見る実験
や放射線測定器を使った測定体験等を通して、放
射線やエネルギーについての学習会を実施してい
ます。

〇科学イベントへの参加

 エネルギーや放射線をテーマに、親子で楽しく
学ぶ工作教室を開催しています。

〇新潟県柏崎原子力広報センターの運営

柏崎原子力広報センターの
ホームページＱＲ
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市町村トピックス
夏のイベント情報
開催日

開催名称
かすみがうらフェスタ2022
～カヌーイベント～

7/31（日）、
8/7（日）

8/1（月）～
8/31（水）

風鈴まつり

太田まつり

8/11（木・祝）

8/11（木・祝）～
TAKAHAGI STAR NIGHT
8/14（日）

市町村

1人で楽しめるシングル艇に親子で協力する2人乗りのタン
デム艇をご用意しております。
会場 歩崎桟橋
かすみ
問 かすみがうら市観光協会
がうら市
☎029-897-1111

下妻市

高萩市

城里町

第39回あゆの里まつり
8/20（土）
予定

稲敷市

第28回ひたちなか祭り
8/21（日）

竹あかりやスカイランタンで、海岸がライトアップされま
す。幻想的な空間で夏の思い出を作りませんか。
会場 高戸前浜海岸
問 高萩市観光商工課 ☎0293-23-7316
よさこい大会などが行われます。また、祭りのフィナーレ
には、花火が夜空を彩ります。
会場 大桂公園
（城里町まちづくり戦略課）
問 城里町観光協会
☎029-288-3111

あゆのつかみ取りが人気です。
会場 調整中
（常陸大宮市商工観光課）
問 あゆの里まつり実行委員会
常陸大宮市
☎0295-52-1111

2022いなしき夏まつり花火大会
8/20（土）
19:00 ～ 20:30
予備日8/21（日）

神社において鈴の音色は、邪気を祓い清浄をもたらすとさ
れています。風鈴の音色が人々の心を癒し、楽しませてく
れます。
会場  問 大宝八幡宮 ☎0296-44-3756

「太田まつり」が内容を変えて3年ぶりに開催。市内にあるお
店の料理人たちが腕を振るいます。「スカイランタン」を飛
ばすイベントや、花火も打ち上げられます。
会場 山吹運動公園
常陸太田市
問 常陸太田市観光物産協会
☎0294-72-8194

しろさとふるさとまつり
8/13（土）
予備日8/14（日）

見どころ・お問合せ

ひたち
なか市

茨城県内でも有数の打ち上げ数を誇る花火大会です。なか
でもフィナーレのスターマインは迫力満点で稲敷の夜空を
盛大に飾ります。
会場 江戸崎総合運動公園
問 稲敷市まちづくり推進課
☎029-892-2000
テーマは
「今年の主役は君たちだ！！」
。リアル開催とオン
ライン開催を取り入れたハイブリッド開催をします！
問 ひたちなか祭り実行委員会
YouTube
☎029-272-0540
ひたちなか祭り
QRコード
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開催日

開催名称

市町村

見どころ・お問合せ

牛久市

日本遺産の牛久シャトーで日本遺産を楽しく学べるイベン
トを開催。参加自治体の特産品販売もあるので、是非ご来
場ください。
会場 牛久シャトー
（牛久市文化芸術課）
問 ワイン文化日本遺産協議会事務局
☎029-874-3121

牛久シャトー日本遺産フェスタ
8/27（土）～
8/28（日）

8/27（土）
11:00 ～ 19:40
（19:00 ～
花火大会）
※荒天中止

8/27（土）～
8/28（日）

なかひまわりフェスティバル
2022
那珂市

OARAI INTERNATIONAL
FISHING FESTIVAL
（大洗インターナショナル
フィッシングフェスティバル）

大洗町

25万本のひまわりが視界いっぱいに広がる見晴台がおすす
め。フィナーレの花火は大迫力！
会場 なかLuckyFM公園
（那珂総合公園）
問 なかひまわりフェスティバル2022実行委員会
（那珂市商工会）
☎029-298-0234
カジキの聖地として知られる大洗にて、富裕層に人気のカ
ジキ釣り大会を中心とした総合イベントの実施。
会場 大洗港区第４埠頭
問 大洗町まちづくり推進課
☎029-267-5109

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。

市町村おすすめスポット

筑西市

筑西市は、万葉集にも詠まれている筑波山の西側に位置し、風光明媚で豊かな自然環境に抱
かれ、食べ物も美味しく、歴史・文化資源を備えた茨城県西部の都市です。
令和元年にオープンした
「道の駅グランテラス筑西」
は、今年３周
年を迎えます。広大な敷地に農産物直売所やレストラン、カフェ、
イベントスペースなど、今までの道の駅にない施設を取り入れ、３
世代で楽しめる複合型
「ハイブリッド道の駅」
として人気を集めてい
ます。
また、しもだて美術館では筑西市が誇る２人の文化勲章受章者
「陶芸家 板谷波山」
、
「洋画家 森田茂」
の作品をはじめ、郷土にゆか
りのある作家の作品を収集・展示しています。
8月下旬から9月上旬にかけては、夏の風物詩の1つ
「あけのひま
わりフェスティバル」
が開催されます。筑波山をバックに約４haの
畑に、八重ひまわり約100万本が咲き誇ります。フェスティバル期間中は、切花園やラッピング
コーナーが開設されます。
筑西市には、他にもたくさんの魅力があります。実際に、来て、見て、触れて筑西市の魅力を
肌で感じてください。
＊市町村おすすめスポット情報がございましたら、事務局
（029-282-3111）
までお知らせください。
かがやきvol.84
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原子力協議会トピックス

「ラジエーションボックス―放射線の正体―」
展示を開始しました
原子力科学館の展示物等リニューアル第二期工事
「ラジエーションボックス―放射線の正体―」
とし
て、世界最大級の霧箱等が完成しました。

ラジエーションボックスは、コロナウイルス感染拡大防止に万全を期しながら、３月22日内覧会、
３月23日より一般公開し、３月26日にはオープン記念イベントを開催しました。

オープン記念
イベントの様子

協力：（公財）日本技術士会
茨城県支部

放射線の飛跡

放射線ってどんなもの

霧箱とは

自然放射線が飛んだ跡が飛行機雲のようになって観測できる装置。
今回の霧箱は、縦1.2ｍ、横1.8ｍ、これまでの1.5倍の大きさで、33年ぶりに新しくなりました。

今年度は、リニューアル第三弾を計画中です。

職場体験学習を実施しました！
！
６月10日
（金）
、日立市立久慈中学校２年生２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、原子力協議会の概要や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た
忘れ物チェックボードや万華鏡の
製作体験をしました。
放射線の測定体験
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忘れ物チェックボード製作体験

展示館イベント情報
原子力科学館

TEL : 029-282-3111

紙ダイナソー

あら？ふしぎ!? 自分で描いた絵が恐竜の世界を駆け回るよ！
■日時

7/30(土)〜8/28(日)
① ９：00〜１２：00
（受付は11：30まで）
②１３：00〜１６：00
（受付は15：30まで）
■対象 中学生以下
■所要時間 20分程度
■受付 入館時に整理券配布
（1日1回限り）
☆8/2(火)、3(水)は「トリケラトプスデー」恐竜えんぴつをプレゼント♪

この『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。

夏休みスタンプラリー

4館のスタンプを集めると記念品プレゼント！

解けるかな！？

■日時 7/16(土)〜8/31(水) 9：00〜16：00
（問題用紙の配布は15：30まで）
■対象 中学生以下

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

8/2(火)〜8/5(金)

■対象

■日時及び内容
両日とも9：15〜12：00、
13：15〜16：00
7/26(火) スライムであそぼう！
〜みんな大好きスライム工作〜
8/12(金) ミニミニすいぞくかん
〜プカプカ泳ぐ魚であそぼう〜
■対象 小学生以下
■工作参加券 午前分は当日9時から、午後分は13
時から配布。なくなり次第終了。
■工作時間はどちらも30分程度。
原則保護者1名。
※ミニミニすいぞくかんに参加ご希望の方は、空の炭酸飲料ペッ
トボトル
（500ml、フタ付）
を1本ご持参ください。

アインシュタイン博士からの
謎解き挑戦状
キミは謎が
アインシュタイン博士からの
もんだいにチャレンジ♪

サイエンス工房

どなたでも

■期間 7/23(土)〜8/31(水)
■対象 中学生以下
■対象施設 日立シビックセンター科学館サクリエ
（休館日）（7/25(月)、
8/29(月)）
げんでん東海原子力館別館（月曜日）
大洗わくわく科学館
（月曜日・火曜日(8/8(月)、8/9(火)は除く））
原子力科学館
（月曜日）

げんでん東海原子力館別館

TEL : 029-287-0486

ギャラリー展

■コルクアート展 期間：4/29(金)〜7/29(金)
■つるし飾り展
「夏季飾り」 期間：6/1(水)〜8/31(水)
■切り絵展 期間：7/1(金)〜7/31(日)
■写真展 期間：通年
内容：ワインコルクを使った動物等の作品をはじめ、可愛らしい金魚や
風鈴のつるし飾り、繊細な切り絵、四季折々の自然が楽しめる写
真を展示します。
詳細はお問合せください。
（内容は変更になる場合があります。
）

原子力機構

大洗わくわく科学館

風のエネルギーを学ぼう！
■日時 8/14(日) 13：30〜14：30
■定員 7名
（要予約、
受付にて承ります）
※7/27
（水）
予約受付開始

TEL : 029-267-8989
■対象 小学生〜中学生（小２以下保護者同伴）
■参加費 200円 ※別途入館料がかかります。
※おつりのないよう、ご協力お願いします。
■場所 科学館1階「創る部屋」

＊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。
かがやきvol.84
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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
72～83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

ホームページアドレス

TEL.029-282-3111

http://www.ibagen.or.jp/

原子力科学館

入館者数

令和４年度（4月～ 6月）の入館者数は4,441名
昭和 41年からの累計入館者数は

2,445,220 名（令和４年６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。

■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

■人事往来
○かがやき編集委員の変更
山田 伊織 ［東海村］
○事務局の変更
岡田 和則 ［参事］
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鴫島

由紀子 ［原子燃料工業㈱］

小林

淳子 ［総務担当課長］

