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原子力協議会トピックス
夏休み原子力科学館イベント２０２２
感染対策をとりながら今年も夏休みイベントを開催しました！

アインシュタイン博士からの
謎解き挑戦状
（７/１６〜８/３１）

スライムであそぼう！
（７/２６）
夏休みスタンプラリー
（７/２３〜８/３１）

放射線測定体験
（８/２〜８/５）
親子星空観望会
（８/４,１０,１９）

紙ダイナソー
（７/３０〜８/２８）

おゆまるで化石の
レプリカを作ろう！
（８/１１）

ミニミニすいぞくかん
（８/１２）

令和４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
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４年７月２５日〜令和５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
お申し込み先・お問い合わせ先
０２９−２８２−３１１１
（公社）茨城原子力協議会 ＴＥＬ．
２

講座の様子

原子力協議会トピックス
（東海中・東海南中・青葉中）
職場体験学習を実施しました！
！
８月３日
（水）東海村立東海南中学校２年生２名
及び茨城町立青葉中学校２年生５名、８月９日
（火）
東海村立東海中学校２年生６名が、それぞれ原子
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、原子力科学館の仕事を学び、来館者対応
を実習しました。

測定試料を使った放射線の測定

原子力科学館受付業務体験

放射線の測定（屋外）

原子力科学工作教室（ひたちなか市・那珂市）の開催について
ひたちなか市及び那珂市からの委託を受けて、原子力科学館において原子力科学工作教
室を開催しました。
ひたちなか市は８月７日
（日）
に９組の親子、那珂市は８月２６日
（金）
に小学４〜６年生２８人
が参加し、放射線の基礎知識の講義や霧箱作製を体験しました。

ひたちなか市

那珂市
かがやきvol.85

３

全国の原子力関連施設の現状と普及啓発活動＜石川編＞
シリーズ「全国の原子力関連施設の現状と普及啓発活動」最終回の今回は、
北陸電力（株）志賀原子力発電所が立地する石川県内の概要と現状並びに石川
県、志賀町における普及啓発事業及び公益財団法人能登原子力センターの主
な活動について執筆いだだきましたのでご紹介します。
≪石川県内の原子力関連施設≫

≪石川県内の主な施設の概要／現状≫

2022年8月現在

志賀原子力発電所（北陸電力（株）：志賀町）
1号機
2号機

2011年10月 8日〜
2011年 3月11日〜

第13回定期検査中
第 3回定期検査中

URL:https://www.rikuden.co.jp/genshiryoku/shikagaiyou.html

≪自治体における普及啓発事業≫

≪石川県での取り組み≫

環境放射線測定教室

立地自治体及び周辺市町の高等学校で、環境放射線に関
する知識の向上を目的として、高校生を対象に、外部講師
による講義や測定実験を実施

環境放射線広報キャラバン隊

原子力発電所の周辺住民に環境放射線への理解を深めて
もらうため、各市町が実施するイベント等で、来場者に対
し、パネルを用いた説明や放射線を目で見ることができる
霧箱の実演等を実施

動画での普及活動

対面形式以外でも環境放射線に関する知識を普及できる
ようにするため、動画を作成し、YouTubeに掲載
※各取り組みについて、参加者にアンケートを実施し、内
容を次回の活動に反映

〜 作成動画 〜

空気中の放射性物質を
集めて測ってみよう
４

測定器で放射性物質を
測ってみよう

放射線を目で見て
みよう

≪志賀原子力発電所環境安全対策協議会の主な活動≫
志賀原子力発電所環境安全対策協議会は、原子力発電並びに環境に関する研修及び知識
の普及、啓発のため志賀町より委託を受け広報活動に取り組んでいます。

地域懇談会（勉強会）

志賀町内の町内会及び老人会等の各種団体を対象に、原
子力及び原子力発電所の安全対策についての勉強会を開催
（年間50回程度）

「環安協だより」等の発行配布

志賀町内全戸に志賀原子力発電所及び志賀2号機の新規
制基準適合性審査の審査状況などを周知するため広報チラ
シを発行（年7回程度発行）

≪公益財団法人能登原子力センターの主な活動≫
能登原子力センターは、石川県の原子力広報施設として展示館の運営を行い、石川県及
び志賀町の委託を受けて、様々な活動や情報発信に取り組んでいます。

志賀原子力発電所見学会及び
親子エネルギーバス見学会の実施

インターネットホームページを
利用した情報提供

「こどもの広場」・「放射線測定教
室」・「エネルギー教育フェア」な
どイベントの開催

広報誌「あともす」の発行

「ケーブルテレビ用番組」を
制作・放映

能登原子力センターの
ホームページＱＲ
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市町村トピックス
秋のイベント情報
開 催 日

９／１８（日）～
１０／１６（日）

９／２３（金・祝）～
１２／４（日）
（予定）

開

催

名

称

二所ノ関部屋
特別展示会

奥久慈大子グルメ
探訪スタンプラリー

市町村

見どころ・お問合せ

稲敷市

二所ノ関親方
（元横綱稀勢の里）
が現役時代に使用した化粧廻し
や盾、推挙状など、貴重な品々を展示します。
会場 稲敷市歴史民俗資料館
問 稲敷市まちづくり推進課
☎０２９－８９２－２０００

大子町

参加店の商品の中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

行方市

見学船に乗って霞ヶ浦を雄大に進む迫力ある帆引き船を間近で
見学することができます。
会場 【麻生地区】天王崎観光交流センターコテラス内受付所
【玉造地区】行方市観光物産館「こいこい」裏
仮設受付所
問 （一社）
行方市まちづくり推進機構（平日のみ）
☎０２９１－３２－７５６１

大洗町

夏から秋に時期を変更し、例年の倍となる６，０００発を打上げ、
スケールアップして開催します。
会場 大洗サンビーチ
問 大洗町商工観光課
☎０２９－２６７－５１７５

水戸市

６０年以上続く歴史ある水戸黄門まつりを、今年は開催時期や
会場等を変更して、３年ぶりに開催します。
会場 水戸偕楽園花火大会：千波湖
本祭
：茨城県三の丸庁舎広場 他
問 水戸黄門まつり実行委員会
（水戸観光コンベンション協会）
☎０２９－２２４－０４４１

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

２０２２ 行方市観光帆引き船
１０／１（土）～
１１／２７（日）
毎週土・日曜日
※土曜日について
は団体予約のみ

大洗海上花火大会

１０／１（土）

第６２回 水戸黄門まつり
１０／２２（土）
水戸偕楽園
花火大会
１１／５（土）
本祭

第１１５回 笠間の菊まつり

１０／２２（土）～
１１／２３（水・祝）

６

開 催 日

１０／２２（土）
タイムトライアル
１０／２３（日）
ロードレース

開

催

名

称

ＪＢＣＦかすみがうら
タイムトライアル・
ロードレース

市町村

見どころ・お問合せ

日本最高峰のトップチームによって争われる自転車ロードレー
スの１戦が、かすみがうら市を舞台として開催されます。
会場 かすみがうら市
かすみが
問 ＪＢＣＦ
（全日本実業団自転車競技連盟）事務局
うら市
☎０３－５４７５－８７８１
かすみがうら市産業経済部観光課
☎０２９－８９７－１１１１

さわやかフェア２０２２

１０／２３（日）

阿見町

健康・福祉・環境・産業・消防・防犯など、行政等の事業ＰＲイベ
ントです。地元農産物やそば、工芸品等の販売も行われます。
会場 阿見町総合保健福祉会館さわやかセンター周辺
問 阿見町秘書広聴課広報戦略室
☎０２９－８８８－１１１１

ひたち
なか市

市内の菊愛好家が丹精込めて育てた菊の花が展示されます。
ひたちなか市の秋の風物詩と言えるイベントです。
会場 ひたちなか市文化会館
問 ひたちなか市観光振興課
☎０２９－２７３－０１１１

那珂市

那珂市の農業・商業・工業が大集結！物販、体験コーナー、ス
テージイベントなど盛りだくさんの内容です。
会場 那珂市中央公民館駐車場、一の関ため池親水公園
問 那珂市産業祭実行委員会事務局
（那珂市商工観光課）
☎０２９－２９８－１１１１

第３４回
ひたちなか市民菊花展
１０／２７（木）～
１１／７（月）
９：００～１６：００

那珂市産業祭
１０／３０（日）
１０：００～１５：００
小雨決行、
荒天中止

竜神峡紅葉まつり
竜神峡周辺を中心とした常陸太田市の素晴らしい紅葉を見るこ
とができます。また、常陸太田市は常陸そば発祥の地でもあり、
常陸 「紅葉」と「常陸秋そば」という贅沢な秋を満喫しませんか。
会場 竜神大吊橋
太田市
問 （一社）
常陸太田市観光物産協会
☎０２９４－７２－８１９４

１１／１（火）～
１１／３０（水）
（予定）

花園神社ライトアップ
紅葉や花園神社の楼門が鮮やかに照らし出され、昼とはまた違
った雰囲気を楽しむことが出来ます。
北茨城市 会場 花園神社
問 北茨城市観光協会
☎０２９３－４３－１１１１

１１／１（火）～
１１／３０（水）
１４：３０～２１：００
（予定）

坂東市将門まつり

１１／１３（日）

坂東市

郷土の英雄「平将門公」の威風堂々たる勇姿が蘇るまつりとし
て、市内外多くの方に親しまれています。
会場 市内商店街・國王神社
問 坂東市観光協会
☎０２９７－２０－８６６６

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。
かがやきvol.85
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原子力協議会トピックス
令和4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」
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：鉾田市）します。放射線の知識と原子力の
安全、昨今のエネルギー問題等に関する幅広い知識の普及・啓発を図るための基礎講座です。ぜひご参加ください。

第１回
第２回

終了

「原子力事故と安全・防災対策」

開催日：令和４年１０月８日（土） １３：３0〜１６：00
講 師：東京大学大学院教授 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３回

「放射性廃棄物と原子燃料サイクル」

開催日：令和４年１１月５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」

開催日：令和４年１１月２６日（土） １３：00〜１６：00
講 師：常葉大学名誉教授 山本 隆三 氏
ロシアのウクライナ侵攻により、エネルギーの安全保障問題は大きく変わりました。安全保障に加え、温暖化、価格と
インフレなどエネルギーに関わることを、わかりやすく説明します。

ー 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じて開催します ー
【会

場】鉾田市旭地区学習等供用施設 視聴覚室兼集会室
（所在地）鉾田市造谷６０５番地３ 旭総合支所敷地内

【募集人数】各回３０名
【対
象】茨城県民
【参 加 費】無料
【締
切】各開催日の１週間前まで
（お申込み可能な場合がありますので、お問合せください）
【申込方法】インターネットまたは、「原子力科学館」ホームページより申込書
（ダウンロード可）
にご記入のうえ、ファックス・電話でお申込みください。

第５回

「施設見学会」

基礎講座を１回以上聴講した方のみ参加可能

開催日：令和４年１２月２３日（金）
講 師：国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子エネルギー部門 那珂研究所
主催 公益社団法人茨城原子力協議会
共催 鉾田市
お申込み・お問合せ
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/
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。

８

【インターネットでお申込みの方】
インターネット申し込み完了後、確認メールが
届きます。迷惑メール防止の受信設定をされて
いる方は、あらかじめ『info@assistsc.com』
からのメールを受信できる設定をお願いいたし
ます。
HPより「シリーズ放射線・原子力の基礎講座」
で検索、QRコードより 直接お申込できます

展示館イベント情報
TEL：029-282-3111

原子力科学館
◆段ボール迷路
好評につき、段ボール迷路開催決定！
日 時：9/6（火）～10/30（日）
対 象：小学生以下

◆科学館クイズラリー
科学館の展示を見ながらクイズにチャレ
ンジしよう！
対 象：中学生以下

キミはスタートからゴールまで行けるかな？

◆カタカナラリー
科学館にかくされているカタカナを見つ
けよう！
対 象：小学生
（低学年）
以下

原子力科学館
ＱＲコード

原子力機構 大洗わくわく科学館

TEL：029-267-8989

◆わくわく体験教室 実験教室
「～きらめく光の世界～キラキラ万華鏡をつくろう」
光の反射や組み合わせを学び、自分だけの光の世界を作ってみよう！
日 時：10/23（日） 13：30～14：30
定 員：７名（要予約、お電話又は、館内申込書にて承ります）
※10/1（土）予約受付開始
対 象：小学生～中学生（小３以下保護者同伴）
参加費：200円
※別途入館料がかかります。

＊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.85

９

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
７２〜８４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 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４年度（４月～８月）の入館者数は11,068名
昭和４１年からの累計入館者数は

2,451,847名（令和４年８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
１０
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