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　公益社団法人茨城原子力協議会は、1月10日（火）、

新春のつどいを水戸プラザホテルで開催しました。今

回も、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加

人数を制限の上、食事及び懇談なしでの開催といたし

ました。

　大井川知事をはじめ、国会議員、県議会議員、協議

会の会員となっている県内の市町村や原子力事業者の

皆様など合わせて約280名に参加いただきました。

　協議会の内山会長は、主催者代表挨拶の中で「ロシ

アのウクライナ侵攻は、世界に大きな衝撃を与え、エ

ネルギー価格等の高騰により、世界的なインフレが引

き起こされました。このような状況の中、日本はエネ

ルギー自給率の向上が不可欠であり、改めて、原子力

発電の再稼働や次世代型原子炉の開発など原子力の必

要性が高まっております。しかしながら、再稼働や開

発にあたっては安全性を第一に考え、国民の理解を得

ていかなければなりません。

　協議会では、これまでも広く県民の皆様に放射線や

原子力に関する普及啓発活動を行ってきましたが、私

どもが運営する原子力科学館では、現在、5年間にわ

たる展示物のリニューアルを進めており、本年度は、

3月の公開を目指し自然界の放射線を理解できる展示

を新たに整備しています。

　今後とも県民の皆様に対し、原子力及び放射線につ

いて最新の科学的知見に基づく正確な知識・情報の提

供に努めて参りますので、さらなるご理解とご支援を

お願いいたします。」と述べました。

　来賓の大井川和彦知事からは、「ポストコロナで活

発化する経済活動をしっかりと回すためのエネルギー

を安定供給していこうとする中、政府は新型炉の開発

方針も打ち出しました。本県には常陽、HTTRがあり

ますのでその流れの中心になるよう政府に支援をお願

いしたい。

　また、本県の原子力発電所については、安心安全と

いう観点で県民の理解が得られるよう安全性と実効性

ある避難計画をしっかりと作り上げることを県として

努力してまいりたい。

　今後、エネルギー問題は、社会の中で大きなウェイ

トを占め、協議会の皆様の活躍がますます重要になっ

てくるので、よろしくお願いします。」とのご挨拶を

いただきました。

　さらに、石川昭政衆議院議員、海野透茨城県議会議

員、鈴木周也行方市長、村松衛日本原子力発電株式会

社取締役社長からご挨拶をいただき、最後に、協議会

副会長である山田修東海村長による閉会の言葉をもっ

てつどいを終了いたしました。

　また、今年は、市町村による展示ブースの出展を再

開し、鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市の鹿

行地区5市にご出展をいただきました。

　なお、協議会では、令和4年度の活動状況の展示及

び原子力科学館ガイダンスシアターのアトミックトラ

ベル―原子の力―の上映をいたしました。

令和５年新春のつどい開催



海野県議会議員 鈴木行方市長 村松原電社長 山田東海村長

内山会長 大井川県知事 石川衆議院議員

鹿嶋市 神栖市 潮来市

行方市 鉾田市
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鹿行地区５市による出展ブース
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令和４年度「放射線・原子力の基礎講座」に参加して
鉾田市政策企画部まちづくり推進課　田仲　沙貴

「ネイチャータウン −自然界の放射線−」展示を
開始しました！

　公益社団法人茨城原子力協議会主催、鉾田市共催で「放射線・原子力の基礎講座」を４回シリー

ズで開催しました。放射線の基礎と生体影響、原子力事故と安全・防災対策、放射性廃棄物と原子

燃料サイクル、世界と日本のエネルギー問題といった幅広いテーマについて、現状の課題や最新デー

タ等を踏まえた分かりやすい講義をしていただきました。

　また、講義後の質疑応答も多く見受けられ、理解がより深まったのではないかと思います。私も

新しい知識を学ぶことができ、大変勉強になりました。

　茨城県内には多くの原子力関係機関が立地していますが、一人一人が科学的根拠に基づく正しい

知識を身につけたうえで、自分なりの考えを持つことが重要であると考えます。今回の講義は、そ

のきっかけの一つになったのではないかと思います。

　鉾田市では、今後も関係機関と連携し、放射線・原子力の正しい知識の普及や啓発に取り組んで

いきます。この度は、貴重な機会をありがとうございました。

　原子力科学館では、昨年度の「ラジエーションボックス −放射線の正体−」に引き続き第三期

リニューアル工事を進めていましたが、この度工事が完了し、3月4日（土）から一般公開を開始

しました。

　今回の「ネイチャータウン −自然界の放射線−」は、家、街、自然、宇宙、地中など身近な場

所や自然環境をモチーフとした空間を構成し、ありとあらゆる身近なところに放射線が存在すると

いうことを、放射線の測定体験やグラフィックで説明しています。

　また、物質を構成する元素を当てるゲームなども設置し、アクティブな体験の中で元素や放射線

について学ぶことができます。

　リニューアルした原子力科学館へ是非お越しください。



　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。

スライムで遊ぼうスライムで遊ぼう

お絵描きアプリお絵描きアプリ ジオ・ラボ号ジオ・ラボ号

バルーンアートバルーンアート

（協力：原子力発電環境整備機構（NUMO））

12/10・11

2/11・12

スネークダンサースネークダンサー

ココアでラテアート体験ココアでラテアート体験

きらきら
ステンドグラス
きらきら

ステンドグラス

時の彼方からよみがえる
ウランガラスの輝き

時の彼方からよみがえる
ウランガラスの輝き

（協力：キャミオコーヒーカンパニー）（協力：キャミオコーヒーカンパニー）

（協力：原子力機構廃炉環境国際共同研究センタ―）
（講師：西村先生、森下先生）
（協力：原子力機構廃炉環境国際共同研究センタ―）
（講師：西村先生、森下先生）
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春のイベント情報
開催日 開催名称 市町村 見どころ・お問合せ

3/5(日)～
4/25(火)

桜川の
桜まつり 桜川市

市内では、国の天然記念物に指定されている珍しい山桜や山全体が山
桜に彩られた景色を見ることが出来ます。
磯部桜川公園、櫻川磯部稲村神社、高峯の山桜、雨引観音等
桜川市商工観光課　☎0296-55-1159

3/18(土)～
4/2(日)

古河
桃まつり 古河市

日本一の桃源郷とも称される古河公方公園で開催される古河桃まつ
り。ステージイベントも多数あります。
古河公方公園
（一社）古河市観光協会　☎0280-23-1266

3/24(金)～
4/9(日)
※桜の開花状況
により、変更とな
る場合があります

千波湖畔桜のライトアップ 水戸市

桜並木約1.5kmが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

3/24(金)～
4/7(金)
本祭：4/2(日)

第52回
下妻砂沼
桜まつり

下妻市

3/24～4/7がアンドン点灯期間で4/2には観桜苑等で様々な催しが行
われます。※花の状況により点灯期間を変更する場合があります。
観桜苑、砂沼南岸
下妻市商工会　☎0296-43-3412、下妻市観光協会　☎0296-44-8098

3/31(金)～
4/9(日)

第14回
辰ノ口
さくら祭り

常陸大宮市

祭り期間中は、1.3kmほど続く桜堤が淡いピンクのベルトの様に彩
られ、幻想的な夜桜も楽しめます。
辰ノ口親水公園
常陸大宮市観光協会　☎0295-52-1111

3月下旬～
5月上旬

春の
フラワー
リレー

ひたちなか市

春のフラワーリレーがスタート。スイセンは3月下旬～4月中旬、チュー
リップは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

3月下旬～
4月上旬

かみす
桜まつり 神栖市

神之池の池畔に約2千本の桜が咲き誇ります。開催期間中は、夜桜の
ライトアップも行われます。
神之池緑地
神栖市産業経済部観光振興課　☎0299-90-1217

4/1(土)～
4/9(日)
メインイベント:
4/1(土)、4/2(日)
※平和通り会場

第58回
日立さくら
まつり

日立市

日本の「さくら名所100選」にも選出されている平和通りの桜のトンネ
ルは必見。ライトアップや様々なイベントで多くの方を魅了します。
平和通り（日立駅前）、かみね公園、十王パノラマ公園
日立さくらまつり実行委員会　☎0294-24-7978

4/1(土)～
4/10(月)

第22回
高萩
桜まつり

高萩市

さくら宇宙公園は、桜の名所としても知られ、パラボラアンテナと桜
のコラボレーションは名スポットです。
さくら宇宙公園（高萩市衛星通信記念公園）
高萩市観光協会　☎0293-23-2121

4/2(日)
第34回
坂東市
逆井城まつり

坂東市

名称を新たに、4年ぶりに開催。地元生まれの桜「ベニサシマ」が咲
き誇る中、鎧武者の行列が勇ましく練り歩く姿は必見です。
逆井城跡公園
坂東市観光協会　☎0297-20-8666

4/8(土)
9:30～15:00
(雨天決行)

小美玉市
さくら
フェスティバル

小美玉市

模擬上棟式（餅まき）、お笑い歌謡ショー、子ども対象のアートの職
業体験（舞台俳優、照明、メイク、アナウンサー）。
小美玉市四季の里（四季文化館みの～れ、芝生広場）
小美玉市四季文化館みの～れ　☎0299-48-4466
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開催日 開催名称 市町村 見どころ・お問合せ

4/9(日)
2023稲敷
チューリップ
まつり

稲敷市

会場内に咲く12万本のチューリップは圧巻。イベント当日は模擬店
の出店やステージイベント等が行われます。
和田公園
稲敷市まちづくり推進課　☎029-892-2000

4/14(金)～
4/27(木)
夜桜期間:4/18(火)
～4/25(火)
20:00まで開園
イベント:4/23(日)

2023
八重桜
まつり

那珂市

「日本さくら名所100選」に選定された八重桜の名所です。約2千本
の八重桜が咲き誇る景観はまさに絶景です。
静峰ふるさと公園
那珂市産業部商工観光課　☎029-298-1111

4/15(土)～
5/7(日)

第52回
笠間つつじ
まつり

笠間市
小高い山一面が、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

4月下旬～
5月上旬

第32回
竜神峡鯉のぼりまつり 常陸太田市

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
（一社）常陸太田市観光物産協会　☎0294-72-8194

展示館イベント情報展示館イベント情報

◆常陸てまり展  3/26(日)まで開催
　日本の伝統工芸である常陸てまり、伝統を尊びながらも現代的なセンスを取り入
れた色鮮やかな作品の数々、ぜひご覧ください。

◆企画展「はさぶさ2のミッションにチャレンジ！」  3/26(日)まで開催
　はやぶさ２のミッションを遊びながら楽しめる体験型の展示です。

◆「第34回アートロード展」  3/28(火) ～4/16(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。

◆5/3（水・祝）～5（金・祝）ゴールデンウィークイベント計画中！

◆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

◆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

◆わくわく体験教室「新エネルギーで動く！燃料電池カートを運転してみよう！」
　日　時：4/29(土)　10：30～11：30 ／ 13：30～14：30
　対　象：身長制限あり（概ね120cm以上）
　参加費：無料（入館料別途必要）
　定　員：各20名
　内　容：水素エネルギーで動く、未来の車を体験できるよ！
　予約開始日：当日予約（先着順）　10：00～ ／ 13：00～
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※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。

原子力科学館イベント  TEL.029-282-3111

原子力機構 大洗わくわく科学館  TEL.029-267-8989

詳しくは
ホームページを
見てね♪

原子力科学館
ＱＲコード



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
　　　72～86号がご覧いただけます。
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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4年度（4月～2月）の入館者数は20,116名

昭和41年からの累計入館者数は2,460,895名（令和5年2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。

かがやき表紙写真募集中！

　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。
○入会申し込み・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

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

会　員　募　集

令和5年4月から
HPが新しくなります

原子力科学館
QRコード


