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原子力協議会トピックス
夏休みイベントを開催
（今夏は
「サメの不思議」
を初企画）
原子力科学館では、毎年児童・生徒の皆さんが科学に

しました。放射線の飛跡を見ることができる
「霧箱」
や、

興味をもっていただくためのイベントを数多く企画して

実際に放射線測定器で放射線量を測定できるコーナーな

います。

ど、参加者は熱心にクイズの答えを探しながら館内を見

特に今年の夏は、初めての企画として、講演会
「サメ

て回っていました。大人を対象とした放射線測定体験

の不思議」
を開催いたしました。アクアワールド茨城県

コーナーもあり、親子で放射線について学ぶことができ

大洗水族館から講師をお招きし、興味深いサメの生態等

る機会となりました。

についてのお話をしていただくとともに、生きた
「トラ

自分で描いた絵が魚のように泳ぎだす
「紙アクアリウ

ザメ」
を講演会場まで運んでいただき、そのサメ肌に手

ム」
では、丁寧に下書きをしたり、時間をかけて色を塗っ

でタッチングできる演出もしていただきました。参加し

たり、得意なイラストをあっという間に書き上げていま

た小学生のみなさんは、最初は恐る恐るタッチしていま

した。
たくさんの魚が泳ぎまわる光景は見ているだけで、

したが、慣れてくると歓声をあげながらも、トラザメを

とても楽しく、大変好評でした。

可愛がるように撫でたりして、サメ肌を体験しました。

このほか、親子星空観望会、実験教室
「アンモナイト

大洗水族館のご協力により、すばらしいイベントとなり

や三葉虫などの化石のレプリカを作ろう」
など、盛りだ

ました。

くさんの内容で、イベントを実施し、好評をいただいて

また、
毎年開催している
「アインシュタイン広場」
では、
展示を見ながらクイズに答えるチャレンジクイズを実施

おり、今後も科学への興味を持っていただける機会にな
るよう計画したいと思います。

メ

トラザ

北西太平洋の岩礁域に分布する普通種。水深320mまで生息する。体長は最大でも
50cm。体は細く、吻は丸い。皮膚は粗く、体色は褐色で鞍状の模様がある。人には
危害は加えない。
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平成30年度東海村広域避難訓練に合わせ
「原子力と放射線の基礎知識普及啓発講座」
を開催
東海村では、7月16日
（月）
、原子力災害の発生を

市の藤代南中学校体育館に向かいました。

想定した広域避難訓練として、村民による避難先自

茨城原子力協議会では、この訓練に合わせ、避難

治体である取手市への住民避難活動訓練及び災害対

した住民に放射線の基礎知識や防護措置の方法等基

策本部機能移転訓練を行いました。

本的な知識を持ってもらうために、
「原子力防災の

この訓練は、PAZ（原子力発電所から概ね半径

基礎知識」
と題して、普及啓発講座を実施しました。

5km圏内）に全域が含まれる東海村の村民が迅速に

講座では、原子力災害が発生するとどのような

避難できるようにするため、東海村地域防災計画に

影響があるか、その影響を防ぐにはどうするか、

基づき定められたもので、緊急事態における原子力

PAZ（原子力発電所から概ね半径5km圏内）
とUPZ

施設周辺の村民等に対する放射線の影響を最小限に

（原子力発電所から概ね半径30km圏内）の防護措置

抑えるための防護措置を確実に行うことを目的とし

や避難方法の注意点などについて、わかりやすく説

た訓練です。

明しました。

当日は、村民約200名が参加し、東海村の一時避
難場所から大型バスに分乗し、避難先とされた取手

猛暑の中、会場は話を聴くには悪条件でしたが、
参加した皆さんは熱心に話を聴いていました。

大子町

高萩市

常陸大宮市

日立市
常陸太田市
東海第二発電所

城里町

那珂市

東海村

5km PAZ
ひたちなか市
笠間市

水戸市
茨城町

大洗町

鉾田市

30km UPZ

取手市
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シリーズ「暮らしの中の放射線」
今回は暮らしの中の放射線の２回目として、放射線が医療分野でどのように使われているか
をご紹介します。
私たちがお医者さんにかかると、まず診察及び検査（以下、「診察等」と言います。）を行い、
そして病気に合わせた治療が行われます。診察等や治療にはいろいろな方法が行われますが、
次のような特徴があります。
痛みや苦痛を伴うもの
○血液検査
○胃カメラ検査
○手術
○薬物治療
など

痛みや苦痛を伴わないもの
○レントゲン検査（胸部、歯）
○ＣＴ検査、ＰＥＴ検査
○放射線による治療
○尿検査
など

特に放射線を利用した診察等や治療には、痛みや苦痛を伴わない利点があります。その他に、
放射線を利用すると短期間で診断や治療が可能になり、病気によっては通院による治療も可能
になります。
中でも、がんの治療に利用される場合は、手術による治療や抗がん剤による治療と比べて体
への苦痛・負担が少なく、早く社会復帰できるので有力な治療法となっています。
放射線を利用した主なものをご紹介します。
診察等の紹介
○体を部分的に診察等するもの。
＜レントゲン検査＞
健康診断や骨折時などに行うレントゲン検査は私たちにとって一番な
じみのあるものです。エックス線は人体を通り抜けますが、骨や病巣な
ど通り抜けにくい所があるため、通り抜けたエックス線を画面に写すと
濃淡ができその部分の体内の様子を知ることができます。
○体全体を診察等するもの。
＜ＣＴ検査＞
エックス線を体に照射し、３６０度方向から収集した情報をコン
ピュータ解析・処理します。さまざまな角度から撮影し体の内部
を断面像として見ることができます。
＜ＰＥＴ検査＞
放射線を出す検査薬を注射し、その薬が発する放射線を特殊な
カメラを使って外部から検出し、画像化するものです。がん細胞があるところからは放射線が
多く発生し、それが画像の濃淡になって現れます。１回の検査でほぼ全身を観察することがで
きます。
この検査は、ＣＴ検査と組み合わされると診断に一層効果的であると言われています。
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治療の紹介
がんは、日本における三大疾病の一つであり、その予防・診察等・治療が大きな関心になっ
ています。そこで放射線による治療について紹介します。
＜がん治療＞
がんの治療では、手術、抗ガン剤、放射線治療の３つが大きな柱となります。放射線はがん
治療に多く使われており、腫瘍の種類や患部の深さなどにより、エックス線、ガンマ線、電子
線、陽子線などの放射線をがん細胞に当て、がん細胞内の遺伝子にダメージを加えることで
がん細胞を破壊するものです。

陽子線治療装置

放射線治療の中でも、特に、陽子線治療は「設定し
た深さに到達したときに最大のエネルギーを放出し停
止する」といった陽子線の特性により、病巣のみにピ
ンポイントで放射線を照射することができる先進医療
です。県内では、唯一、筑波大学附属病院陽子線治療
センターで行われています。

－ がん治療の実際 －
放射線が医療分野、特にがんの治療でどのように使われているかを、茨城県立中央病
院・茨城県地域がんセンターの玉木センター長からお話を伺いました。
同センターは笠間市鯉淵にあり、平成７年４月に全国初の分散式がんセンターとして
設立されました。
（※ 分散式とは、通常都道府県は１施設が一般的ですが、本県は可住
面積が広く中小の都市が分散しているため、県民の利便性を考慮したものです。）
2017年度の治療患者数は、延べ 598 名でした。
ここでは、エックス線を利用した最新の放射線
治療装置（右写真）を用いて「強度変調放射線治療
（ＩＭＲＴ）」という画期的な方法でがんの治療を
行っています。ＩＭＲＴは、がん細胞が複雑な形
であった場合でも、周辺の正常細胞への影響（傷つ
けないよう）を最小限に抑え、がん細胞に放射線を
適切に照射できる医療法で、2017年度には 176
最新のエックス線治療装置
名に行われました。
同センターでは、医師と治療に関わるスタッフとの緊密な連携体制の確立、専任の医
学物理士を配置するなど、投与線量・投与部位の間違いや治療機器の不具合がないよう
万全な管理を行っています。

以上、特徴的なものについて紹介しました。このように放射線は医療の分野でも大変役
に立っています。今後も科学の発展に伴い様々な病気の診察等や治療に利用されていくも
のと思われます。
かがやきvol.70
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市町村トピックス
秋のイベント情報
開催日

開催名称

市町村

見どころ・お問合せ

10/6(土)

土浦全国
花火競技大会

土浦市

日本三大花火大会の一つ「土浦全国花火競技大会」は、全国か
ら集まる花火師が日本一をかけて腕を競い合い、土浦の秋の夜
空を鮮やかに彩ります。
問 土浦全国花火競技大会事務局 ☎ 029-826-1111

10/6(土)～
7(日)

第 28 回
ひたち秋祭り

日立市

全国各地の伝統的な郷土芸能を堪能できるお祭りです。地元の
園児や中学生などによる芸能の披露もあります。
問 公益財団法人日立市民科学文化財団 ☎ 0294-24-7711

～郷土芸能大祭～

レイクサイドサイクルフェスタ
10/13(土)～
14(日)

神栖市

神栖市の農業・漁業や地元企業について、農水産物の試食や販
売などを通して、楽しく学ぶことができます。また、パネル展示、
工作などが行われ、消費生活への理解を深めることができます。
問 かみすフェスタ : 農林課 ☎ 0299-90-1008
消費生活展 : 消費生活センター ☎ 0299-90-1105

潮来市

水郷潮来あやめ園にて開催する、仮装コンテスト、ステージイ
ベント。来場の子供達にお菓子のプレゼントがあります。
問 潮来市商工会青年部 ☎ 0299-80-3831

下妻市

砂沼サンビーチにおいて、市内の新鮮な農産物や特産品等の青
空市、ライブステージ等盛りだくさんのイベント。
問 下妻市商工会 ☎ 0296-43-3412
下妻市役所商工観光課 ☎ 0296-45-8993

北茨城市

ポールを使うことで通常の運動よりもエネルギー消費量が増加する
ノルディックウォーキング。ノルディックウォーキングを通して北
茨城市の大自然を満喫して観光地を巡ります。二日間にわたり、海・
山コースを楽しむことができますので、ぜひともご参加ください。
問 北茨城市観光協会 ☎ 0293-43-1111( 内線363)

第１回
10/20(土)～ 全国ヨーグルト
21(日) サミット
in 小美玉

小美玉市

ご当地ヨーグルト100種による総選挙、ヨーグルトミュージ
カル、ヨーグルト足湯など、企画満載です。
問 小美玉市企画財政部企画調整課
☎ 0299-48-1111（内線 1232）

10/20(土)～ 第 111回
11/25(日) 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 1 万鉢が境内をはじめ市内に咲き誇ります。
問 笠間の菊まつり連絡協議会 ☎ 0296-77-1101

阿見町

町の健康・福祉・環境・産業・消防などの事業 PR イベント。
地元農産物やそば、工芸品等の販売も行われます。
問 さわやかフェア 2018 事務局
☎ 029-888-1111(内線 736)

水戸市

【水戸の菊花展】10/25(木) ～ 11/15(木)
色とりどりの約 400 鉢の菊が、豪華絢蘭な美しさを競い、訪
れる人々の目を楽しませます。
【姉妹 ･ 親善都市と交流都市の観光と物産展】11/15(木) ～
11/20(火)
水戸市と歴史的に深いつながりがある、姉妹都市の「敦賀市」、親
善都市の「彦根市」、「高松市」などの魅力ある物産品が集まります。
問 水戸市観光課 ☎ 029-224-1111

10/13(土)～ かみすフェスタ
14(日) 消費生活展

10/20(土)

水郷潮来
ハロウィン
パーティー

10/20(土)〜 しもつま砂沼フェスティバル
21(日)
1日目(20日)
10:00～16:00
2日目(21日)
10:00～15:30
第７回北茨城
10/20(土)～
ノルディック
21(日)
ウォーキング

10/21(日)
さわやかフェア
10:00〜14:00 2018
明治維新150年記念
「第44回水戸の菊花展」
「姉妹 ･ 親善都市と
10/25(木)～ 交流都市の観光と物産展」
11/20(火)
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爽快な霞ケ浦湖畔の歩崎公園を会場に、自転車イベントとご当
地グルメを堪能できるグルメフェスを 2 日間開催します！
かすみがうら市 【13日】ライドハンターズ in かすみがうら、ライダーマンキッズ
【14日】かすみがうらエンデューロ【両日】霞ケ浦まるごとグルメフェス
問 ツール・ド・ニッポン事務局 ☎ 03-3354-2300

開催日

開催名称

市町村

見どころ・お問合せ

那珂市

中央公民館前にて、農産物や商工業品の販売、体験コーナーを
実施！模擬上棟式やライブなどイベントをご用意！
問 那珂市商工観光課 ☎ 029-298-1111(内線 244)

結城市

踊りを核とし、市民参加や世代間交流を目指し開催している、
結城を代表するイベントです。様々なジャンルの踊りのほか、
神輿渡御、お囃子演奏、青空市、物産展や匠展も行われます。
問 結城市観光協会事務局 ☎ 0296-34-0421

鹿嶋市

スタジアム周辺で開催する鹿嶋市最大の市民参加イベント！新
企画のハロウィンイベント、お仕事体験や恒例の模擬店・物産
展、屋外ステージでのダンスフェスタ、キャラクターショー、
アントラーズトークショーなど盛りだくさんです。茨城国体・
オリンピックＰＲイベントも同時開催！
問 第 28 回鹿嶋まつり実行委員会事務局 ☎ 0299-82-2911

河内町

児童 ･ 生徒の作品展に加え、各種団体の踊り、演奏やたくさん
の模擬店が出展します。また、3日（土・祝）には特設ステージ
で歌謡ショーが行われます。
問 かわちフェスタ 2018 実行委員会 ☎ 0297-84-6975

大子町

自然や星空、水をテーマにライトアップされたトンネルを抜けると
繊細な水墨画のような幽玄の美を演出した滝を見ることができます。
【ライトアップ】
11/1 ～ 30：日没から 20:00、12/1～ 1/31：日没から19:00
問 大子町観光協会 ☎ 0295-72-0285
大子町役場観光商工課 ☎ 0295-72-1138

第 28回
11/3(土･祝)
うしく Wai ワイ
9:00～
まつり

牛久市

牛久市中央生涯学習センター駐車場内にて、牛久市商工会加盟
店、市内の農業生産者、観光協会加盟店等による食品・農産物
などの販売や各種商品が当たる大抽選会を開催します！
問 牛久市商工観光課 ☎ 029-873-2111

第 11 回
11/3(土･祝) 利根町地場産業
フェスティバル

利根町

利根町の農業・工業・商業について、この機会にぜひ知ってく
ださい！
問 利根町地場産業推進協議会事務局 ☎ 0297-68-2211

取手市

市内や県内の農産物や、工芸品などを一堂に会し、販売、展示
しています。お子様向けのキャラクターによるステージショー
なども予定しております。
問 とりで産業まつり実行委員会 ☎ 0297-73-0625

10/27(土)
9:30～15:00 第 4 回
※小雨決行、 那珂市産業祭
荒天中止
10/27(土)～
祭りゆうき
28(日)

10/27(土)～
28(日) 第 28回鹿嶋まつり
9:30～16:00

11/1(木)～
3(土･祝)
9:00～16:00 かわちフェスタ2018
※11/3(土・祝)
のみ15:00まで
日本三名瀑
袋田の滝
11/1(木)～ ライトアップ
1/31(木)

11/3(土･祝)～
4(日)
10:00〜16:00
とりで産業まつり
※雨天決行。
荒天、河川増水
の場合中止。
11/3(土･祝)～
ひたちなか市
4(日)
産業交流フェア
9:00～15:30

ひたちなか市総合運動公園で開催する、ひたちなか市の産業を一
堂に集結させた秋のビッグイベント。ご当地グルメの販売やス
ひたちなか市
テージイベント、各種体験コーナー等もあり家族で楽しめます。
問 ひたちなか市産業交流フェア推進協議会 ☎029-273-0111

11/3(土･祝)～ 第 13 回
4(日) つくばみらい市文化祭

きらくやまふれあいの丘世代ふれあいの館他にて、日頃の文化
芸術活動の成果を発表します。華麗なダンスや演奏などが披露
つくばみらい市
され、会場には絵画や書道などの力作が展示されます。
問 つくばみらい市生涯学習課 ☎0297-58-2111(内線7302)

11/3(土･祝)～
稲敷市文化祭
5(月)

11/4(日)

2018
いばらきまつり

11/11(日)
第 45 回
10:00～16:00
岩井将門まつり
※荒天中止

稲敷市

文化団体の芸能発表やダンスコンテスト等、市内社会教育施設
でイベントが行われ、芸能人のコンサートも開催される。
問 稲敷市役所生涯学習課社会教育係 ☎ 029-892-2000

茨城町

「茨城町音頭」「模擬上棟式」などが行われ、会場には地元グル
メも多数出店。フィナーレ花火は圧巻の美しさ。
問 茨城町生活経済部商工観光課 ☎ 029-292-1111
茨城町商工会 ☎ 029-292-5979

坂東市

岩井将門まつりは、郷土の英雄「平将門公」の勇姿を現代によ
みがえらせようと、昭和 47 年に始まり、毎年 11 月、坂東市の
秋を彩る風物詩として市内外の方々から親しまれています。
問 坂東市役所商工観光課 ☎ 0297-20-8666
かがやきvol.70
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開催日

開催名称

市町村

ＪＲ山方宿駅近くの清流公園を会場に、関東一のジャンボ大鍋
（直径3.5ｍ）で奥久慈シャモ肉や里芋、こんにゃくなどを使っ
常陸大宮市
た約 10,000 食の芋煮が振る舞われます。
問 やまがた宿芋煮会実行委員会 ☎ 0295-52-1111

11/18(日)
第 21 回
※予備日は
やまがた宿芋煮会
23日(金･祝)

11/18(日)

11/23(金･祝)
9:00～15:30

見どころ・お問合せ

大洗
あんこう祭
第 24 回
東海Ｉ～ＭＯのまつり

大洗町

あんこうの吊るし切りの実演やあんこう汁の販売など、大洗の
冬の味覚「あんこう」が堪能できるイベントです。その他にも郷
土芸能の披露や、大洗の特産品展・各種模擬店が出店いたします。
問 大洗町商工観光課 ☎ 029-267-5111

東海村

東海文化センターで開催する、東海村の特産品『さつまいも』
をテーマにした、県内唯一の「イモ」のおまつりです。「イモ掘
り探検隊」や「ジャンジャンどり」等の一風変わったイベント
や、さつまいも料理も堪能できます。
問 東海村観光協会 ☎ 029-287-0588

展示館イベント情報
原子力科学館
★秋の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！正解したらガラ
ポンができるよ♪
期 間／9月15日
（土）
～30日
（日）

TEL : 029-282-3111
★講演会「太陽系と惑星は謎だらけ!
地球がどうやってできたのか （
」仮）開催予定！

日

講

★企画展「はやぶさ君の冒険日誌」
小惑星探査機「はやぶさ」が様々な成果を上げたり、ト
ラブルに見舞われたりする様 子を、宇宙を冒険する少
年の姿と重ねて紹介。
期 間／11月6日（火）～1月14日（月）

時／12月2日（日）
10：30～11：30 13：30～14：30
師／日本原子力研究開発機構
原子力科学研究部門物質科学研究センター
大澤 崇人 氏

クリスマスイベント、
親子星空観望会＆ナイトミュージアムも計画中！
お楽しみに★

げんでん東海テラパーク

TEL : 029-287-1252

★ハロウィンパーティー

★切り絵展

日
内

期

時／１０月２8日
（日） 9：00～16：00
容／毎年、思い思いに仮装した子供たちで賑わうイベ
ントです。映画上映会、工作やクイズなど、家族み
んなで楽しめるイベントです。
詳しい内容は、直接お問い合わせください。

原子力機構

内

間／１０月2日
（火）
～２5日
（木）
9：00～16：30※最終日２５日
（木）
は１５：００まで
容／切り絵文化の更なる普及に向かって、全国切り絵
同好会ときわ会による作品展を開催します。

大洗わくわく科学館

TEL : 029-267-8989

わくわくハロウィン～トリック・オア・トリート～

開催日： 10月27日（土）
・28日（日）

★ハロウィン体験教室『プチロケットを作ろう』
日 時／10月27日
（土） 13：30～15：00
対 象／小学生～中学生（小3以下は保護者同伴）
参加費／無料
定 員／16名 事前予約

内

容／フィルムケースの中に入浴剤（バブ）
を入れ、
お湯
をいれたらどうなるかな？
予約開始日／10月3日
（水）
～

★ハロウィン特別工作『ペーパークラフトで魔女の帽子を作ろう！』
日 時／10月28日
（日） 13：30～15：00
対 象／幼稚園年長～中学生（小3以下は保護者同伴）
参加費／無料

定 員／16名 事前予約
内 容／ペーパークラフトで魔女の帽子を作ろう！
予約開始日／10月3日
（水）
～

★ハロウィン工作『ハロウィンキーホルダーを作ろう』
日 時／10月27日
（土）
・28日
（日） 10：30～11：30
対 象／幼児～中学生
参加費／無料
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定
内

員／自由参加
容／可愛いお化け怖いお化け... オリジナルキーホル
ダーを作ろう！

原子力事業所トピックス
NSRR（原子炉安全性研究炉）
が運転を再開
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
研究炉加速器技術部 NSRR 管理課
原子力科学研究所に位置するNSRRは、国の新規制基準*1を満たしていると認められたことから、
国の施設定期検査を経て、平成30年6月28日に運転を再開いたしました。
NSRRとは？

よる降下火砕物の堆積）の影響を厳しく想定して安

NSRRは、実験用に短く加工した原子炉燃料に対

全対策を採っています。

して、ごく短い時間に大きなエネルギーを発生さ

また、耐震改修促進法に基づき、機械棟、燃料棟

せて安全に燃料を壊す実験ができる研究用原子炉で

及び照射物管理棟の耐震補強工事を平成30年度に

す。この特長を利用し原子炉の事故の際に燃料がど

実施します。

のような動き
（変化）
をするか等の研究を行うことが
できます。
NSRRの安全上の特長
NSRR運転用燃料は、その温度上昇に伴い自動的
に原子炉の出力を下げる性質を有しています。この
特性により、NSRRは事故に対する高い安全性を有
しています。

NSRR建家鳥瞰図

また、NSRRは強制的な炉心の冷却を必要としな
いことから、すべての電源が喪失した場合において

NSRRの利用計画

も、炉心の健全性は維持されます。

今後は、原子炉の事故時に燃料がどのような動き
（変化）
をするかを調べる実験や東京電力ホールディ
ングス㈱福島第一原子力発電所の事故のようなシビ
アアクシデントの際に燃料に生じる変化等を把握す
るための実験、さらにNSRR運転実習による人材育
成等を通して、原子力の更なる安全性向上に貢献し
ます。

JRR-3は平成32年度に運転再開予定
運転時の炉心とチェレンコフ光

中性子ビーム実験やRI製造、高性能半導体製造

NSRRの新規制基準への対応

等を通して学術利用や産業利用に広く用いられてい

NSRRでは、新規制基準で強化された自然災害へ

るJRR-3も新規制基準への適合性について、国の審

の対応として、竜巻
（風速49m/sによる飛来物）
、森

査を受けています。審査の後、耐震補強工事等を実

林火災
（原子炉建家等の表面温度）及び火山
（噴火に

施し、平成32年度に運転を再開する予定です。

*1：東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所の事故の反省や国内外からの指摘を踏まえ、平成25 年 12 月18 日に施行された
試験研究用原子炉に対する新しい安全基準
かがやきvol.70
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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。
第１回 放射線の基礎
■日
時 平成 30 年 9 月 22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２回 原子力事故と安全・防災対策
■日
時 平成 30 年 10月 20 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３回 放射性廃棄物と原子燃料サイクル
■日
時 平成 30 年 11月 17 日［土］13：30 ～ 16：00
■講
師 東京大学教授 寺井 隆幸 氏
原発は「トイレ無きマンション」と揶揄されます。原子燃料
サイクルや発生する放射性廃棄物の処分方法等について、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 平成 30 年 12月 1 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。
【場

所】那珂市中央公民館大会議室
（茨城県那珂市福田1819 TEL029-298-5680）
【募集人数】各回 40 名
【参 加 費】無料
【対
象】茨城県民
第５回 施設見学会（基礎講座をご聴講された方のみ）
■開 催 日 平成 31 年 1 月 26 日［土］
■定
員 40 名 ※ お申込が 20 名に満たない場合は中止
にすることがあります。
■見 学 先 日本原子力発電㈱東海第二発電所
（茨城県那珂郡東海村白方 1-1）
原子力科学館（茨城県那珂郡東海村村松225-2）
■参 加 費 無料
■行
程 集合12：00－見学13：00～15：30－解散予定16：30
＊原子力科学館での集合・解散も可能です

那珂市中央公民館第二駐車場に集合後、バスで
見学先へ移動します。
原子力科学館で見学後、東海テラパーク展示館
にて発電所の概況を説明、また施設の構内外を
ご覧いただきます。

【申込・お問合せ】 （公社）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
【申込方法】「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、FAX または電話でお申込下さい。

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56～69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
原子力科学館の
facebook にたくさんのいいね！
をおまちしています。

原子力科学館

入館者数

平成30年度
（4月～ 8月）
の入館者数は
昭和41年からの累計入館者数は

11,655名

2,398,778名

（平成30年8月末現在）
になりました。

お詫びと訂正 69号の昭和41年からの累計入館者数に誤りがありま
した。ただしくは、2,392,109名です。お詫びして訂正いたします。
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●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法人です。
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誘い申
し上げます。
○入会申込・お問合せ先
公益社団法人 茨城原子力協議会 総務担当
TEL.029-282-3111

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。

