
【第 9 回総会】
総会では、理事 5 名の交替を含む当会の役員人

事について承認いただくとともに、2018 年度の
事業報告、2019 年度の事業計画などについて会
員の皆さまにご説明しました。

当会としては、今年度も引き続き原子力利用の
必要性や安全確保の取組みなどについて社会への
発信に努めるとともに、都市部女性層、大学生な
どの若年層への理解促進の取組みに特に注力して
まいります。また立地地域での理解促進や原子力
関連技術の調査研究、人材育成などについても、
引き続き貢献してまいります。

会員の皆さまには、引き続き事業活動へのご理
解とご支援をお願いします。

【講　演　会】
総会終了後、記念講演「日本のエネルギーと安全
保障」を開催しました。

講演会では、昨年の北海道でのブラックアウト
事象や原子力発電所でのテロ対策上の課題など、
電力関連の話題についてお話いただくとともに、
専門の日米同盟を中心とした国際関係と、周辺各
国の情勢を踏まえた日本の安全保障のあり方など
についても講演い
ただきました。

関西原子力懇談会第 9 回総会、講演会開催
　当会は、5 月 23 日、大阪科学技術センターで第 9 回総会を開催し、2018 年度事業報告、2019 年度
事業計画等について会員の皆さまに報告、役員人事について承認をいただきました。また、総会後には
軍事アナリストの小川和久氏をお招きし講演会を開催。約 80 名の会員が参加しました。
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■ Q.「エネルギーミックス」という
　　　言葉をご存知でしたか。

■ Q. このイベントに参加して、原子力発電
　　 についてどのように感じましたか。

■ 会場アンケート結果より

「気象予報士 蓬莱大介さんと考える
『くらしとエネルギー』」開催

約 1300 名の応募者から当選された約 230 名が参
加し、リラックスした雰囲気のなか、気象予報士　
蓬莱大介さんと環境・エネルギー問題の専門家　竹
内純子さん（国際環境経済研究所 理事・主席研究
員）の楽しいトークを通じて、エネルギーミックス
や原子力の必要性の理解を深めていただきました。

第 1 部は、「目からウロコのお天気講座」と題
して、蓬莱さんに、天気予報の見方や、ここ数年
で増えている“豪雨”や“猛暑”などの異常気象
についての解説をいただきました。

　3 月 24 日、ザ・リッツ・カールトン大阪で、トークイベント「気象予報士 蓬莱大介さん
と考える『くらしとエネルギー』」を開催しました。

第 2 部は、蓬莱さんと竹内さんとのトークセッ
ション「もっと知りたい！エネルギーのこと、環
境のこと」。

パリ協定のしくみや、日本のエネルギー自給率
の現状、再生可能エネルギーの課題など、エネル
ギーにまつわるトークが繰り広げられました。

参加者からは、「エネルギーミックス、聞いた
ことがなかったけど、自分のくらしにかかわるこ
ととして考えるきっかけになりました」などの感
想が寄せられました。

アンケート結果より、「エネルギーミックス」が、一般には十分に浸透していないことが分かりました。日本のエネルギー
事情について、参加者が主体的に関心を持つきっかけとなる機会づくりに取り組んでいきたいと思います。
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原子力発電所見学会　開催

山本隆三先生（常葉大学教授）

都市部イベント参加者アンケート等の、「もっと話をききた
い」「原子力発電所の安全性について知りたい」といった声に
応え、80 名の応募者から当選された 20 名に参加いただきま
した。

山本隆三先生（常葉大学教授）による「よくわかる日本の
エネルギー問題」、関西電力㈱広報室による「原子力発電所の
しくみと安全対策」の解説の後、山本先生や関電社員も加わ
り、「疑問解消！テーブルトーク」を実施。エネルギー問題、
原子力発電所の安全性、放射線廃棄物の処理等、多岐にわた
るテーマをざっくばらんに話しあいました。参加者からは、「軽
い気持ちで応募したのですが、とても濃い内容で勉強になり
ました」「これまで疑問に思っていたことに的確に答えていた
だき、参考になりました」「率直に疑問をぶつけられたのでよ
かった」などの感想が寄せられました。

　都市部イベントの応募者や大学生を対象に、関西電力㈱美浜発電所の見学会を実施しまし
た。

　6/23（日）、旧居留地の神戸オリエンタルホテルにて、トークイベント「くらしとエネルギーの
トークサロン」を開催。少人数でのテーブルトークを通じて、エネルギーミックスや原子力発電
の安全対策等について、ご理解を深めていただきました。

「くらしとエネルギーのトークサロン」開催
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都市部イベント応募者見学会は、これまでのイベントに応募された方約 2000 名を対象に DM で募集し、
当選された 35 名が参加しました。

大学生見学会では、京都の学生カフェに集まる一般の大学生 19 名が参加し、見学後には振り返りのテー
ブルトークで理解の定着や意識の共有を図りました。参加した学生からは「原子力発電所に対するマイナ
スのイメージが 180 度変わった」「原子力発電所がこんなに地域経済と関係しているなんて知らなかった」
「原子力に関する良い話、悪い話、いろいろあるが皆知らない。自分たちが使うエネルギーなので、もっ
と周知する必要がある」など、活発に意見が交わされました。

◆ 5/26  大学生対象見学会
◆ 5/18 イベント応募者対象見学会



　当会は、日本原子力産業協会と共同で、原子力に関わる企業・機関の採用活動の支援、お
よび大学生等に向けた原子力産業への理解促進を目的として、「PAI 原子力産業セミナー」を
開催しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（PAI：Presentations by Atomic Industry）
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原子力産業界の人材確保にむけて

第 36 回

湯けむりアルファ
（α線）

チューくん
（中性子線）

ベータ選手
（β線）

ジャガンマちゃん
（γ線）

ビューティー
むらさき

（紫外線）

［主 　　催］ 「みんなのくらしと放射線」知識普及実行委員会
（事務局：大阪府立大学）

［構成団体］　大阪府立大学、（国研）日本原子力研究開発機構、
（一財）電子科学研究所、（一財）日本原子力文化財

団、（一社）大阪ニュークリアサイエンス協会、（公
社）大阪府診療放射線技師会、（公社）日本アイソトー
プ協会、（一社）日本原子力学会関西支部、関西原
子力懇談会

当誌は再生紙を使用しています。
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2020 年卒の大学生・大学院生・高専生を対象に、東京会場（3/3（日））・大阪会場（3/6（水））で「PAI
原子力産業セミナー 2020」を開催、のべ 80 企業・機関が出展、学生はのべ 339 名（東京 213 名、大阪
126 名）が来場しました。

今年度は、就職活動時期の早期化等に対応し、東京（6/23（日））、大阪（7/7（日））にプレイベント
として「エネルギー・インフラ業界研究セミナー」を開催。

また、「PAI 原子力産業セミナー 2021」を東京（2/1（土））、大阪（2/16（日））で開催いたします。
先生方には学生の皆さんへのご案内をよろしくお願いいたします。

近畿大学にある原子炉を活用した運転体験や研究者からの話を聞くことができ
る、小・中・高等学校の理科の先生方を主な対象とした研修会です。
この夏、放射線や原子炉についての専門的な知識を深めて、放射線・エネルギー
関連の授業にお役立てください。
ご関心のある先生方へご紹介をお願いします！

● 開催日時
2019 年 8 月 3 日（土）、4 日（日）

午前 10 時から午後 5 時
● 場　　所
大阪科学技術センター

（大阪市西区靱本町 1-8-4）

●開 催 日
　① 7 月 29 日（月）～ 30 日（火）
　② 8 月  7 日（水）～ 8 日（木）

●場　　所
　近畿大学原子力研究所
　　（大阪府東大阪市小若江

3 丁目 4 番 1 号）　　

●受講料　2,000 円
●お申込みはこちら☞

放射線展 2019 検索

かんげんこん 検索

大 阪 科 学 技 術 館
関西原子力懇談会

共　催

教職員対象「原子炉実験・研修会 2019」～事前申込み制～

開催のご案内

「原子炉」って、
どんな仕組みに
なってるのかな？

同時
開催

受講者募集


