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 平成 26 年度事業報告 
 
 
５月１５日開催の定時総会において、平成２６年度の事業活動の力点ならび

に事業計画を承認いただいた。平成２６年度は、その計画に基づき精力的に活

動を実施した。 
平成２６年度事業活動の力点、ならびに活動概要は、以下のとおり。 
 
 

［平成２６年度事業活動の力点］ 

 

○ エネルギー問題に対する多面的かつ現実的な理解の醸成 

○ 原子力・放射線に関する適切な理解の醸成 

○ 福島県をはじめとする被災地の復興支援の継続実施 

 

 

 

［平成２６年度事業活動概要（要旨）］ 

 

１．東日本大震災、前政権時代のエネルギー・環境問題に関する国民的議論、

電気料金の値上げ、エネルギー基本計画の閣議決定などを経て、一般のエネ

ルギー問題への関心が高まったことを受け、各地・各団体からの講演会・研

修会等への講師派遣要請に対して積極的に対応した。（平成 26 年度の講演実

績は 135 件。前年度は 121 件） 

また、当会主催のエネルギー講演会や映画「パンドラの約束」試写会を、

日本エネルギー会議、原子力産業協会、会員団体・企業、各地区エネルギー

懇談会などと連携して実施した。 

 

 

２．理科教室・放射線基礎講座については、従来の次世代層（小・中学校）中

心の対応に加え、地方自治体、町内会などからの依頼が寄せられた。外部か

らの要請による一般向けの放射線講座に精力的に対応した。（平成 26 年度の

放射線基礎講座、理科教室の開催実績は 78 件。前年度は 75 件） 

  仙台市、新潟市、福島市において、放射線への不安感が強い子育て世代の

女性層に対する放射線理解セミナーを実施し、それぞれ、そのエッセンスを

子育て情報誌などに出稿した。また、山形市、秋田市においても同様に放射

線理解セミナーを実施した。なお、福島市の開催については、福島エネルギ

ー懇談会と連携して実施した。 
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３．当会発行の冊子『そのとき女川は～東日本大震災に耐えた原子力発電所～』

と『電気事業の仕組みを読み解く』の 2冊を電子書籍化し、当会ホームペー

ジで無料配信を開始した。広く周知するため、産経新聞の「電子新聞アプリ」

(産経新聞電子版)および同紙「都内版」に広告を出稿した。 

  また、冊子『そのとき女川は～東日本大震災に耐えた原子力発電所～』に

ついては、英語版を作成・配付した。 

 

 

４．福島県をはじめとする被災地の復興支援では、福島県内の放射線量測定作

業への協力や月刊誌「ひろば」での特集『とうほく元気レポート』と題して

産品・観光 PR 活動を継続。また、7月、福島県内の観光・物産を紹介するタ

ブロイド版折込広告を電気新聞へ出稿した他、関係各所へ配布した。新聞折

込や配布による活用数は 4 万 6 千部。折込広告の作成にあたっては、福島、

二本松、郡山ならびに須賀川の各商工会議所から協力を得た。 

 

 

５．エネルギー生産地と消費地の相互理解を促進するための活動として、首都

圏大学生・大学院生を対象とした『被災地（女川町）スタディツアー』（日

本原子力産業協会との共催）ならびに、柏崎市における『電力生産地・消費

地交流会』（日本原子力文化財団との共催）を開催した。 

 

 

６．月刊誌「ひろば」では、通常の「特集」や「とうほく元気レポート」に加

えて、わが国のエネルギー政策を客観的・多角的に考えていただくことを企

図して、日本エネルギー経済研究所の協力によるシリーズ企画『世界のエネ

ルギー情勢と日本の歩むべき道』を連載（5～10 月号、全 6回）した。また、

その内容を当会ホームページにも掲載した。 

 

 

以 上 

 
 
 
 
次ページより、平成 26 年度の活動実績（平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月）

の詳細を記す。 

- 2 -



Ⅰ．会　　議

１． 定時総会　　　　 　５月１５日　仙台市

（１）議　事

ａ． 平成２５年度事業報告

ｂ． 平成２５年度決算報告

ｃ． 平成２６年度事業計画（案）

ｄ． 平成２６年度事業予算（案）

ｅ． その他

（２）講　演「最新世界情勢とエネルギー安全保障　福島事故後の原子力の役割を考える」

　一般財団法人　日本エネルギー経済研究所　特別顧問 田中　伸男　氏

２． 理事会

（１）第１回 　　　　 　４月２２日　仙台市

ａ． 顧問・参与・役員の変更について

ｂ． 会員の入会について

ｃ． 平成２６年度定時総会付議事項について

ｄ． その他

（２）第２回　 １０月２３日　仙台市

ａ． 平成２６年度上期事業報告について

ｂ． 会員の入会承認について

ｃ． 顧問、参与、役員の変更について

ｄ． 平成２５年度下期事業の展開について

ｅ． その他

ｆ． 講　演　「少子高齢社会におけるエネルギー産業とエネルギー政策の在り方について」

ＮＰＯ法人 社会保障経済研究所　代表 石川　和男 氏

３． 企画委員会

（１）第１回 　９月１７日　東京都

ａ． 平成２６年度上期事業報告について

ｂ． 平成２６年度下期事業の展開について

ｃ． その他

（２）第２回　 　３月１９日　東京都

ａ． 平成２６年度事業報告について

ｂ． 平成２７年度事業計画について

ｃ． その他

４． 広報委員会 　３月　３～４日　仙台市、大熊町

ａ． 平成２６年度事業報告について

ｂ． 平成２７年度事業計画について

ｃ． その他

ｄ． 講　演「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事 高倉　吉久　 氏
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５． 技術委員会

（１）小委員会

・ 第１回 　８月　５日　仙台市

講演「電気エネルギーの農水分野への応用とそのアウトリーチ」

　岩手大学　工学部　教授　 高木　浩一 氏

・ 第２回（施設見学会） １０月　９～１０日　滝沢市

・ 第３回 　２月１７日　仙台市

講　話「福島県内における放射線（能）の現状」

　福島大学　共生システム理工学研究科

　　福島大学うつくしまふくしま未来支援センター　特任教授 河津　賢澄 氏

（２）委員会 　３月１２日　仙台市

ａ． 平成２６年度事業報告について

ｂ． 平成２７年度事業計画について

ｃ． 技術小委員会の活動状況について

ｄ． その他

ｅ． 講　話「放射線を用いた品種改良から変異遺伝子同定へ」 

　理化学研究所　応用研究開発室　室長 阿部　知子 氏

Ⅱ.教　育　研　修　活　動

１． 放射線基礎講座

  59  回 2,070 名】

（１）東北電力(株)仙台北営業所 4月14日 仙台市 74 名

（２）東北電力(株)白石営業所 4月18日 白石市 35 名

（３）東京電力(株)福島復興本社 4月21日 福島市 43 名

（４）栗原市連合婦人会 5月23日 女川町 32 名

（５）宮城県仙台二華高等学校 6月 3日 仙台市 85 名

（６）北日本電線(株)槻木事業所 6月 3日 柴田町 34 名

（７）北日本電線(株)船岡事業所 6月 4日 柴田町 59 名

（８）石巻市立牡鹿地区保育所ＰＴＡ 6月18日 石巻市 22 名

（９）山形県理科教育センター協議会研修会 6月18日 天童市 25 名

（10）八戸工業大学 6月20日 八戸市 111 名

（11）八戸工業大学 6月27日 八戸市 101 名

（12）仙台リビング読者モニター 放射線セミナー 7月 7日 仙台市 12 名

（13）八木山市民センターやぎやまシニア大学 7月10日 仙台市 45 名

（14）山形県教育センター「探究力を重視する理科実験講座」 7月11日 天童市 7 名

（15）社会福祉協議会安達地区定期連絡会 7月14日 二本松市 35 名

（16）岩手県環境生活課講座 7月15日 盛岡市 48 名

（17）げんねんエネルギー講座（青森） 7月17日 青森市 5 名

（18）げんねんエネルギー講座（八戸） 7月18日 八戸市 2 名

（19）音楽と科学のふれあい広場 7月20日 新潟市 22 名

（20）げんねんエネルギー講座（青森） 7月24日 青森市 13 名

（21）げんねんエネルギー講座（弘前） 7月25日 弘前市 11 名

（22）浪江町社会福祉協議会 8月20日 二本松市 20 名

【平成26年度合計
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（23）東北電力(株)仙台営業所 8月26日 仙台市 35 名

（24）東北電気保安協会古川事業所　 9月 2日 大崎市 17 名

（25）須賀川市岩瀬公民館　 9月16日 須賀川市 19 名

（26）東北電力(株)内定者放射線講座 10月 1日 仙台市 105 名

（27）宮城地区通信工事安全協議会　 11月11日 仙台市 32 名

（28）音楽と科学のふれあいひろば 11月16日 新潟市 28 名

（29）青森県立むつ工業高等学校 11月26日 むつ市 106 名

（30）青森県立むつ工業高等学校 11月27日 むつ市 71 名

（31）新潟大学「科学技術へのいざない」 11月29日 郡山市 52 名

（32）新潟大学「科学技術へのいざない」 11月30日 福島市 64 名

（33）電力総連執行委員研修会 12月12日 仙台市 45 名

（34）東北電力グリーンプラザ 12月15日 仙台市 11 名

（35）高校生による海外エネルギー事情研修会事前研修 1月 8日 青森市 11 名

（36）東北エネルギー懇談会主催 放射線セミナー　　　　　　　　　　　　　　1月20日 新潟市 110 名

（37）東北電力(株)山形支店「テーブルトーク」　　　　　　　　　　　　　　　1月23日 山形市 6 名

（38）東北電力グリーンプラザ　　　　　　　　　　　　　1月26日 仙台市 10 名

（39）げんねんエネルギー講座（青森）　　　　　　　　　　　　1月28日 青森市 8 名

（40）げんねんエネルギー講座（青森）　　　　　　　　　　　　1月29日 青森市 14 名

（41）音楽と科学のふれあいひろば 2月 1日 阿賀野市 36 名

（42）東北電力(株)山形支店　 2月 2日 山形市 57 名

（43）子育て情報誌「クルール秋田版」購読者 2月 3日 秋田市 25 名

（44）げんねんエネルギー講座（弘前） 2月 5日 弘前市 8 名

（45）げんねんエネルギー講座（八戸） 2月 6日 八戸市 4 名

（46）東北エネルギー懇談会・福島エネルギー懇談会主催　2月12日 福島市 70 名

　放射線セミナー

（47）仙台リビング読者モニター 放射線セミナー 2月20日 仙台市 5 名

（48）新津・五泉地区エネルギー懇談会　 2月20日 新潟市 36 名

（49）東北電力(株)山形支店 2月24日 山形市 63 名

（50）東北電力(株)新潟支店新入社員配属先通知式放射線教育　 2月27日 新潟市 12 名

（51）東北エネルギー懇談会広報委員会 3月 3日 仙台市 25 名

（52）東北電力(株)宮城支店新入社員配属先通知式放射線教育 3月 3日 仙台市 19 名

（53）東北電力(株)秋田支店新入社員配属先通知式放射線教育 3月 3日 秋田市 20 名

（54）東北電力(株)青森支店新入社員配属先通知式放射線教育 3月 4日 青森市 15 名

（55）東北電力(株)山形支店新入社員配属先通知式放射線教育 3月 4日 山形市 11 名

（56）東北電力(株)岩手支店新入社員配属先通知式放射線教育 3月 6日 盛岡市 18 名

（57）東北電力(株)福島支店新入社員配属先通知式放射線教育 3月 6日 福島市 15 名

（58）東北電力(株)山形支店 3月10日 山形市 38 名

（59）相馬市内仮設住宅自治会（浪江町避難者） 3月29日 相馬市 8 名

２． 理科教室（学校等への出前放射線教室）

  19  回 1,238 名】

（１）いわき市立勿来第二中学校 4月28日 いわき市 51 名

（２）郡山市立片平小学校 6月10日 郡山市 33 名

（３）黒石市立黒石中学校 7月 8日 黒石市 123 名

（４）八戸市立大館中学校 7月 9日 八戸市 114 名

【平成26年度合計
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（５）平川市立平賀東中学校 9月 4日 平川市 68 名

（６）平内町立東平内中学校 9月11日 平内町 64 名

（７）気仙沼市立唐桑中学校　（女川PRセンター実施） 9月19日 女川町 45 名

（８）中島村立吉子川小学校 9月25日 中島村 67 名

（９）中島村立吉子川小学校 9月26日 中島村 56 名

（10）東通村立東通中学校 10月28日 東通村 60 名

（11）むつ市立関根小学校 11月 6日 むつ市 18 名

（12）いわき市立内郷第二中学校 11月10日 いわき市 45 名

（13）むつ市立関根中学校 11月13日 むつ市 13 名

（14）石巻市立牡鹿中学校 11月26日 石巻市 55 名

（15）石巻市立河北中学校　 11月27日 石巻市 59 名

（16）五所川原市立五所川原第四中学校　 12月16日 五所川原市 51 名

（17）むつ市立第一田名部小学校 12月19日 むつ市 83 名

（18） 2月 9日 郡山市 120 名

（19） 2月17日 弘前市 113 名

３． ラジオアイソトープ利用・原子力技術に関する教育研修活動

（１）第２種放射線取扱主任者試験受験講習会

［前期］ 5月19日～23日 仙台市 15 名

［後期］ 6月30日～7月 4日 仙台市 14 名

（２）原子力新入社員導入教育（放射線基礎実験） 5月27日 仙台市 21 名

（３）原子力新入社員導入教育（保健物理教育） 5月28日 仙台市 21 名

（４）第１種放射線取扱主任者養成教育

［前期］ 仙台市 6 名

［後期］ 仙台市 4 名

（５）原子炉物理基礎教育 8月18日～22日 仙台市 7 名

（６）原子炉物理基礎教育 9月 1日～ 4日 仙台市 10 名

（７）原子炉主任技術者一般教育［前期］ 9月29日～10月 3日 仙台市 9 名

（８）原子炉主任技術者一般教育［後期］ 10月20日～10月24日 仙台市 9 名

（９）原子力技術者教育講師協議会 12月17日 仙台市

（10）放射線取扱主任者試験受験講習会　講師協議会　 12月25日 仙台市

（11）電源開発(株)機電系基礎研修　放射線基礎実験　 2月18日 東京都 10 名

４． 第２１回「高校生による海外エネルギー事情研修会」（青森県商工会議所連合会主催）への協力

（１）第１回事前研修会（施設見学を含む） 11月 9日～10日 むつ市、東通村、六ヶ所村

（２）第２回事前研修会 1月 7日～ 8日 青森市

（３）海外研修会 1月26日～2月 6日 フランス、スウェーデン

（４）帰国報告会および青森県庁表敬訪問 2月26日 青森市

7月28日～8月 1日

6月16日～20日

郡山市立大島小学校

弘前市立第五中学校
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Ⅲ.普　及　活　動

１． 講演会等   135  回 8,633 名】

○内部講師   36  回 1,998 名】

（１）東北電力(株)仙台南営業所・宮城支店 5月 9日 仙台市 35 名

「エネルギー問題を考える視点～安全保障・環境・経済性のバランスが大切～」

　　 専務理事

（２）セン・ミドル会 5月13日 仙台市 16 名

「原子力を巡る状況について」 専務理事

（３）みやぎ工業会　MIA倶楽部 5月20日 仙台市 21 名

「原子力を巡る状況について」 専務理事

（４）東北・丸紅グループ情報連絡会 5月26日 仙台市 40 名

「最近の原子力を巡る課題～原子力の必要性・低線量被ばく・食品の安全性・原子力の安全性～」

会長

（５）天童エネルギー懇談会 6月 4日 天童市 47 名

「エネルギー問題を考える視点～安全保障・環境・経済性のバランスが大切～」

　　 専務理事

（６）小千谷地区エネルギー懇談会 6月 9日 小千谷市 29 名

「エネルギー問題を考える視点～安全保障・環境・経済性のバランスが大切～」

　　 専務理事

（７）長岡エネルギー市民懇談会 6月10日 長岡市 46 名

「エネルギー問題を考える視点～安全保障・環境・経済性のバランスが大切～」

　　 専務理事

（８）日本海エル・エヌ・ジー株式会社　 6月12日 聖籠町 90 名

「エネルギー問題を考える視点～安全保障・環境・経済性のバランスが大切～」

　　 専務理事

（９）経済フォーラム講演会 7月18日 仙台市 65 名

「原子力をめぐる現況」

　　 専務理事

（10）花巻エネルギー懇談会 7月28日 花巻市 70 名

「エネルギー問題を考える視点　～安全保障・環境・経済性のバランスが大切～」

　　 専務理事

（11）横手エネルギー講演会 8月 4日 横手市 47 名

「エネルギー問題を考える視点　～安全保障・環境・経済性のバランスが大切～」

　　 専務理事

（12）東北電力(株)新潟火力発電所 8月 7日 新潟市 50 名

「エネルギー問題を考える視点　～安全保障・環境・経済性のバランスが大切～」

　　 専務理事

（13）東北電力(株)仙台営業所エコ&エネルギーWS講演会 8月26日 仙台市 55 名

「身近にエネルギー問題を考えてみよう　～多面的、客観的に捉えることが大切～」

　　 専務理事

（14）東北電力(株)宮城用地センター 9月 1日 仙台市 36 名

「身近にエネルギー問題を考えてみよう　～多面的、客観的に捉えることが大切～」

　　 専務理事

（15）気仙地区エネルギー懇談会 9月10日 大船渡市 36 名

「身近にエネルギー問題を考えてみよう　～多面的、客観的に捉えることが大切～」

　　 専務理事
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（16）原子力産業と地域・産業振興を考える会 9月24日 青森市 80 名

「エネルギー問題と電力システム改革について」

　　 専務理事

（17）気仙沼市消費者の会・気仙沼市婦人会連絡協議会 10月 8日 気仙沼市 20 名

「エネルギー問題全般と省エネの現状について」

　　 専務理事

（18）東北電力(株)宮城支店お客さま本部 10月 9日 仙台市 63 名

「身近にエネルギー問題を考えてみよう　～多面的、客観的に捉えることが大切～」

　　 専務理事

（19）古川電気工事協同組合 10月17日 古川市 37 名

「身近にエネルギー問題を考えてみよう　～多面的、客観的に捉えることが大切～」

　　 専務理事

（20）東北電力(株)郡山営業所 10月21日 郡山市 45 名

「身近にエネルギー問題を考えてみよう　～多面的、客観的に捉えることが大切～」

　　 専務理事

（21）東北原子力関係労組懇話会総会 10月22日 仙台市 180 名

「エネルギー問題と電力システム改革について」

　　 専務理事

（22）東北電力(株)宮城支店お客さま本部 10月27日 仙台市 73 名

「身近にエネルギー問題を考えてみよう　～多面的、客観的に捉えることが大切～」

　　 専務理事

（23）鹿角市　新エネルギー講座 10月28日 鹿角市 70 名

「エネルギー問題を考える　～再生可能エネルギー導入の現状」

　　 専務理事

（24）宮城県電気工事工業組合 11月 4日 仙台市 30 名

「身近にエネルギー問題を考えてみよう　～多面的、客観的に捉えることが大切～」

　　 専務理事

（25）東北三支部会議 11月 12日 三沢市 64 名

（日本病院寝具協会・日本リネンサプライ協会・日本ダイアパー事業振興会）

「エネルギー問題を考える視点　～多面的、客観的に捉えることが大切～」

　　 専務理事

（26）東北電力(株)会津若松支社 12月 8日 会津若松市 70 名

「最近の原子力を巡る課題」　

　　 会長

（27）いわき地域協調推進委員会 12月 9日 いわき市 67 名

「“エネルギー問題”と“電力システム改革”について考えてみよう」　

　　 専務理事

（28）十日町エネルギー懇談会 12月10日 十日町市 30 名

「“エネルギー問題”と“電力システム改革”について考えてみよう」　

　　 専務理事

（29）ユアテック　ユニオン 12月20日 仙台市 30 名

「“エネルギー問題”と“電力システム改革”について考えてみよう」　

　　 専務理事

（30）東北電力(株)古川営業所 1月22日 大崎市 40 名

「身近にエネルギー問題を考えてみよう　～多面的、客観的に捉えることが大切～」

　　 専務理事
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（31）東北電力(株)仙台北営業所 1月30日 仙台市 60 名

「身近にエネルギー問題を考えてみよう　～多面的、客観的に捉えることが大切～」

　　 専務理事

（32）むつ下北地区エネルギー懇談会 2月 2日 むつ市 92 名

「身近にエネルギー問題を考えてみよう　～多面的、客観的に捉えることが大切～」

　　 専務理事

（33）秋田地区エネルギー懇談会 2月 6日 秋田市 84 名

「身近にエネルギー問題を考えてみよう　～多面的、客観的に捉えることが大切～」

　　 専務理事

（34）東北電力(株)福島支店 2月10日 福島市 102 名

「原子力発電の必要性について」

　　 専務理事

（35）2014年度げんねんﾚﾃﾞｨｰｽﾓﾆﾀｰｴﾈﾙｷﾞｰ講演会 3月 6日 青森市 50 名

「身近にエネルギー問題を考えてみよう　～多面的、客観的に捉えることが大切～」

　　 専務理事

（36）東北電力(株)白石営業所 3月26日 白石市 28 名

「身近にエネルギー問題を考えてみよう　～多面的、客観的に捉えることが大切～」

　　 専務理事

○東北放射線科学センター講師　※   49  回 1,483 名】

（１）東北電力(株)仙台北営業所 4月14日 仙台市 74 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（２）東北電力(株)白石営業所 4月18日 白石市 35 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（３）東京電力(株)福島復興本社 4月21日 福島市 43 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（４）栗原市連合婦人会 5月23日 女川町 32 名

「放射線の正体と作用」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（５）北日本電線(株)槻木事業所 6月 3日 柴田町 34 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（６）北日本電線(株)船岡事業所 6月 4日 柴田町 59 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（７）石巻市立牡鹿地区保育所ＰＴＡ 6月18日 石巻市 22 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　教育研修部長 氏

（８）山形県理科教育センター協議会研修会 6月18日 天童市 25 名

「放射線の正体と作用」

　東北放射線科学センター　理事 氏
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（９）仙台リビング読者モニター 放射線セミナー 7月 7日 仙台市 12 名

「放射線その正体と日常生活への影響」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（10）八木山市民センターやぎやまシニア大学 7月10日 仙台市 45 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（11）山形県教育センター「探究力を重視する理科実験講座」 7月11日 天童市 7 名

「放射線に関する基礎知識」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（12）社会福祉協議会安達地区定期連絡会 7月14日 二本松市 35 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（13）岩手県環境生活課講座 7月15日 盛岡市 48 名

「放射線の基礎知識」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（14）げんねんエネルギー講座（青森） 7月17日 青森市 5 名

「利用される放射線」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（15）げんねんエネルギー講座（八戸） 7月18日 八戸市 2 名

「利用される放射線」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（16）げんねんエネルギー講座（青森） 7月24日 青森市 13 名

「利用される放射線」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（17）げんねんエネルギー講座（弘前） 7月25日 弘前市 11 名

「利用される放射線」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（18）浪江町社会福祉協議会 8月20日 二本松市 20 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（19）東北電力(株)仙台営業所 8月26日 仙台市 35 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（20）東北電気保安協会古川事業所 9月 2日 大崎市 17 名

「放射線の正体と作用」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（21）須賀川市岩瀬公民館　 9月16日 須賀川市 19 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（22）東北電力(株)内定者放射線講座 10月 1日 仙台市 105 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（23）宮城地区通信工事安全協議会 11月11日 仙台市 32 名

「放射線の正体と作用」

　東北放射線科学センター　理事　 氏
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（24）電力総連執行委員研修会 12月12日 仙台市 45 名

「放射線の正体と作用」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（25）東北電力グリーンプラザ 12月15日 仙台市 11 名

「放射線の正体と作用」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（26）東北エネルギー懇談会主催　放射線セミナー 1月20日 新潟市 110 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（27）東北電力(株)山形支店「テーブルトーク」　　　 1月23日 山形市 6 名

「放射線の正体と作用」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（28）東北電力グリーンプラザ 1月26日 仙台市 10 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（29）げんねんエネルギー講座（青森） 1月28日 青森市 8 名

「福島第一原子力発電所事故検証と報道される放射線について」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（30）げんねんエネルギー講座（青森） 1月29日 青森市 14 名

「福島第一原子力発電所事故検証と報道される放射線について」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（31）東北電力(株)山形支店 2月 2日 山形市 57 名

「放射線の正体と作用」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（32）子育て情報誌「クルール秋田版」購読者 2月 3日 秋田市 25 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（33）げんねんエネルギー講座（弘前） 2月 5日 弘前市 8 名

「福島第一原子力発電所事故検証と報道される放射線について」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（34）げんねんエネルギー講座（八戸） 2月 6日 八戸市 4 名

「福島第一原子力発電所事故検証と報道される放射線について」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（35）東北エネルギー懇談会・福島エネルギー懇談会主催 2月12日 福島市 70 名

　放射線セミナー

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（36）仙台リビング読者モニター 放射線セミナー 2月20日 仙台市 5 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（37）新津・五泉地区エネルギー懇談会 2月20日 新潟市 36 名

「放射線の正体と作用」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（38）東北電力(株)山形支店　 2月24日 山形市 63 名

「放射線の正体と作用」

　東北放射線科学センター　理事 氏
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（39）東北電力(株)新潟支店新入社員配属先通知式放射線教育 2月27日 新潟市 12 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（40）放射線教育フォーラム第２回勉強会 3月 1日 東京都 100 名

「小中高における放射線教材と授業への活用」

　東北放射線科学センター　　教育研修部長　 氏

（41）東北エネルギー懇談会広報委員会 3月 3日 仙台市 25 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（42）東北電力(株)宮城支店新入社員配属先通知式放射線教育 3月 3日 仙台市 19 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（43）東北電力(株)秋田支店新入社員配属先通知式放射線教育 3月 3日 秋田市 20 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（44）東北電力(株)青森支店新入社員配属先通知式放射線教育 3月 4日 青森市 15 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（45）東北電力(株)山形支店新入社員配属先通知式放射線教育 3月 4日 山形市 11 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（46）東北電力(株)岩手支店新入社員配属先通知式放射線教育 3月 6日 盛岡市 18 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（47）東北電力(株)福島支店新入社員配属先通知式放射線教育 3月 6日 福島市 15 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事 氏

（48）東北電力(株)山形支店 3月10日 山形市 38 名

「放射線の正体と作用」

　東北放射線科学センター　理事　 氏

（49）相馬市内仮説住宅自治会（浪江町避難者） 3月29日 相馬市 8 名

「生活の中の放射線」

　東北放射線科学センター　理事 氏

※　教育研修活動における講義を含む

○外部講師 【平成26年度合計   47  回 4,102 名】

（１）秋田電気同友会 4月23日 秋田市 83 名

「地球温暖化の影響とエネルギー問題について」

　一般財団法人　気象業務支援センター　専任主任技師　気象予報士 氏

（２）東北エネルギー懇談会 平成２６年度定時総会 5月15日 仙台市 313 名

「最新世界情勢とエネルギー安全保障　福島事故後の原子力の役割を考える」

　一般財団法人　日本エネルギー経済研究所　特別顧問 氏

村山　貢司　

田中　伸男　

高倉　吉久　

滝沢　洋一　

高倉　吉久　

高倉　吉久　

工藤　博司　

高倉　吉久　

工藤　博司　

工藤　博司　

高倉　吉久　

工藤　博司　

高倉　吉久　
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（３）新庄地区エネルギー懇談会 5月21日 新庄市 60 名

「いま、何を議論すべきなのか？―エネルギー政策と温暖化政策の再検討―」

　２１世紀政策研究所　研究主幹 氏

（４）新潟県エネルギー懇談会連絡協議会 5月30日 新潟市 170 名

「いま、何を議論すべきなのか？―エネルギー政策と温暖化政策の再検討―」

　２１世紀政策研究所　研究主幹 氏

（５）村上地区エネルギー経済懇談会 6月 4日 村上市 52 名

「異常気象と２１００年の日本」

　一般財団法人　気象業務支援センター　専任主任技師　気象予報士 氏

（６）大館地区環境エネルギー懇談会 6月 4日 大館市 44 名

「国際エネルギー情勢と日本の戦略」

　一般財団法人　日本エネルギー経済研究所　総括研究主幹 氏

（７）上越エネルギー懇談会 6月10日 上越市 35 名

「エネルギー安全保障の課題と展望　～日本のとるべき道～」

　時事総合研究所　客員研究員・中央大学　兼任講師 氏

（８）青森県原子力関係労組懇話会 6月10日 青森市 120 名

「エネルギー基本計画と今後の原子力産業の課題について」

　一般財団法人　日本エネルギー経済研究所　研究理事 氏

（９）青森県エネルギー問題懇談会連絡協議会・青森県原子燃料サイクル推進協議会

「思慮深いまなざしを育むために」 6月12日 青森市 450 名

　作 家 氏

（10）山形電友懇話会 6月23日 山形市 49 名

「一緒に考えましょう　私たちの暮らし・環境・エネルギー」

　科学ジャーナリスト 氏

（11）二戸地区エネルギー懇談会 6月25日 二戸市 79 名

「日本のエネルギーの現状と課題」

　科学ジャーナリスト 氏

（12）長井エネルギー懇談会 6月27日 長井市 27 名

「エネルギー問題とメディア情報のゆがみ」

　毎日新聞社生活報道部　編集委員 氏

（13）東北エネルギー懇談会  エネルギー講演会 7月 3日 仙台市 156 名

「人類の歴史から読み解く地球環境変化，エネルギー問題と原子力」

　首都大学東京　大学院　教授 氏

（14）塩釜エネルギー懇談会 7月 3日 塩釜市 80 名

「消費者行動とエネルギー」

（株）住環境計画研究所　会長 氏

（15）鶴岡エネルギー懇談会 7月 8日 鶴岡市 52 名

「自分史的エネルギー論　―専門記者の見聞・体験から―」 　

　エネルギージャーナリスト 氏

（16）魚沼地区エネルギー懇談会 7月 9日 魚沼市 29 名

「緊急時の人間行動～パニック人間行動学～」 　

（株）社会安全研究所　代表取締役　所長 氏

（17）福島エネルギー懇談会 7月 9日 福島市 63 名

「再生可能エネルギーの動向について」 　

　コラムニスト・ジャーナリスト（元時事通信） 氏

新井　光雄　

中村　政雄　

石井　　正　

神津　カンナ 

山崎　晴雄　

澤　昭裕　

小島　正美　

東嶋　和子　

入江　一友　

村山　貢司　

久谷　一朗　

中上　英俊　

　

河原　雄三　

首藤　由紀　

　

　

澤　昭裕　
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（18）山形地区エネルギー懇談会 7月10日 山形市 63 名

「どうなる今後の日本経済」 　

　双日総合研究所　取締役副社長　 氏

（19）古川エネルギー懇談会 7月10日 大崎市 50 名

「一緒に考えましょう　私たちの暮らし・環境・エネルギー」 　

　科学ジャーナリスト 氏

（20）米沢エネルギー懇談会 7月14日 米沢市 47 名

「エネルギーと電力供給が左右する経済成長」 　

　常葉大学　経営学部教授　キャリアサポートセンター長 氏

（21）胆江地区エネルギー懇談会 7月15日 水沢市 65 名

「エネルギーと電力供給が左右する経済成長」 　

　常葉大学　経営学部教授　キャリアサポートセンター長 氏

（22）一関地区エネルギー懇談会 7月15日 一関市 47 名

「地球温暖化と異常気象　２１００年の東北は？」 　

　一般財団法人　気象業務支援センター　専任主任技師　気象予報士 氏

（23）東北エネルギー懇談会  エネルギー講演会 7月17日 仙台市 130 名

「日本のエネルギー安全保障～米国の視点から～」

　米国戦略国際問題研究所　エネルギー・国家安全保障部　上級研究員 氏

（24）釜石地区エネルギー懇談会 7月18日 釜石市 35 名

「協働で実現する環境のまちづくり～環境・エネルギーの未来を見すえて～」

　ジャーナリスト・環境カンセラー 氏

（25）北上地区エネルギー懇談会 7月18日 北上市 68 名

「国際エネルギー情勢と日本の課題」

　一般財団法人　日本エネルギー経済研究所　常務理事　首席研究員 氏

（26）宮古地区エネルギー懇談会 7月22日 宮古市 48 名

「日本の選択とエネルギー安全保障」

　東京財団　上席研究員 氏

（27）新潟エネルギー市民懇談会 7月24日 新潟市 88 名

「一緒に考えましょう　私たちの暮らし・環境・エネルギー」 　

　科学ジャーナリスト 氏

（28）久慈地区エネルギー協議会 7月24日 久慈市 46 名

「再生可能エネルギーの動向について」 　

　コラムニスト・ジャーナリスト（元時事通信） 氏

（29）白石・エネルギーを共に考える会 7月30日 白石市 45 名

「深刻化するわが国エネルギー安全保障環境～国際情勢長期流動化でガソリン185円時代～」 　

　時事総合研究所客員研究員，武蔵大学客員教授 氏

（30）核禁会議宮城講演会 8月25日 仙台市 55 名

「国際エネルギー情勢と日本の課題」

　一般財団法人　日本エネルギー経済研究所　総括研究主幹 氏

（31）エネコミｉｎ新潟推進実行団体全体会議 9月10日 新潟市 23 名

「混沌の国際情報化での日本の生きる道」

　愛知淑徳大学　ビジネス学部　教授 氏

（32）佐渡エネルギー懇談会 9月30日 佐渡市 148 名

「人が動く，地域が動く　～佐渡観光への期待と課題～」

（株）東北地域環境研究室　代表　 氏

真田　幸光　

志賀　秀一　

　

崎田　裕子　

村山　貢司　

ジェイン・ナカノ　

山本　隆三　

吉崎　達彦　

　

　

小山　堅　

　

東嶋　和子　

東嶋　和子　

河原　雄三　

石井　正　

　

　

山本　隆三　

　

渡部　恒雄　

久谷　一朗　

- 12 -- 14 -



（33）東北エネルギー懇談会　編集局長懇談会 10月 2日 仙台市 15 名

「エネルギー産業の現状・課題と今後の展望」

氏

（34）第２回理事会 10月23日 仙台市 34 名

「少子高齢社会におけるエネルギー産業とエネルギー政策の在り方について」

　ＮＰＯ法人社会保障経済研究所　代表 氏

（35）新潟県央エネルギー懇談会 11月12日 三条市 47 名

「マスメディアが伝える誤解だらけの危ない話」

　毎日新聞編集委員 氏

（36）新潟県エネルギー懇談会連絡協議会 11月13日 上越市 63 名

「異常気象と２１００年の日本」

　一般財団法人　気象業務支援センター　専任主任技師　気象予報士 氏

（37）東通村エネルギー講演会 11月25日 東通村 210 名

「一緒に考えましょう　私たちの暮らし・環境・エネルギー」

　科学ジャーナリスト 氏

（38）青森県南地区エネルギー懇談会・八戸原子燃料産業推進協議会

「原子力に関わるマスコミ報道の実情について」 11月26日 八戸市 47 名

　科学ジャーナリスト　　元読売新聞社論説委員 氏

（39）本荘由利・環境エネルギーフォーラム 11月27日 由利本荘市 83 名

「いま，何を議論すべきなのか？～エネルギー政策と温暖化政策の再検討～」

　２１世紀政策研究所　研究主幹 氏

（40）東北エネルギー懇談会・青森県エネルギー問題懇談会連絡協議会主催

「エネルギー講演会」 11月28日 青森市 272 名

講演① 「原発も活断層も、そして地層処分も冷静な議論が必要」

　首都大学東京 大学院 教授 氏

講演② 「いま、何を議論すべきなのか？～エネルギー政策と温暖化政策の再検討～」

　２１世紀政策研究所　研究主幹 氏

（41）東北エネルギー懇談会　婦人団体懇談会 12月 4日 21 名

「エネルギー教育を考える～安全性と情報リテラシー～」

　弘前大学　教育学部　教授 日景　弥生　 氏

（42）環境とエネルギーを考える新潟労組懇話会 1月 7日 新潟市 138 名

「いま，何を議論すべきなのか？～エネルギー政策と温暖化政策の再検討～」

　２１世紀政策研究所　研究主幹 氏

（43）新発田エネルギー懇談会 1月29日 新発田市 72 名

「報道側から見るエネルギーの将来」

　毎日新聞編集委員 氏

（44）東北エネルギー懇談会・福島エネルギー懇談会主催 2月12日 福島市 70 名

　放射線セミナー

「放射線の人体への影響について」

　福島県立医科大学　放射線科　教授 氏

（45）北上地区エネルギー懇談会・花巻地区エネルギー懇談会2月13日 北上市 80 名

「エネルギー政策で幸せを創ることは可能か」

　常葉大学　経営学部教授　キャリアサポートセンター長 氏

伊藤　敏憲　

石川　和男　

村山　貢司　

　(株)伊藤リサーチ・アンド・アドバイザリー

　　　代表取締役兼アナリスト

小島　正美　

東嶋　和子　

澤　昭裕　

山本　隆三　

宍戸　文男　

小島　正美　

山崎　晴雄　

澤　昭裕　

中村　政雄　

澤　昭裕　
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（46）酒田地区エネルギー問題懇談会 2月25日 酒田市 60 名

「エネルギー政策で幸せを創ることは可能か」

　常葉大学　経営学部教授　キャリアサポートセンター長 氏

（47）東北エネルギー懇談会主催　講演会 3月24日 仙台市 70 名

「福島第一原子力発電所事故を経験して～レジリエンスエンジニアリングの観点から～」

　原燃輸送株式会社　代表取締役社長 氏

○その他 【平成26年度合計   3  回 1,050 名】

（１）映画「パンドラの約束」仙台 試写会 4月22日 仙台市 450 名

（２）映画「パンドラの約束」柏崎 試写会 6月 9日 柏崎市 390 名

（３）映画「パンドラの約束」新潟 試写会 6月10日 新潟市 210 名

２． 懇談会

（１）編集局長懇談会 10月 2日～ 3日 仙台市他

（２）放射線教育懇談会 12月 1日～ 2日 いわき市他

（３）婦人団体懇談会 12月 4日～ 5日 仙台市

３． エネルギー生産地と消費地の相互理解の促進

（１）東北エネルギー懇談会・日本原子力産業協会主催 9月11日～12日

　　　　「被災地スタディツアー」（首都圏大学生・大学院生対象）

　　　　　東北電力(株)女川原子力発電所見学他

（２）東北エネルギー懇談会・日本原子力文化財団主催 12月12日

　　　　「電力生産地・消費地交流会」

　　　　　東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所他

４． 施設見学会

（１）「くらしを見つめる…柏桃の輪」見学会（協力） 9月16日～17日

　東北電力(株)女川原子力発電所 他

（２）編集局長懇談会 10月 3日

　東北電力(株)仙台火力発電所、仙台太陽光発電所、火力技術訓練センター、新仙台火力発電所

（３）技術小委員会 10月 9日～10日

　公益財団法人日本アイソトープ協会滝沢研究所、東北電力(株)葛根田地熱発電所

（４）高校生による海外エネルギー事情研修会 事前研修会 11月10日

　東北電力(株)東通原子力発電所、日本原燃(株)六ヶ所原子燃料サイクル施設

（５）放射線教育懇談会 12月 2日

  東京電力(株)福島第一原子力発電所、いわき市石炭・化石館

（６）婦人懇談会 12月 5日

　東北電力(株)新仙台火力発電所

（７）広報委員会 3月 4日

  東京電力(株)福島第一原子力発電所

山本　隆三　

吉澤　厚文　
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Ⅳ．広　報　媒　体　活　動

１． 印刷物の発行

（１）月刊誌「ひろば」

４３５号

特集① 「活断層調査を巡る問題　～原子力施設直下・近傍の断層と地震～」

　広島大学大学院　文学研究科教授 奥村　晃史　 氏

特集② 「いま、〝東北"からエネルギーを考える」

　東京財団 渡部恒雄上席研究員と東北エネルギー懇談会 高橋實会長の対談

４３６号

特集① 「東北と日本を守る～国際的視点から見たエネルギー情勢と安全保障～」

　ワシントン・ポリシー・アンド・アナリシス会長　元米国エネルギー省副長官

ウィリアム・マーティン　 氏

特集② 「電力システム改革の現状と課題　～発電と送配電分離、極めて慎重な検討が必要～」

　東北エネルギー懇談会　専務理事

連載企画 「世界のエネルギー情勢と日本の歩むべき道」

　 　　第１回　日本のエネルギー安全保障の課題

一般財団法人　日本エネルギー経済研究所　

　戦略研究ユニット研究員　 氏

４３７号

特集　 「高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する日本の現状」

　公益財団法人　原子力安全研究協会　処分システム安全研究所　所長

杤山　　修　 氏

連載企画 「世界のエネルギー情勢と日本の歩むべき道」

　 　　第２回　アメリカ編　～エネルギー安全保障政策と世界に与える変化～

一般財団法人　日本エネルギー経済研究所　

　戦略研究ユニット研究員　 氏

４３８号

特集　 「最新世界情勢とエネルギー安全保障　～福島事故後の原子力の役割を考える～」

　国際エネルギー機関前事務局長 氏

連載企画 「世界のエネルギー情勢と日本の歩むべき道」

　 　　第３回　アジア編　～アジアのエネルギー事情と日本への影響～

一般財団法人　日本エネルギー経済研究所　

　戦略研究ユニット主任研究員 深澤　一能　 氏

４３９号

特集　 「低線量放射線の生体への影響と食の重要性」

　公益財団法人　ルイ・パストゥール医学研究センター　基礎研究部

　インターフェロン・生体防御研究室　室長 氏

連載企画 「世界のエネルギー情勢と日本の歩むべき道」

　 　　第４回　中東編　～中東のエネルギー安全保障と世界への影響～

一般財団法人　日本エネルギー経済研究所　

　戦略研究ユニット研究主幹 氏

関口　哲雄　

下郡　けい　

宇野　賀津子　

松本　卓　

田中　伸男　

山口　雄司　
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４４０号

特集(寄稿) 「青森からエネルギー・原子力問題について想う

　～原子力発電所再稼働，再処理工場の稼働など，明確な原子力政策の確立を願う～」

　一般財団法人青森地域社会研究所　特別顧問 末永　洋一　 氏

連載企画 「世界のエネルギー情勢と日本の歩むべき道」

　 　　第５回　欧州編　～エネルギー環境政策と安全保障の両立を目指す欧州～

一般財団法人　日本エネルギー経済研究所

　戦略研究ユニット研究主幹　 藤崎　亘　 氏

４４１号

特集(寄稿) 「日本のエネルギー安全保障～アメリカの視点から」

　米国戦略国際問題研究所

  エネルギー・国家安全保障部　上級研究員 ジェイン・ナカノ　 氏

連載企画 「世界のエネルギー情勢と日本の歩むべき道」

　 　　第６回　日本の歩むべき道　（最終回）

一般財団法人　日本エネルギー経済研究所

　総括研究主幹　 久谷　一朗　 氏

４４２号

特集　 「地球温暖化と異常気象　２１００年の東北は？」

　一般財団法人　気象業務支援センター　専任主任技師　気象予報士

村山　貢司　氏

４４３号

特集　 「エネルギー産業の現状・課題と今後の展望」

　伊藤リサーチ・アンド・アドバイザリー代表取締役兼アナリスト

氏

４４４号

特集　 「少子高齢化社会におけるエネルギー産業とエネルギー政策の在り方について」

　ＮＰＯ法人社会保障経済研究所　代表 氏

４４５号

特集　 「エネルギー教育を考える　～安全性と情報リテラシー～」

　弘前大学　教育学部　教授 氏

４４６号

特集　 「原発も活断層も、冷静な議論が必要」

 首都大学東京　大学院　教授 氏

（２）パンフレット　「How Onagawa Responded at the Time?」 5月

　　ジャーナリスト　東嶋和子氏による女川発電所等のルポルタージュ

　　「そのとき女川は～東日本大震災に耐えた原子力発電所～」の英訳版

（３）パンフレット「そのとき 女川は～東日本大震災に耐えた原子力発電所～」電子書籍  6月

（４）冊子「電気事業の仕組みを読み解く」電子書籍  6月

（５）第２０回「高校生による海外エネルギー事情研修会」実施報告書（協力）  7月

石川　和男　

日景　弥生　

伊藤　敏憲　

山崎　晴雄　
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２． 新聞広告等

（１）ホームページ（http://www.t-enecon.com/）適宜更新

　月刊誌「ひろば」情報、「とうほく元気レポート」情報等の更新

（２）パンフレット「そのとき 女川は～東日本大震災に耐えた原子力発電所～」電子書籍PR広告

・産経新聞都内版 7月 8日～14日

・産経新聞アプリ 7月 8日～14日

（３）『今、あらためて知りたい。放射線のこと～知識を得て判断基準を持つことが大切～』

・園児とママの情報誌「あんふぁん」（東北版）（９・１０月合併号）

9月 5日

（４）『「証拠に基づく議論を」　エネルギー講演会 in 青森　』

　　エネルギー講演会（11月28日）　講演内容採録記事広告

・東奥日報 12月23日

（５）『放射線に関する正しい知識を得て、自分で判断できるようになろう』

・新潟の生活情報誌「キャレル」（４月号） 3月20日

（６）『実験で学ぶ！　放射線セミナー　

　見て、測って、性質を良く分かり、判断基準を持って暮らすことが大切です』

・生活情報誌「リビング福島」（３月２８日号） 3月28日

Ⅴ.福島県をはじめとする被災地の復興支援活動

１． 福島県内での放射線測定作業への協力 【平成26年度合計 延べ50人日 】

（１）飯舘村、南相馬市 4月 4日

（２）いわき市、小野町、田村市、川俣町 4月11日

（３）南相馬市 4月15日

（４）福島市、伊達市 4月18日

（５）飯館村、南相馬市 5月 2日

（６）いわき市、小野町、田村市、川俣町 5月 9日

（７）南相馬市 5月13日

（８）福島市、伊達市 5月20日

（９）川俣町、二本松市、本宮市、郡山市 5月27日

(10) 飯舘村、南相馬市 6月 6日

(11) いわき市、小野町、田村市、川俣町 6月13日

(12) 南相馬市 6月17日

(13) 川俣町、二本松市、本宮市、郡山市 6月24日

(14) 飯舘村、南相馬市 7月 4日

(15) いわき市、小野町、田村市、川俣町 7月11日

(16) 南相馬市 7月15日

(17) 福島市、伊達市 7月22日

(18) 川俣町、二本松市、本宮市、郡山市 7月29日

(19) いわき市、小野町、田村市、川俣町 8月 8日

(20) 南相馬市 8月12日

(21) 福島市、伊達市 8月19日

(22) 川俣町、二本松市、本宮市、郡山市 8月26日

(23) 飯舘村、南相馬市 9月 5日

(24) いわき市、小野町、田村市、川俣町 9月12日
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(25) 南相馬市 9月16日

(26) 川俣町、二本松市、本宮市、郡山市 9月30日

(27) 飯舘村、南相馬市 10月 3日

(28) 南相馬市 10月14日

(29) 福島市、伊達市 10月21日

(30) 川俣町、二本松市、本宮市、郡山市 10月28日

(31) 11月 7日

(32) いわき市、小野町、田村市、川俣町 11月14日

(33) 南相馬市 11月18日

(34) 川俣町、二本松市、本宮市、郡山市 11月25日

(35) 12月 5日

(36) いわき市、小野町、田村市、川俣町 12月12日

(37) 南相馬市 12月16日

(38) 福島市、伊達市 12月19日

(39) 川俣町、二本松市、本宮市、郡山市 12月26日

(40) 1月 9日

(41) いわき市、小野町、田村市、川俣町 1月16日

(42) 南相馬市 1月20日

(43) 福島市、伊達市 1月23日

(44) 川俣町、二本松市、本宮市、郡山市 1月27日

(45) 2月 6日

(46) いわき市、小野町、田村市、川俣町 2月13日

(47) 川俣町、二本松市、本宮市、郡山市 2月24日

(48) 南相馬市 3月17日

(49) 福島市、伊達市 3月20日

(50) 川俣町、二本松市、本宮市、郡山市 3月24日

２．月刊誌「ひろば」～WE LOVE ふくしまキャンペーン～、～とうほく元気レポート～

（１）４３５号 時代を超えて受け継がれる伝統の心と技。

（福島県白河市の大堀相馬焼窯元「いかりや商店」の皆さまの取り組みを紹介）

（２）４３６号 地域への思いや夢を醸成中のワイナリー

（二本松市の「ふくしま農家の夢ワイン株式会社」の皆さまの取り組みを紹介）

（３）４３７号 こだわりのおいしさで，新たな農業スタイルに挑戦

（福島県石川町の「大野農園（株）」の皆さまの取り組みを紹介）

（４）４３８号 世界の人々に愛される手作りの味

（宮城県柴田郡村田町の有限会社「大永商店」の皆さまの取り組みを紹介）

（５）４３９号 味とプロジェクトで、ふるさと大船渡の魅力を発信

（復興大船渡プレハブ横丁「多国籍料理店KAIZAN」の皆さまの取り組みを紹介）

（６）４４０号 見て、体験して、知る、伝統の素晴らしさ

（福島県会津若松市の「漆器工房 鈴武」の皆さまの取り組みを紹介）

（７）４４１号 伝統の技術を伝え継ぎ，和紙の可能性を追求

（宮城県柴田郡川崎町の「手すき和紙工房　潮紙」の皆さまの取り組みを紹介）

（８）４４２号 父の想いを受け継いで、三陸山田の美味を全国へ

（岩手県山田町の「有限会社まるき水産」の取り組みを紹介）

飯舘村、南相馬市

飯舘村、南相馬市

飯舘村、南相馬市

飯舘村、南相馬市
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（９）４４３号 ラーメンの力で、地域の復興を後押し

（青森県八戸市の「らーめんふぁくとりー のすけ」の取り組みを紹介）

（10）４４４号 みんなの思いを背負った伊達な青いだるまさん

 (宮城県仙台市の「本郷だるま屋」の取り組みを紹介)

（11）４４５号 東日本大震災復興支援　福島県立美術館・特別展

「飛驒の円空－千光寺とその周辺の足跡」を紹介

（12）４４６号 福島への想いとともに進化を続けるドライフルーツ

（福島県福島市の「株式会社 岡昇」の取り組みを紹介）

３．福島県産品の購入等の斡旋

（１）ホームページ（http://www.t-enecon.com/）における

「WE LOVE ふくしまキャンペーン」「とうほく元気レポート」で取り上げた観光物産情報の紹介

（２）電気新聞特別号　観光情報と産品の総合カタログ「まるごと福島 ＦｕＫｕまる」2014夏 出稿

・電気新聞 7月 7日

Ⅵ.組　織　活　動

１. 会員の拡充

平成26年度新規入会会員数 14 会員

Ⅶ.そ　の　他

１. 一般社団法人日本原子力産業協会　第４７回年次大会 4月15日～16日 東京都

２. 本荘由利・環境エネルギーフォーラム定期総会 4月22日 由利本荘市

３. 一般社団法人日本原子力学会　東北支部大会 4月23日 仙台市

４. 中部原子力懇談会定時総会 5月19日 名古屋市

５. 関西原子力懇談会定時総会 5月20日 大阪市

６. 新庄エネルギー懇談会総会 5月21日 新庄市

７. 東北放射線科学センター理事会 5月21日 仙台市

８. 日本電気協会東北支部大会 5月28日 秋田市

９. 能代山本エネルギー懇談会総会 5月30日 能代市

10. 新潟県エネルギー懇談会連絡協議会定時総会 5月30日 新潟市

11. むつ下北地区エネルギー懇談会定例総会 6月 3日 むつ市

12. 一般社団法人日本電気協会社員総会 6月 4日 広島市

13. 大館地区環境エネルギー懇談会定期総会 6月 4日 大館市

14. 天童エネルギー懇談会通常総会 6月 4日 天童市

15. 村上地区エネルギー経済懇談会定時総会 6月 4日 村上市

16. 佐渡エネルギー懇談会定時総会 6月 4日 佐渡市

17. 一般社団法人東北経済連合会定時総会 6月 6日 仙台市

18. 北陸原子力懇談会定時総会 6月 6日 金沢市

19. 小千谷地区エネルギー懇談会定時総会 6月 9日 小千谷市

20. 長岡エネルギー市民懇談会定時総会 6月10日 長岡市
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21. 上越エネルギー懇談会定時総会 6月10日 上越市

22. 青森県エネルギー問題懇談会連絡協議会理事会・総会 6月12日 青森市

23. 秋田地区エネルギー懇談会定時総会 6月12日 秋田市

24. 環境とエネルギーを考える会総会 6月12日 八戸市

25. 新津・五泉地区エネルギー懇談会定時総会 6月12日 新潟市

26. 宮城県経営者協会定時総会 6月13日 仙台市

27. シニアネットワーク東北総会 6月13日 仙台市

28. 東北生産性本部通常総会 6月16日 仙台市

29. 横手エネルギー懇談会総会 6月17日 横手市

30. 一般社団法人日本原子力産業協会定時総会 6月18日 東京都

31. 青森県南地区エネルギー問題懇談会定時総会 6月19日 八戸市

32. 西北五地区エネルギー問題懇談会通常総会 6月25日 五所川原市

33. 黒石地区エネルギー問題懇談会定時総会 6月25日 黒石市

34. 二戸地区エネルギー懇談会定時総会 6月25日 二戸市

35. 長井エネルギー懇談会通常総会 6月27日 長井市

36. 塩釜エネルギー懇談会定時総会 7月 3日 塩釜市

37. 弘前エネルギー問題懇談会定時総会 7月 3日 弘前市

38. 鶴岡エネルギー懇談会定時総会 7月 8日 鶴岡市

39. 福島エネルギー懇談会定時総会 7月 9日 福島市

40. 魚沼地区エネルギー懇談会定時総会 7月 9日 魚沼市

41. 古川地区エネルギー懇談会総会 7月10日 大崎市

42. 山形地区エネルギー懇談会総会 7月10日 山形市

43. 米沢エネルギー懇談会定時総会 7月14日 米沢市

44. 一関地区エネルギー市民懇談会定時総会 7月15日 一関市

45. 胆江地区エネルギー懇談会定時総会 7月15日 奥州市

46. 釜石地区エネルギー懇談会定時総会 7月18日 釜石市

47. 北上地区エネルギー懇談会総会 7月18日 北上市

48. 宮古地区エネルギー懇談会定時総会 7月22日 宮古市

49. 青森エネルギー問題懇談会定時総会 7月22日 青森市

50. 久慈地区エネルギー協議会通常総会 7月24日 久慈市

51. 新潟エネルギー市民懇談会定時総会 7月24日 新潟市

52. 花巻地区エネルギー懇談会総会 7月28日 花巻市

53. 白石・エネルギーを共に考える会定時総会 7月30日 白石市

54. 原子力平和利用連絡協議会 8月 1日 仙台市

55. エネコミｉｎ新潟推進実行団体全体会議 9月10日 新潟市

56. 気仙地区エネルギー懇談会通常総会 9月10日 大船渡市

57. 原子力平和利用連絡協議会　（施設見学会） 10月15日～16日 大間町

58. 東北生産性本部２０１５年新年労使交流会（共催） 1月13日 仙台市

59. 酒田地区エネルギー問題懇談会定時総会 2月25日 酒田市

60. 新潟県を豊かにする会理事会 3月12日 新潟市

以　上
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