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社会の変化に対応できる百年塾へ
百年塾がスタートしてから２５年が経過しました。
この間、社会の大きな変化とともに新たな課題も次々

「まちづくり」の理念でスタート
昭和６３年（１９８８年）
、日立市
民と行政が一体となって生涯学習運
動を推進する「ひたち生き生き百年
塾推進本部」が発足しました。全国
的にも例のない画期的なことでした。
時は昭和から平成に移り、全国的
に生涯学習社会が広がりつつある中
で、日立市は従来型の学習中心の活
動に留まらず、まちづくりに繋がる
学習と実践を目指しました。
推進にあたり、市民生活のさまざ
まな分野で学び合い実践してゆくた
めに、百年塾は学校・教育機関、企
業・産業、コミュニティをはじめと
した各種市民活動団体などと連携を
図ってきました。
市民教授の登録をはじめ、学校を
生涯学習の基礎づくりの場と考え、
モデル校や学校開放への支援、企業
と連携した事業などを進めながら、
より多くの市民が参画できる機会を
創り出すことに努めました。

フェスタを支えてくれた若い力
百年塾では、若い人たちの社会参
加のきっかけづくりとして１９９７
年、市内の高校にフェスタへの参加
を呼びかけました。以来１７年に渡っ
て高校生たちがボランティアとして
フェスタを盛り上げてくれています。
１５年間継続参加の多賀高校の生
徒たちは、
「周囲の大人の人たちの気
遣いが嬉しかった」
「学校以外のこと
もたくさん学べた」などの声を寄せ

と生じています。百年塾はこうした情勢に対応し、課題
解決に貢献できるような活動と人づくりをめざします。

百年塾が人と人、活動と活動をつな
ぐ役割であることの認識と、新たな
新しい世紀を迎え、百年塾も新た
事業の展開が必要とされてきました。
な体制で活動を進めてきました。ま
こうした中で、日立の歴史を学ん
ちづくりそして人づくりを目指し、
だ人たちがボランティアガイドとし
市民教授の活用促進や人材発掘、学
て活動する「日立のまち案内人」の
校支援としてのゲストティーチャー
発足、コミュニティのホームページ
制度の導入、企業及びあらゆる産業
立ち上げの支援、地域子ども事業へ
との連携や応援、コミュニティや各
の支援、地産・地消運動の推進など、
種団体との積極的な交流やネット
「支援」が重要なポイントとなりま
ワークづくりなどに取り組みました。 した。小・中学校広報委員の人たち
の支援として「広報セミナー」や出
前講座なども継続して行っています。

「つなぐ」役割と支援

「役に立つ」百年塾へ
さくらまつりに百年塾も毎年参加、市民に楽
しんでもらえるコーナーを設けています。

百年塾ひろば「リニューアル」
次号から「ひろば」は市報折り込み
ではなく、独立した機関紙となりま
す。各公共施設でご覧ください。
てくれています。
フェスタのボランティア体験が進
路決定につながった生徒もいて、若
い世代の活躍の場の創出にも百年塾
はさらに力を入れていきます。

ボランティアが学びの場に

日立市では市民生活全般にわたる生涯学習を「百年塾運動」として進めています。

平成２５年度、百年塾はシニア世
代の社会参加啓発と孫育ての応援を
目的とした事業を新たに展開。また、
今年度で６期生を輩出した「ひたち
市民カレッジ」の充実など、少子高
齢化をはじめとする様々な課題を抱
えた社会に対応するための事業と人
づくりに取り組んでいます。
２０１１年の東日本大震災以降、
不安が増す現代社会の中で、子ども
たちや若い世代に明るい未来を残す
ために、百年塾は今こそ原点に返り、
生涯学習をまちづくりと位置付けた
ことに誇りを持って進みます。

募集 ２６年度 百年塾広報セミナー
～よくわかる広報紙づくり～
「広報の基本の基」
ＰＴＡ・一般を対象に広報紙づく
りの基本を学びます。
●日時 ５月１７日（土）13：30 ～
●場所 多賀図書館４階大ホール

ホームページアドレス

http://www.net1.jway.ne.jp/iki100j/
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日立から

百年塾ひろば

元気発信！名物発見！

風船に夢をのせて

地産地消でアイデア料理

大学時代、子どもたちを元気づけ
られるようなボランティア活動がし
たいと、独自にバルーンアートを学
んだ大森佑樹さん。百年塾の市民教
授にも登録し、イベント会場のみな
らず、幼稚園や保育園、地域の子ど
も会行事など活躍の場を増やしてい
ます。特に力を入れているのが活動
を志す原点となった小児病棟や介護
施設などでの活動です。
こうした活動が評価され、東京未

地元の食材を使った「茨城県北“新
名物”料理コンテスト」
（県主催）が
１月２４日、北茨城市で開催。応募総
数１０９件が「海・山・お土産」の３
部門で審査され、日立の料理が「海」
「お土産」の２部門で優勝しました。
「海」部門は飛田利恵さん飛田安
司さん考案の『たこちま棒』で、日

子どもたちの視線は釘付け

来大学から第４回未来プロデュース
特別賞を受賞しました。
身近で親しみやすく、子どもから
大人まで一緒に楽しむことができる
バルーンアート。人と人をつなげな
がら元気を届けたいという願いを乗
せて、大森さんの夢も大きくふくら
みます。

「海」部門優勝「たこちま棒」「お土産」部門のワッフル

安心でおいしい地魚を食べよう
百年塾地産地消プロジェクトの
「おさかな講演会」が１月１８日、
日高交流センターで行われ、職業探
検少年団の子どもたちや保護者など
を含めた６０名が参加しました。
「安心でおいしい地魚をたべよ
う」と題しての講演は、県水産試験
場定着性資源部の山崎幸夫さん、益
子剛さんを講師に、日立市に水揚げ
される魚の種類や漁獲量、安全性や

「イカはこうやって・・・」と名人技を披露

百年塾生涯学習研修会

「コミュニティ推進会と百年塾のよりよい連携のために」
１月３０日に開催された推進委員
研修会では、これからの百年塾運動
に向けて進むべき方向を見出そうと
する「ロードマップ大作戦！」をテー
マに百年塾の強み、課題を洗い出し、
時代のニーズに合わせた事業や実施
方法など検討しました。
はじめに塙山学区住みよいまちを
つくる会会長の西村ミチ江さんによ
る「コミュニティと百年塾」と題し
ての基調講演で、百年塾の人づくり、
まちづくりの歩みと塙山学区のまち

立の魚さくらダコを使ったちまきで
す。
「お土産」部門は百年塾市民教授
宮澤孝子さんの『ひたちのなっとう
と小松菜のワッフル』で、いずれも
地元の食材を使ったアイデアいっぱ
いの料理です。優勝した料理は今後
県北地域の店などで販売されます。
日立の名物がまた増えます。

づくりへの取り組みの話があり、双
方の課題が示されました。
研修会は参加推進員が６グループ
に分かれ、
「コミニュティと百年塾、
より良い連携のために何ができるで

活動の方向づけを熱心に議論

資源保護活動などが報告されました。
日立市地域ブランドの『さくらダコ』
が、ミズダコ、ヤナギダコの総称で
あることや、資源保護のための栽培
漁業の説明があり、育成中の幼魚の
見本を見たりクイズを取り入れるな
ど大変わかり易い内容でした。
続いて国民宿舎鵜の岬前料理長の
木村義行さんが、体験を交えたイカ
のわた抜きで見事な魚さばきの腕前
を披露。つみれ汁とシラス丼の試食
もあり、参加者が満足する盛りだく
さんの内容で、水産業への関心と認
識を深めた講演会となりました。

日立さくらまつりで
百年塾が出店
４月５日
（土）１１:００～１５:３０
平和通りで日立さくらまつりが開催
されます。百年塾ではなつかしい「昔
遊び」や「利き酒会」コーナーを設
けます。ぜひお立ち寄りください。
しょうか」をテーマに熱心な討議
を行いました。報告された提案例と
して、①コミニュティをより理解し、
ニーズを捉えるために情報交換の場
を設ける、②コミニュティの活動、
行事に参加し継続的なパイプを作る、
③コミュニティと百年塾の役割を考
える、などがありました。今後、こ
れらの提案をさらに検討し、次年度
の事業になるよう進めていきます。

日立市民の生涯学習

「なにかを始めたい・なかまを増やしたい」を応援します

グ ルー プ の 紹 介 システム
グループ情報システム
日立市内の約１０００のグループ
をガイドブックとインターネット
で紹介しています。
会員数は１グループ当り平均１８
人、毎月平均２.７回の活動をし
ています。
■ グループを探している方へ
趣味や健康づくりを始めたい、同
じ趣味のグループを知りたい、そ
んな時に便利です。
市内の公的施設の窓口でガイド
ブックを見るか、インターネット
で検索して、希望のグループを探
せます。
新しい仲間と出会いましょう。
■ グループで活動をしている方へ
あなたのグループも登録して、新
しい仲間を迎えましょう。
同好の仲間を探し、情報交換を通
じて交流を深めましょう。
グループ情報の登録は随時受け付
けています。百年塾サロンまでご
連絡ください。
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■ ガイドブック
活動内容別に、募集状況、問合せ
先などを掲載しており、百年塾サ
ロン、交流センターなど、市内の
公的施設の窓口に置いてあります。

■ インターネット
①「百年塾」のホームページから
「グループ情報」で見つかります。
②いろいろな条件で検索できます。
③登録や内容の更新もネットから
行えます。

ひたち市民カレッジ
平成 26 年度
受 講者募集 生きがい探し 仲間と出会あい 楽しく学ぼう

初の推進園・校報告会
学校部会では、本年度の推進園・
校報告会を、２月２２日、教育プ
ラザで開催しました。今回、初め
ての試みとして、推進園・校が一
堂に会して一年間の取組みと成果
を披露し合いました。
小学校４校・中学校３校の報告
は、百年塾市民教授・地域講師に

活動体験に拍手！

よる講座での、福祉の調査、古墳
の調査、茶道体験や国際交流など、
幅広い活動の成果で、講師の熱心
な指導への感謝と実体験の喜びで
溢れていました。
８１名の出席者は、熱心に耳を
傾け、時に笑いや手拍子が出るな
ど会場は一体となり、とても充実
した会となりました。

これまでの受講生の感想
●受講前は不安があったが、豊富な
講義内容と新たな友に会える楽しさ
でとても充実した２０日間でした。
●普段聞けない教養講座はとても興
味深く、気持ちが豊かになりました。
●他の講座と違い自主活動の時間が
あり、学生時代の感覚が蘇りました。
●日立市の現状をよく知ることがで
きた。これからの生き方を考えたい。

■開 講 日 平成26年6月4日～10月22日（毎水曜日9:30～14:20）全20日
■場
所 主に茨城キリスト教大学（ＪＲ大甕駅隣接）
■講座内容 まちづくり人材育成をめざす、知識・動機づけの科目
実技を含む一般教養科目、生きがい探し・仲間づくりなど自主科目
受講者に好評の趣味・健康づくりの科目など
■講
師 大学教授、市民教授、市職員、市民活動関係者
■募集人員 ４２名（先着順）
、概ね７５才以下の方
■受 講 料 日立市内の方 7,000円、日立市外の方 10,000円
（そのほかに自主活動費、教材費などの自己負担があります）
■お申込み 5月9日（金）までに はがき、
FAXまたはＥメールのいずれかで
氏名、性別、生年月日、住所、電話番号を記入してお申込みください。
宛先 〒317- 0064 日立市神峰町1- 6 -11ひたち生き生き百年塾推進本部
FAX 0294 -24 - 5200 Ｅメール iki100j@net1.jway.ne.jp
■お問合せ 百年塾サロン 電話0294 -23 -9165
ホームページ http://www.net1.jway.ne.jp/iki100j/ でご覧ください。
茨城キリスト教大学で一般教養を学ぶ
■共
催 茨城キリスト教大学
※公共施設に「募集のちらし」があります。
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「百年塾ひろば」を充実させる
ために、市民の皆さんのご意見
や情報をお寄せください。

受 講 生 募 集
№

講座名

講座内容

4

講師名

開催日

受講者の準備品

参加費 教材費 募集

場 所

代永英雄

ウクレレ又はクラシックギター
をお持ちの方

400

300

パ ソ コ ン で 描 く 水 彩 絵の具や筆なしで水彩画を
画
描きましょう

千葉淳

5/14,28(水)
13:30～16:00

なし

400

1,000

12 教育プラザ

ひとりひとりがそばを打て
るように個別指導

関口忠

5/14,28、6/11,25、
7/9,23(水)
一人で一回6人前を打ちます
9:30～15：00

1,200

7,800

10 ゆうゆう十王

400

2,000

10 教育プラザ

300

700

10

会瀬
交流センター

10

さくらカフェ
ひたち

3 二八そば打ち講座

ウクレレ＆クラシックギ
ターソロ・合奏・歌

生き生き講座（前期）

5/8,15(木)
10：00～12：00

1 ウクレレ・ソロ入門
2

市民教授

財 布 に や さ し い 暮 ら 財布にやさしい経済的な暮
し方
らし方のヒント

塚本裕宥

5/22,29(木)
10：00～12：00

オイルを使用したベビマを
5/22(木)
長谷川知子
楽しみましょう
10：30～11：30

5 ベビーマッサージ

筆記用具を持ってお気軽に
（3か月～2才頃）
予防接種後2日間は不可

シビック
10
音楽室

薬 膳 料 理 を 楽 し も 旬の食材を使って体調に合
う！
わせた薬膳料理

宮澤孝子

5/27、6/24、
7/22 (火)
14:30～16：00

エプロン、三角巾、筆記用具

600

3,000

7 ３B体操

3種類の用具を使い、楽しく
体を動かしましょう

根本典子

6/4,11,18(水)
13：30～15：00

運動に適した、服、靴、マット

600

500

15 教育プラザ

8 健康ヨガ

呼吸に合わせて、体力と免
疫力を高め健康に

萩庭虎男

6/6,13,20,27、
7/4,11(金)
10：00～11：00

ヨガマット、バスタオル、軽装

1,200

0

20 教育プラザ

9 手作りお菓子教室

手づくりのおかしのコツを
あなたに

蛭田孝子

6/6,20、7/4(金)
9:30～12：30

エプロン、頭巾

600

2,400

10 楽しい風船講座

作って遊んで誰でも楽しめ
ます

大森佑樹

6/7,14,21(土)
10：00～12：00

運動しやすい服装で

600

500

15 教育プラザ

11

身 体 と 頭 脳 の リ フ 身体と脳をたえず鍛えて老
レッシュ
化を防止しましょう

岡本静江

6/7,14,21,28(土)
10：00～11：30

タオル、バスタオル

800

0

20 教育プラザ

12

プ リ ザ ー ブ ド フ ラ ピンク薄黄薄紫バラとカス
ワー
ミ草のアレンジ

表榮子

6/12(木)
9：30～12：00

ハサミ、ペン、ペンチ、定規、持ち
帰り袋

300

2,680

18 教育プラザ

13

小 さ な 花 で 部 屋 を 演 ミニ花で部屋を演出して楽
6/16(月)
竹内紀美子
出
しんでみませんか
10：00～12：00

ハサミ、雑巾、ゴミ袋、持ち帰り
袋

300

1,000

10 教育プラザ

6

12

助川
交流センター

14 籐で編む花

かわいい人形や花を編んで
みませんか

海野洋衣

6/18,25、7/2,(水)
13：30～16：30

ハサミ，おしぼり、新聞紙

600

3,000

8 教育プラザ

15 ゆる体操（初級）

健康、若返り、美容、各種能
力向上に有効

加藤榮二

6/19,26(木)
13：40～14：30

立って、座って、寝て行う易しい
体操です

400

0

20 教育プラザ

16 はじめてのパン作り

白神こだま酵母を使って手
ごねシンプルパン

山中秀子

6/20(金)
10：00～14：00

エプロン、三角巾、手拭、布巾2
枚

300

1,000

12

十王
交流センター

【お申込み】往復はがきに住所・氏名・電話番号・講座名（１講座につき１人１枚）を記入の上、下記の宛先にお申込みください。
〒317-0064 日立市神峰町1-6-11 ひたち生き生き百年塾 「生き生き講座」係
締め切り：４月21日（月）

＊＊

子ども会の役員さん

サポートします

＊＊

募集 地域における子どもの活動を支援します！
学校部会では、「元気な子どもの活動支援」を行っています。子どもたち
が生活の場である地域で生き生きと活動できるようサポートします。
■内
容：企画の相談、子ども会行事等への人材の派遣に応じます。
経費を一部支援します。※1団体５千円を限度とします。
■対
象：本年５月２０日以降の活動
■募集団体数：８団体（多数の場合は相談・抽選させていただきます）
■お 申 込 み：３月２４日（月）から電話で百年塾サロンへ。
お申込み後、所定の応募用紙に記入、提出してください。
詳細は百年塾サロン（TEL２３-９１６５）へお問合せを。
日立市では市民生活全般にわたる生涯学習を「百年塾運動」として進めています。

私たちは百年塾運動を応援します

2013.12.18～2014.2.18（敬称略）

【団体】
千葉建築設計事務所
【個人】
黒田よしえ 湯佐けい子

新市民教授登録
2013.11月～2014．2月に登録の方（敬称略）

■野中靖夫 幸町（日立郷土かるた
/健康管理）■舟生須美子 千石町
（自彊術）■村田誠 中丸町（山歩
きと自然観察）

ご意見・情報をお寄せください。 E-mail：iki100j@net1.jway.ne.jp

