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百年塾では学校部会を中心に、さまざまなかたちで
心身ともに健やかな子どもたちの育成の支援をしてい

ます。学校や地域で、多くの人たちと関わりながら成長
する子どもたちが日立の未来をつくります。

えます。
９月３０日に開催された「百年フェ

スタ２０１２」では、学校にパンポ
ンの指導者を招き、パンポンクラブ
を設けた小学校が参加して来場者に
試合を披露したり、中学生が理科ク
ラブのコーナーで実験を手伝うなど
活躍の場もさらに広がっています。

地域における子どもたちの活動
がより楽しく興味あるものになるよ

学校部会では毎年、市内の幼稚園
と小・中学校を百年塾の推進園・校
として指定しています。今年度は、
宮田・高鈴の２幼稚園、会瀬・河原
子・金沢・久慈の４小学校、平沢、
泉丘、十王の３中学校が指定園・校
となっています。支援としては、ゲ
ストティーチャーの導入や各園・校
の活動発表の場の提供をはじめ、学
校部会の推進委員が学校に出向き情
報交換などを通して関係を密にする
努力をしています。

各推進園・校とも地域の特色を生
かした行事や活動、国際社会への
理解や世の中の流をとらえた新たな
分野の学習などに積極的に取り組み、
それぞれに「特色ある学校づくり」
としての成果を上げている様子が窺

子どもたちに働く意義を体感させ
ながら、社会人・職業人としての自
立をめざす『日立市職業探検少年団』
の一つメディア探検少年団は、百年
塾情報部会が事務局となっています。

平成２３年度に設立したメディア
探検少年団は、さまざまなメディア
を学びながら、見聞きしたことを自
分の言葉で伝える力を養うことを目
的としています。

２年目の今年度は、学んだことを
活かしながらさらにステップアップ
することを目標に。昨年は、筆記取
材を中心に壁新聞を作成することを

基礎としてきましたが、今年度は映
像制作にも挑戦。百年塾フェスタに
記者として参加しビデオ撮影をしま
した。秋には念願のＮＨＫ放送セン
ターの見学とニュース番組づくりも
体験。現在は年間の活動を１本のビ
デオにまとめる学習をしています。

うに、子ども会育成会や各コミュニ
ティ推進会など地域の各団体が応募
した中の８団体に支援をしています。
百年塾の人的支援としては、担当の

学校部会推進委員が計画段階から関
わって応援しています。

地域の中で多くの人たちと関わり
ながら生き生きと活動する子どもた
ちの姿を見る喜びはもとより、講師
の要請が多い市民教授や理科クラブ
の人たちの楽しく丁寧な指導や時間
をかけての下準備の様子など、推進
委員も大いに勉強になっています。

「ひたち生き生き百年塾」は、市
民生活のあらゆる分野において、互
いに学び合い教え合いながら、日立
のまちづくりにつながることを目的
に生涯学習運動を進めています。

百年塾推進本部は、情報・人財・
ネットワーク・学校・産業の５部会
を設け、現在、約１５８名の推進委
員が活動しています。

誰でも百年塾の推進委員になるこ
とができます。新しい推進委員を募
集していますので、関心のある部会
で一緒に活動してみませんか。

詳しくは百年塾サロンにお問い合
わせください。（☎２３－９１６５）

人や地域と関わりながら成長する子どもたち

「特色ある学校づくり」を支援

百年塾推進委員を募集します
『伝える力』を育成

　ＮＨＫでキャスター体験

　卵の殻を使ってのエッグアート

　子どもたちの元気が地域を明るく

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。 ホームページアドレス　http://www.net1.jway.ne.jp/iki100j/

地域での子ども活動を支援
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 福祉作業所から生まれる美味・逸品
ん必要なので、未使用のタオルなど

（名入りでも良いそうです）を寄付
してもらえると嬉しいとのことです。

☎（２３）３１２５

おいしい焼き立てパン
日立市滑川福祉作業所

パンを製造販売している滑川作業
所では毎日、食パンからバターロー
ル、ブドウ、チーズ、味噌、あんな
ど２５種類もの豊富なメニューの中
から注文に応じて作っています。

この美味しいパンは日立市役所の
売店、保健センター、 田正音楽記
念館で販売されているほか、市内の
イベントなどでも買うことができま
す。今年の女性センター祭りでは、
瞬く間に売り切れてしまうほどの人
気のパンです。

☎（２２）１２１５

日立市内には、障害を持つ人たち
の生活・教育活動や生産活動などに
対してさまざまな支援を行う福祉施
設が、市と民間を合わせて数多くあ
ります。

その中の就労支援事業所は、それ
ぞれの特技や能力を生かした作業の
機会を提供し、就労に必要な知識や
能力を高めるための訓練と自立支援
を行うことを目的として います。

施設の作業所では、企業などに納
める部品や製品をはじめ、自主製品
として日立の名品とも言える手工芸
品や食品なども多く作られています。
私たち市民が手にすることのできる
品々を紹介します。

使って重宝する布製品
日立市しいの木学園

昭和４９年開設のしいの木学園は、
請製品として段ボールの型抜きと組

み立て、プラスチック製品のバリ（材
料を切ったり削ったりしたあと材料
の角にできる出っ張り）取りなどを
行っています。学園としてはもう少
し受注を増やしたいそうです。

自主製品としては、飾りふきんや、
雑巾、ハンガー付きの手拭きタオル、
ランチョンマット、コースターなど
多くの縫製品を作っています。作業
工程は飾りふきんの場合、裁断、縫

いしろ折り、ミシンがけ、ラベル貼
り、袋詰めなどに分かれており、そ
れぞれが慣れた手つきで製品を加工
していきます。市のイベントやＰＲ
用の品として注文が多い飾りふきん
は使い勝手が良く、縁取りのステッ
チがきれいで喜ばれています。心配
はミシンかけの上手な人がいなく
なってきていることだそうです。

また、雑巾を作るタオルはたくさ

十王町は平成１６年１１月に日立
市と合併し、平成１８年４月から十
王地区のコミュニティ活動が動き出
しました。

十王地区は、１５の支部から構成
され、海岸線から山間部にいたる広
範囲な地域で、その割合は日立市の
およそ３分の１を占めています。

特に支部環境の違いから、地域に
よっての考え方も様々であり、支部
からの問題提起や相談に対応するな
ど、きめ細かい活動が求められてい

ます。
本コミュニティの大きな事業の一

つである運動会では、地区対抗の綱
引きや、総力リレーで最高の盛り上
がりを見せ、各地区毎に腕をふるっ
た豚汁やカレー等を準備するなど大
いに盛り上がるそうです。また、長

年継続されている夏祭りでは、準備
段階からボランティアが増えてきて
おり、少しずつコミュニティ活動が
定着しつつあるようです。

策定委員会を中心に、「現在、コ
ミュニティプラン策定中です。コ
ミュニティ活動に関心を持ってもら
う良い機会ですので、アンケート集
計内容を考察し、今までやってきた
ことを土台に、各専門部がまとめた
事業計画を受けてプランをまとめて
いきたいです。」と話しています。

３月までには活動の目標になるプ
ランが広報される予定です。

シリーズ コミュニティ訪問⑦
十王地区コミュニティ推進会

　ていねいに仕上げた飾りふきん

　種類も豊富な焼きたてパン　飾りふきんの袋づめの作業

　子どもたちの参加で大盛り上がり
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ワークスたんぽぽ

 福祉作業所から生まれる美味・逸品

お得意さんもいる手作り味噌
日立市桐木田福祉作業所

桐木田作業所の味噌づくりの作業
は年4回行っています。作業所内に
は味噌を詰めた桶が２０数個並んで
いる部屋があり、ここで1年間熟成さ
せてから順次出荷するそうです。　

販売は、イベント等に出品します
が、手作りの味噌は独特の風味があ
り、直接作業所に買いにくるお得意
さんもいるそうです。

滑川・桐木田両作業所ともこのほ
かに紙の手提げ袋や段ボールの組み
立て作業も行っています。

☎☎（２２）２９４３

ぬくもりが伝わる陶芸品
成沢事業所

成沢事業所ではさまざまな下請け
作業に取り組みながら、自主製品と
して縫製品、陶芸品、ビーズ製品を
作っています。

縫製品は学校向けに上履入れ、体
操着入れ、給食のランチョンマット
などを製作、絵柄がかわいい手作り
製品です。ビーズ製品は各種スト
ラップで、質の高いビーズを使用し
たこだわりの作品。陶芸品は皿、マ

グカップなどで、贈答用や引出物用
の注文も受け付けているそうです。

ワークスたんぽぽ代表の木村統さ
んの話では、簡単にできる絵皿の体
験学習も行っていて好評とのこと。
下請け作業の開拓とともに自主製品
のＰＲも積極的に取り組んでいます。
陳列製品のメンテナンスをしてくれ

る人がいれば販売場所を増やしたい
そうです。

製品は、市や交流センターなどの
イベントに出展して販売しているほ
か、日立銀座通りの「よって家」で
も展示販売しています。

成沢事業所　☎（２６）００８６

お母さんの手作りの味
相賀事業所・大沼事業所

両事業所で作る「わくわく弁当」
は手作りの味を大切に、「安くて」
「おいしい」お弁当を届けます。
「世界のお弁当」などバラエティに

富んだ日替わりの味が楽しめ、１個
４００円で注文を受けています。配
達をしているので、昼食用に決まっ
て注文をしてくれる事業所などもあ

り、作り手の
励みになって
いるとのこと
です。

相 賀 事 業
所、大沼事業
所それぞれメ
ニューに特徴
があり、地域
のお弁当屋さ

んとしてがんばっています。一つ一
つ心を込めて作った「わくわく弁当」
をぜひご賞味ください。

注文などは電話で問い合わせを。
相賀事業所　☎（２１）１７８８
大沼事業所　☎（５１）５２５１

製品づくりとショップ販売
鹿島事業所

　部品加工や組み立て、ビーズア
クセサリーの製作などを行っている
鹿島事業所は、銀座通りにある利点
を生かし、製品の展示・販売もして
います。ビーズ製品はキーホルダー、
ストラップや指輪、ネックレス、ブ
レスレットなど多種。丁寧な作りと
可愛いデザインでプレゼントにも喜
ばれそう。一度お立ち寄りください。

鹿島事業所　☎（２４）６１１１

※ワークスたんぽぽは、特定非営
利活動法人「ワークスたんぽぽを支
える会」が運営する福祉施設です。

　各福祉事業所で入所者の人た
ちが生き生きと手際よく作業
をしている姿に接し、製品の見
事な出来ばえに感嘆するととも
に、働くことの意義と喜び、日々
入所者を支えるスタッフのみな
さんの力の大きさを改めて考え
させられる機会となりました。
　作業所で作られるこうした製
品を知って、手に取ってみたり
買い求める人たちが増えること
で少しでも支援につながればと
思います。
　「ひろば」では、これからも
多くの福祉施設を訪ねていろい
ろな活動や製品の紹介をしてい
きます。

取材を通して

　熟成させて出荷を待っています

　形もデザインも楽しい

　おいしいわくわく弁当は
　いかが？ 　かわいい小物があります
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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。

ファシリテーター とは、会議やシンポジウム 、
ワークショップ等で、議論に対し中立な立場を保ち、
参加者の状況を見ながらプログラムをスムーズに進
行する人。

コミュニティ連携講座

新市民教授登録

働く独身男女の交流

立案」を行う手法で、問題解決型で
は行き詰る議論を好ましい将来像の
実現という方向で参加者全員から意
見を引き出すところが特徴です。

受講生はファシリテーションの未
来についてというテーマで議論しな
がらファシリテーションの進め方を
学びます。グループでまとめた結論
に全員が参画意識を持ち実行につな
がるところが、ファシリテーターが
入ったワークショップの良いところ
です。今後は受講生がファシリテー
ションを活用し、まちづくりの活動
などが進展することが期待されます。

１２月８日（日）、ホテル テラス
ザ スクエアで働く独身男女のクリス
マスパーティーが開かれました。　

この事業は、百年塾が「ひたち出
会い応援協議会（事務局：日立市こ
ども福祉課）」の後援で、働く独身
男女に出会いの機会を提供・支援し
ています。

参加者が話しやすい場を作る企画
演出はもとより、８月には開放的な
レジャーランド、今回はホテルでの
クリスマスパーティーと、雰囲気づ
くりにも工夫をしています。カップ
ルも生まれ嬉しい成果です。

１１月３日から１２月８日まで４
回に分けてファシリテーター育成講
座が行われました。講師は新潟・点
塾の居

い

城
じろ

葛
かつ

明
みょう

さんで、２３名（うち
推進委員６名）が受講しました。

第１回は「関係つくり」、第２回
は「場つくり」でゲームや自己紹介
などを取り入れ、ワークショップ参
加者の緊張をほぐしながら、はじめ
ての相手とも気軽に話ができるよう
な雰囲気、場の作り方を学びました。

第３回、第４回は未来デザイン手
法をとりいれたワークショップの進
め方を学びました。これはまず最初
に「理念設定」で目的を明確にし、

百年塾がコミュニティに提案して
平成１０年から実施された連携講座
は、今年度は５月から来年２月まで
各地で２３の講座の申し込みがあり
ました。

次に「現状把握」で好ましい現状と
気になる現状をとらえます。とらえ
た現状から好ましい可能的将来像と
成り行き的将来像を予測する「未来

予測」を行います。可能的将来像の
実現を阻む要所を解明する「要所解
明」に進み、実現するための「方法

講座の内容は、エコや料理、健康
に関するもの、楽しいバルーンアー
トなど多種多彩です。中でも、外国
の人を招いての国際理解の講座は３
回の要請があり、国際色豊かな料理

などを含めて、楽しく世界の国々を
知ることができたと好評でした。

　（2012年8月～12月に登録の方）
■佐久間実和　相田町（ステンシル）
■相田愛　相田町（ベビースキンケ
ア）■塚本裕宥　金沢町（消費生活
～経営全般）■山口誠二　西成沢町

（水泳・ヨーガ）

ファシリテーター育成講座を開催

着々と嬉しい成果！

市民教授を募集します！
　市民教授に登録してあなたの持っ

ている知識、技能などを市民の皆さん
に広めてみませんか？資格はいりませ
ん。百年塾が講座開設をお手伝いしま
す。申込みは簡単。まずはお電話を。

【問い合せ】百年塾サロン
☎０２９４（２３）９１６５

日立南ロータリークラブ　たらふく
亭・鈴木章吾  ㈱日青プラント  ㈱白
土工務店　日立高速印刷㈱  ㈱日立
ライフ　山野邦雄　大越典一　八重
樫修　鈴木孝子　初鳥小百合

私たちは百年塾運動を応援します
2012.8.8〜2012.12.3（敬称略）

　 貴重な意見がたくさん出ました

　野菜の話に耳を傾ける参加者

　インドの女性を講師に


