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百年塾が、改めてめざす方向性やテーマを探る「百年
塾戦略会議」を開催、百年塾の理念である人づくりやま
ちづくりに、新しいうねりを創り、時代のニーズに対応

した事業を進めるための意見交換を行いました。提案
されたこれらの事業は、各種団体や機関などを超えて
実施するプロジェクト事業として取り組みます。

これらを基に社会の動向、日立市
の状況、百年塾の役割などを踏まえ
て様々な事業が出されました。百年
塾ＰＲプロジェクト、楽しいまちづ
くりの情報屋さん、じいじばあばの
素敵な子育て応援、子ども会お助け
隊、ひたち親子グリーンツーリズム、

青少年の国際交流、まちづくりネッ
トワーク事業、コミュニティ交流プ
ロジェクト、日立良いまち実感プロ
ジェクト、本物との出会いプロジェ
クト、体験型観光プロジェクト、地
産地消プロジェクトなど、子どもや
シニアなどの対象事業や広く市民を
対象とした事業、日立の特色を活か
した事業が提案されました。

これらの事業はいくつかの事業を

１月２７日に開催された百年塾戦
略会議では、現状把握による百年塾
の強み、改善点を洗い出し、それら
を基に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。

参加した推進委員が６グループ
に分かれてグループワークを行い、
ファシリテーター育成講座を終了し
た推進委員が進行役を務め、タイム
スケジュール等の管理はファシリ
テーター講師の坂本健介さん。

現状把握では、百年塾の強みは①
幅広い人材が豊富②活動拠点がある
こと等。改善点は①活動が内向き②
連携が弱い③広報④若い人の巻き込
み等が挙げられました。

日立さくらまつりで　百年塾コーナーを開設
みんなで遊ぼう昔の遊び☆地域資源の活用ＰＲ☆休憩所

４月１３日（土）１１：００～１５：３０
平和通りを中心に４月１３日～１４日の２日間、日立

さくらまつりが開催されます。百年塾は昔なつかしい「昔
遊び」や「地域資源ＰＲ」などのコーナーを設ける予定
です。

休憩できる場所も用意しますのでお立ち寄りください。

統合して、各種機関や団体、百年塾
の部会を超えて連携して実施するプ
ロジェクト事業として２５年度に取
り組みます。現在、企画会議などで
実行可能な事業となるように検討を
重ねています。
●プロジェクトに関心のある方は百
年塾サロンへお問い合わせください。

☎（２３）９１６５

「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

２５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。
●とき　５月１８日（土）13：30～
●場所　多賀図書館４階大ホール

２５年度へ 団体・機関・部会の枠を超えてプロジェクト事業

百年塾戦略会議で新しい事業

百年塾推進委員を募集します

　会場は熱気にあふれた！

　グループごとに発表

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/
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新市民教授登録

 福祉作業所から生まれる美味・逸品 パート2
店があります。

障害を持つ人たちのお母さんたち
が立ち上げた福祉作業所兼お店で、
地域とのつながりを大切にしながら、
クッキーやマドレーヌ、パウンドケ
ーキ等のお菓子づくりをしています｡

製品ごとに分量を正確に量り、工
程に従って粉の練りから始まり砂糖、
バター、卵、塩等を手際よく配合し
手づくりならではの自然な色合いの

焼き菓子に仕上げていきます。健康
に優しい地場産の素材を活かしたか
ぼちゃ、ごま、さつま芋、野菜、黒
砂糖を使用しています。きれいに
ラッピングされたお菓子はお客さん
から「可愛い」と好評でギフトにも
喜ばれています。

製品は店頭のほか市役所内生協、
保健センター、女性センター、福祉
プラザ、塙山・諏訪の交流センター
などで販売しています。

☎（３５）０８４８

（2013年１月～２月に登録の方）
■海野洋子　千石町（籐工芸）■樋
熊富士雄　若葉町（プログラミング）
■横田勝彦　東海村石神内宿町（バ
ルーンアート）■田島マスミ　西成
沢町（バルーンアート）■小室圭史
成沢町（バルーンアート）■会沢珠
江　諏訪町（バルーンアート）■石
禎江　高萩市本町（バルーンアート）
私たちは百年塾運動を応援します
2012.12.3～2013.2.28（敬称略）

黒田よしえ

１月２０日発行の「ひろば１１１
号」で紹介した、障害を持つ人たち
の生活・教育活動や生産活動の支援
を行う福祉施設から生まれる名品を、
今回も再び取材しました。

心のこもった製品からは、一心に
作業に取り組む入所者の人たちの姿
と、各施設や作業所のスタッフのみ
なさんの温かなまなざしが伝わって
くるようです。

くつろぎのひと時に焙煎コーヒー
一　想　園

一想園は、高齢者施設と障害者施
設の複合福祉施設として平成２２年
に開設しました。障害者施設では就
労支援活動としてオリジナルのコー
ヒーを製品化し販売しています。

ブラジル、コロンビア、グアテマ
ラのコーヒーの原料豆は一つ一つ手
作業で選別、焙煎され、３種類のブ
レンドがあります。朝食にはすっき
りとした「モーニング」、昼食には
少し酸味を利かせた「ランチ」、苦
味の利いた「ビター」があります。
袋詰めしたコーヒーは、一想園で漉
いた紙を使った手作りのタグをつけ
て完成です。

コーヒー専門店に引けをとらない
独特の甘い香りと口の中に広がる豊
かな味わいは、癒しのひとときを演
出してくれます。高齢者施設を訪れ
る家族にも人気があるそうです。

販売は主に一想園で行っており、
贈答用に喜ばれそうな各種類をカゴ
に詰め合わせたものもあります。注
文にも応じますので、気軽に電話を
くださいとのことです。

☎（４３）０９９０

手作りの地元の焼き菓子
おかしやビーンズ

多賀消防署から山側に少し入った
住宅地に「おかしやビーンズ」のお

成沢学区コミュニティ推進会「ふ
れあい」は、健康で、明るく暮らせ
る、安全・安心なまちづくりをめざ
して、魅力ある「ふれあい」活動、「絆」
づくりに取り組んでいます。なか
でも活発な活動している環境美化部
は２５名の部員が、学区内の違反広
告の撤去、落書き消し、不法投棄パ
トロールや空きカン・空きビン拾い、
花壇整備・維持などを実施していま
す。花壇整備は年間を通して水を切
らさないよう、当番表をもとに季節
に応じた水やりを全員で行っていま
す。道行く人たちが笑顔でふれあい、

心がなごむ花壇をめざして活動して
います。　

長年の美化清掃に努めた功績が認
められ、昨年８月には国土交通省関
東地方整備局から６号国道脇青葉台
団地入口の花壇づくりに対して感謝
状が贈られました。

部員の活動の励みになったことは
勿論のこと、地域の美しい環境づく
りにも期待が集まっています。

シリーズ コミュニティ訪問⑧
成沢学区コミュニティ推進会

　豊かな香りの焙煎コーヒー

　みんなに愛されている焼菓子

　植え替え作業も力を合わせて
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職業体験が未来をひらく

 福祉作業所から生まれる美味・逸品 パート2

かわいい手作りアクセサリー
みなみひまわり学園

南高野町にある生活介護事業所
「みなみひまわり学園」は、利用者
の文化・余暇的活動の一環としてア
クセサリー類の創作を行っています。

主な製品は、軍手を加工した消臭
剤入れ、アクリルたわし、ひよこや
ボンボンなどのストラップ、ネック
レス、小物入れの袋などで、利用者
がひとつひとつ時間をかけて手作り
したかわいい製品です。

これらの製品は毎年１２月にシ
ビックセンターで開催される障害者
の文化交流「わくわくパーク」で展
示・販売され、来場者に好評とのこ
とです。製作個数が少なく他では販

日立市職業探検少年団
２月１６日（土）、日立市消防拠点

施設講堂で、平成２４年度日立市職
業探検少年団の合同修了証授与式が

行われました。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職業探検少
年団は平成１８年に設立。現在、農
業、林業、水産業など各分野１０の
少年団が活動しています。

修了証授与式では、各団ごとに団
長から修了証が渡された後、代表に
よる１年間の活動についての発表が
ありました。それぞれの少年団とも、
体験を通して職業の大変さと喜びを
知ったこと、職業は多くの人が関

売していないので、ぜひ一度「わく
わくパーク」に足を運び製品を手に
取ってご覧ください。

なお、本学園ではボランティアを
してくれる方を歓迎しております。

内容は利用者との直接対応のみなら
ず、作品づくりの準備作業、清掃作
業などです。希望する方は施設の方
へお問合せください。

☎（５４）１１１５

　働く独身男女の交流
　２月９日（土）、天地閣を会場に
独身男女の交流を図るセミナーが
開かれ、男女合わせて３４名が参
加しました。　　
　このセミナーは、日立市の事業

「ひたち出会い・結婚戦略講座」の
2 回目を百年塾と共催で行ったも
のです。「気づいた自分でプチバレ
ンタインパーティー」と題したこ
のセミナーは、ワークや講話、グ
ループトーク、ディナーと出会い
の交流会など盛りだくさん。第一
印象の大切さを意識した自己紹介
では、各自が全員の前で行ったの
ち好印象の人に投票しました。
　結婚戦略講座で２回続けてのセ
ミナーは初めての試みで時間的に
余裕もあり、和やかな雰囲気の中
で５組のカップルが誕生しました。

♥カップルも誕生！♥

　成長のようすが窺われた修了証授与式

　心なごむ作品の数々

■開　講　日　平成25年6月5日～10月23日（原則水曜日9：30～14：20）全２０日
■場　　所　主に茨城キリスト教大学（ＪＲ大みか駅隣接）
■講座内容　まちづくり、地域活性化、生きがい探しなど生涯学習科目　趣味、仲間
　　　　　　づくりなど自主活動科目　環境問題、教育福祉など一般教養科目
■講　　師　大学教授、市民教授、日立市・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
　　　　　　自主活動費、教材費などの自己負担あり
　　　　　　ホームページ　http://www.net1.jway.ne.jp/iki100j/ でご覧ください。
■申し込み　5月10日（金）までに往復はがき、FAXまたはＥメールのいずれかで
　　　　　　氏名、性別、生年月日、住所、電話番号を書いてください。
　　　　　　はがき 〒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
■問合わせ　百年塾サロン　電話　０２９４－２３－９１６５
■共　　催　茨城キリスト教大学　※交流センターなどに「募集のちらし」があります。

平成２５年度　百 年 塾 市 民 カ レ ッ ジ
受講者募集　生きがい探し　仲間と出会い　楽しく学ぼう

わって成り立っていることを理解し
自分たちも人の役に立ちたいと思っ
たこと、少年団で学んだことでさら
にたくさんの興味関心が広がったこ
となどが発表されました。

講評で、日立市教育研究会キャリ
ア教育研究部長の濱村幹雄台原中学

校長は、各団の活動と発表を讃え、
体験を通して自分の持ち味を発揮す
るとともに、指導をしてくれた人た
ちに感謝してほしいと話しました。

少年団の活動から自分の進む道を
見つけた先輩団員もいて、活動の意
義をより認識できた式となりました。



（4）

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

2013.3.20（第112号）

 「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。

№ 講座名 講座内容 講師名 開催日 受講者の準備品 参加費 教材費 募集 場　所

1 正調江差追分の唄い方 日本を代表する民謡が楽し
く唄えます 桑名靖生

5/8、22、6/12、26 
7/10、24（水） 
18：00～20：00

なし 1,200 500 10 シビック
第４音楽室

2 ステンシル フィルムの型を使い短時間
で布に絵を描きます 佐久間実和

5/10、31、6/7、21 
7/5（金） 
9：00～12：00

教材で必要な道具が揃いま
す。 1,000 11,292 10 教育プラザ

3 スクラップブッキング ページ作り体験と様々な写
真アレンジ術 佐々木智世

5/11、25、6/8、22 
7/6（土） 
10：00～12：00

写真10枚～15枚（ハガキサイ
ズ､できれば同じテーマで） 1,000 7,000 10 教育プラザ

4 茶道から学ぶ思いやり 茶道を学び日常生活を豊か
にいたしませんか 澁谷宗康

5/11、25、6/8、22 
7/13、27（土） 
13：30～15：30

ふくさ、扇子、懐紙、楊枝、靴下
（白） 1,200 10,800 6 仲町交流

センター

5 歌とお話で英語を学ぶ マザーグース・お話で英語を
学びましょう！ 仁衛恭子

5/16、24　AM（幼） 
5/24、6/7 
PM（小学生）

クレヨン、（小学生は筆記用
具） 400 300 8 教育プラザ

6 ウクレレ・ソロ入門 ウクレレソロの弾き方入門、
興味あれば可 代永英雄 5/17、31（金） 

10：00～12：00
ウクレレのない方は、準備し
ます。 400 100 6 シビック

第４音楽室

7 ３B体操 音楽に合わせ、踊ったりスト
レッチをします 鈴木和子 5/22、29（水） 

13：30～15：00
動きやすい服、運動靴、敷き
物、飲み物 400 500 20 教育プラザ

8 アロマセラピー アロマで世界で一つだけの 
香水作り 和田春美 5/23（木） 

13：30～15：00 なし 300 300 15 教育プラザ

9 ベビーマッサージ 服を着たまま簡単なベビマ
を楽しみましょう 長谷川知子 5/30（木） 

10：30～11：30
バスタオル（３か月～１才頃）
予防接種後２日間は不可 300 200 10 大久保交流

センター

10 シニアライフプラン シニアライフプランを各自
が立案する講座 塚本裕宥

5/31、6/7 
6/14、21、28（金） 
10：00～12：00

年間目標や日々の指針があれ
ば持参を 1,000 2,000 10 大久保交流

センター

11 かんたんぬいぐるみ おばあちゃんのかんたん手
づくりぬいぐるみ 高橋文子 6/1、15（土） 

13：00～15：00
タオル（中、小）くつした、ハサ
ミ、糸、針 400 100 10 教育プラザ

12 ホームヨーガ入門 ポ ー ズ と 呼 吸 と 瞑 想 を 
体験学習 山口誠二

6/4、11、18、24、7/2、
9（火）10：00～12：00
※24のみ（月）

ゆったりとした服装、バスタ
オル、水分 1,200 100 25 教育プラザ

13 楽しくやさしい心理学 自分の考えや行動に気づく
ための交流分析 鈴木米征 6/15、22、29（土） 

10：00～11：30 筆記用具 600 1,000 12 教育プラザ

14 白神こだま酵母のパン ホームベーカリーでこね、 
鍋で焼くパン作り 山中秀子 6/13（木） 

10：00～14：00
エプロン、三角巾、手ふき、布
巾２枚 300 1,000 12 十王交流

センター

15 シャッポー・グループ 私だけの手作り帽子・手縫で
できます。 熊谷美智子 6/26、27（水、木） 

13：00～16：00 お針箱（待ち針を多め） 400 2,100 8 教育プラザ

16 トールペイント
（初級編）

可愛いくまさんプレートを
描いてみましょう 前田潤子 6/26（水） 

9：30～11：30
エプロン、牛乳パック２個、ペ
ン 300 500 10 教育プラザ

17 ゆる体操（初級） 健康、若返り、美容、各種の能
力向上に有効 加藤榮二 7/2、9（火） 

13：40～14：30
軽い運動ができる服装、バス
タオル、靴下 400 0 30 教育プラザ

【申し込み】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15日（月）

25年度【前期】県民大学／提案講座のご案内
茨城県弘道館アカデミー県民大学・提案講座の受講生を募集します。
募集チラシは県北生涯学習センター、百年塾サロン、または各交流センター
等公共施設に置いてありますが、ホームページでもご覧になれます。
なお市報との同時配布はしませんので、ご注意願います。
※応募期間４/３（水）～５/８（水）
問い合わせ：茨城県県北生涯学習センター事業グループ：☎（３９）００１２

県北生涯学習センターだより
日立にはまだまだ知られていない

観光スポットがたくさんあります。
日立のまち案内人になって、自分が
見たい場所、人に見せたい場所を一
緒に企画して、皆さんを案内してみ
ませんか。

【問い合わせ】百年塾サロン
☎０２９４（２３）９１６５

日立のまち案内人募集！！

受 講 生 募 集 市民教授 生き生き講座（前期）※（後期）は６／５号の
　　ひろばで募集します。


