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平成２５年度百年塾総会が、４月２６日にシビック
センターで開催され、基本方針、新規事業、役員などが

審議されました。各種団体・機関と連携し、部会を超え
て実施するプロジェクト事業も示されました。

した。
来賓の県教育庁生涯学習課社会教
育主事の前原仁さんは、県が２３年
度作成の第４次生涯学習推進計画に
ついて、「地域社会につながる人材
の育成、学校と地域の連携促進など
に取り組んでいく」と話し、「特に
今年度は県内生涯学習の再構築を推
進。市町村、大学、民間の教育事業
推進責任者、ＮＰＯなどが一堂に会
する会議を立ち上げたいので日立市
もぜひ協力を。もう一つは子どもた

ちの郷土愛育成を目的として、中学
２年生対象に５０問の郷土検定の実
施を計画。代表校による県大会も行
いたい」と挨拶しました。
続いて県北生涯学習センター長の

主催者挨拶で
吉成明本部長は、
今年度の百年塾
テーマ『つない
で創る、ひたち
の“いいね”』に
ついて、「全国各
地の出身者がい
る日立には幅広

い知識と多様な文化が地域に根付い
ている。この貴重な資源を発掘し、
ひたちの“いいね”と市民の皆さん
の思いがつながるような活発な百年
塾運動を展開したい。東日本大震災
からの復興も３ヵ年計画で取り組ん
でいるが、日立港修復や池の川体育
館・庁舎などの建て替えなどが残っ
ている。最終年度となる今年は目途
をつけたい」と。また震災時のお見
舞いに対するお礼で訪れたバーミン
グハム市について、「医療の町とし
て有名でその規模の大きさと高額な
医療費に驚いた。国民皆保険の日本
と比較し考えさせられた」と話しま

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。
■募集団体数：８団体（申し込み多数の場合は相談させていただきます）
■申し込み　：６月２８日（金）までに電話で百年塾サロンへ。
　　　　　　　申し込み後、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）へ問い合わせを。

野口不二子さんは、「当センターの
受講者が地域の人材力となること
や、郷土愛を含めた社会教育に力を
入れたい。新規講座としての『子育
て』では、櫛形小学校と連携して放
課後の子どもの居場所づくりを行っ
た。センターがスタートしてから８
年目。“センター有りき”の気概を
持って臨みたい」と話しました。
総会では２４年度の事業や決算報

告、２５年度の事業計画や予算の審
議の他、預託金の運用についても協

議されました。また今年
度は、市民代表の副本部
長と各専門部会長の改
選もありました。いずれ
も承認を受け、新たに導
入のプロジェクト事業
も含め、新しい体制での

百年塾がスタートしました。

収 入   　　　　               　（円）

支 出   　　　　               　（円）

残額 575,363円（平成25年度へ繰越）

百年塾フェスタ２０１３

１０月６日（日）　10:00～16:00

新都市広場・マーブルホールなど

（状況によって変更があります）

新体制で「つないで創る、ひたちの“いいね”」を推進

＊＊　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！

新テーマで２５年度の百年塾がスタート

平成24年度 百年塾協賛金決算

本部長
吉成 明 日立市長

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/

熱心に討議されました

費　　目 収入額
1 協 賛 金 465,000
2 繰 越 金 890,228
3 雑 入 金 104,335

合　　計 1,459,563

事  業  名 支出額
1 フェスタ事業費 884,200

合　　計 884,200
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（2） 日立市民の生涯学習　百年塾ひろば

 平成２５年度　百年塾事業計画
新規プロジェクト事業がスタート ◎産業とまちが活性化するための活

動と働く人たちへの生涯学習を支援。
○地域資源の活用による「まちづく
り」を学び、「まちづくり」を支援。
□日立みらいデザインプロジェクト
①「ひたちみらい会議」の開催
②まちづくりテーマ、人材の発掘　
■地域資源活用によるまちおこし
□地産地消プロジェクト
□環境プロジェクト
□観光プロジェクト
■働く人、若い世代への生涯学習の
支援（地域社会への参加を支援）

　５月８日を皮切りに、平成２５
年度市民教授の「生き生き講座」
前期１２講座が開講しました。
　百年塾市民教授は現在、２４の
分野に３８１名が登録、市民の多
様なニーズに応えられる市民教授
として努力を重ねています。
　各方面で幅広く活躍している市
民教授たちが一同に会し、交流や
情報交換を行う「市民教授の会」
の交流会も開催。自分の体験や苦
労したことなどを紹介しながらお
互いを磨く場になっています。
　「市民教授の会」は、『教えると
きは優しく・自分には厳しく』を
モットーに、今年度も楽しく学べ
る生涯学習の場を市民のみなさん
に提供していきます。（人財部会）

◎広報活動を通して、市民の生涯学
習の支援を積極的に進める。
○日立のまちの「魅力と課題」が伝
わり、市民に役立つ紙面を作る。
■情報の提供・収集
①機関紙「ひろば」紙面の充実
②百年塾ホームページの充実
■「広報力でまちを元気に！」事業
①広報セミナー（小・中ＰＴＡ）
②出前で広報支援事業（随時）　
□百年塾ＰＲプロジェクト
①百年塾活動の広報・ＰＲ活動
②地域の情報収集、人材発掘　　　

◎各種団体、コミュニティ推進会、
団体との連携・協働の窓口となる。
○百年塾全体に係る事業はプロジェ
クトとして広く人材の発掘とその育
成に努める。
■コミュニティ推進会との連携講座
①百年塾からの提案講座
②コミュニティの提案講座の後援
□市内自主グループ情報システムの
向上(情報提供、検索操作性向上)
■推進委員情報紙ＷＡＶＥ発行
□百年塾市民カレッジの企画

◎市民教授・まちづくり人材・日立
のまち案内人が、活動を通して住み
よいまちづくりを支援する。
○保有人材の活動範囲の拡大推進。
□他部会との連携による保有人材の
活動範囲の拡大　 
■市民のニーズに応えた市民教授生
き生き講座を開催
①短期生き生き講座（1日）
②長期生き生き講座（2～6日間）
③企画講座（6日間）
■日立のまち案内人活動及び自主研
修の実施

◎地域の教育力を活用し、特色ある
学校づくり等を支援する。
○地域人材の活用をさらに推進し、
地域づくり、学校づくり、子どもの
国際交流への積極的な支援に努める。
■「ひとづくり、まちづくり」を学
ぶ推進園・校事業（10園･校対象）
■地域における子どもの活動への支
援事業（応募8団体を支援）
□世界の子どもと日立の子どもの国
際理解を図る事業（ワールドキャラ
バンによる国際理解の体験支援など）

百年塾の事業企画や各種団体等の
ネットワーカー役を務めます。新し
い推進委員も加わりました。
（◎部会長　○副部会長）
【本部長】
吉成明
【副本部長】
福地伸　中山俊恵　神永敏光　阿部
和宏　黒澤秀子　有馬喜代貴
【会計監事】

佐藤守　柴田彪
【情報部会】
◎対馬幸悦　○尾沼信義　○佐々木
早苗
今井百合子　木下隆　黒澤秀子　嶋
野末吉　鈴木晴香　豊田正夫　松井
昌夫　横田純一
【ネットワーク部会】
◎和田克夫　○小田切亘　○船渡川
俊　

荒川かつ子　遠藤徹　栗原由紀子　
桑名勇児　佐藤禮子　永沼みち子　
滑川静子　西山光江　畑谷和代　初
鳥小百合　樋熊富士雄　堀三千男　
政井信子　有馬克也　坂本省二
【人財部会】
◎木村邦男　○安藤壽　○西原功　
○紀本恵子　
阿部和宏　荒蒔義春　有松啓治　飯
島洋宏　内山明　面川道宏　鹿野和
夫　菊池武士　菊池庸子　黒田よし

 よろしく！役員・推進委員です　（敬称略）

　今年度は専門部会の一層の連携強化のために部門間を横断するプロジェク
ト事業をスタートし、各種団体や行政との協働を推進します。
（◎基本事業目標、○重点事業目標、■事業内容、□プロジェクト事業）

情 報 部 会 人 財 部 会

産 業 部 会

ネットワーク部会 学 校 部 会

優しく教え、自分に厳しく
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援事業（応募8団体を支援）
□世界の子どもと日立の子どもの国
際理解を図る事業（ワールドキャラ
バンによる国際理解の体験支援など）

百年塾の事業企画や各種団体等の
ネットワーカー役を務めます。新し
い推進委員も加わりました。
（◎部会長　○副部会長）
【本部長】
吉成明
【副本部長】
福地伸　中山俊恵　神永敏光　阿部
和宏　黒澤秀子　有馬喜代貴
【会計監事】

佐藤守　柴田彪
【情報部会】
◎対馬幸悦　○尾沼信義　○佐々木
早苗
今井百合子　木下隆　黒澤秀子　嶋
野末吉　鈴木晴香　豊田正夫　松井
昌夫　横田純一
【ネットワーク部会】
◎和田克夫　○小田切亘　○船渡川
俊　

荒川かつ子　遠藤徹　栗原由紀子
桑名勇児　佐藤禮子　永沼みち子
滑川静子　西山光江　畑谷和代　初
鳥小百合　樋熊富士雄　堀三千男
政井信子　有馬克也　坂本省二
【人財部会】
◎木村邦男　○安藤壽　○西原功
○紀本恵子　
阿部和宏　荒蒔義春　有松啓治　飯
島洋宏　内山明　面川道宏　鹿野和
夫　菊池武士　菊池庸子　黒田よし

よろしく！役員・推進委員です （敬称略）

　今年度は専門部会の一層の連携強化のために部門間を横断するプロジェク
ト事業をスタートし、各種団体や行政との協働を推進します。
（◎基本事業目標、○重点事業目標、■事業内容、□プロジェクト事業）

情 報 部 会 人 財 部 会

産 業 部 会

ネットワーク部会 学 校 部 会

優しく教え、自分に厳しく



（3）日立市民の生涯学習　百年塾ひろば

塙山学区では塙山団地線とともに
５月７日、市街地での市内初となる
学区内循環バス「ハナ＆ピア号」の
実証運行がスタートしました。
この事業は、高齢化により車が運
転できなくなる世代や、子どもたち
の足の確保を目的に、日立市と日立
電鉄、塙山学区がパートナーシップ
を組み、知恵を出し合いながら進め
てきました。
昨年６月に３者で「塙山コミュニ
ティ交通委員会」を発足させて議論

４月２８日に、「石巻復興委音楽
祭」に参加し、歌で復興を応援して
きました。この音楽祭は、プロの音
楽家たちが手弁当で企画したもので、
全国から約１５０名が参加、うち日
立からは９名が参加しました。

高校生の合唱・弦楽四重奏・パイ
プオルガン演奏等、とても感動的な
音楽祭でした。２年かけて準備した

を重ね、住民にアンケートや説明会、
高齢者ヒアリングなどを実施して検
討を進めてきたものです。

実証運行は７月３１日までの平日
に１日９便を運行し、１乗車２００

というスタッフが最後に紹介され、
大きな拍手の中で涙ぐんでいる姿に
胸が熱くなりました。
音楽祭後、石巻の津波の被災地に
立ち寄り、映像で見た状況が現実と
なり、胸に迫るものがありました。
その後の史都「多賀城」見学の際
には、観光ボランティアの方に丁寧
に説明して頂き、ボランティア活動
の大切さが身に沁みました。
これからも復興支援を続けること
の必要性を痛感しました。

（学校部会　佐藤朝勝）

２００８年、日立市の小木津
山自然公園入口の小さな滝で、
５億５００万年前のカンブリア紀の
日本最古の地層が国内で初めて発見
されました。

円で、１日１２０人の乗客を目標に
しています。このため、５月中は全
便にボランティアが同乗し、高齢者
や子どもたちに乗り方をサポートす
るなど、住民に利用をアピールして
います。
塙山学区住みよいまちをつくる会
は、「地域の課題、問題は自分たち
の手で解決する」をモットーにまち
づくりを進めており、今回の事業も
住民主体で取り組んでいます。
新事業が成功し、他の地域が後に
続くよう、今回の実証運行に期待が
高まります。

このことはメディアでも広く取り
上げられましたが、最古の地層がど
こにあるかわからないという声が多
く、この地層を広く知ってもらうた
め、市民文化事業団と市観光協会、
ひたち生き生き百年塾が共同で下記
の２か所に説明看板を設置しました。

・かみね公園頂上展望台
・小木津山自然公園入口
一度足を運んで古代のロマンを体
感してください。６月には、上記３
団体で、カラー版のリーフレットも
作成予定です。（産業部会）

塙山学区内の循環バス   「ハナ＆ピア号」実証運行スタート
は な と ぴ あ

ひびけ！歌声
石巻復興音楽祭

え　小松弘二　沢畠登美江　三戸政
英　澁谷康子　髙橋久人　多田行雄
田村久　塚本裕宥　永井久善　野崎
一　疋田節子　蛭田三雄　三井與志
子　皆川直司　諸田なみ子　矢代克
己　柳内呈留摩　吉牟田護　渡部八
郎　割貝晃　
【学校部会】
◎佐藤朝勝　○今村温　○塚本久美
子　○五来文子
伊藤喜美子　小佐野勝春　神永敏光

木村幸子　國府田ヒロ子　兒玉裕文
齋藤隆子　柴田彪　田中瑞穂　舘登
和子　塚本裕宥　豊田ハマ　山田教
滑川幼稚園　会瀬幼稚園　塙山幼稚
園　宮田小学校　成沢小学校　塙山
小学校　坂本小学校　駒王中学校　
台原中学校　坂本中学校
【産業部会】
◎立花郁雄　○水出浩司　○佐藤福
次郎　○西内博　○柴田百恵
會田耕三　秋山雅絵　有馬喜代貴　

五十嵐宏　石塚猛　内田昌弘　裏川
貴巳代　大久保洋一　大都敏子　大
貫健　大森宣勇　大和田稔　小澤聰
子　梶山明子　川上光彦　川﨑洋子
小泉光彦　小林れい子　小松崎倶江
坂入瑞子　櫻井栄樹　佐藤純子　　
澤俊子　齋藤隆子　上甲堯　千葉富
夫　栃澤森二　直井雄一郎　平井強
蛭田悦子　藤田鎮男　物井康子　森
秀男　柳川澪子　矢部悦子　山崎猛
夫　吉原信明　渡部正敏　沼田充弘

　ハナ＆ピア号 出発

　音楽で石巻を応援

　かみね公園に新設の看板

（3）日立市民の生涯学習 百年塾ひろば

塙山学区では塙山団地線とともに
５月７日、市街地での市内初となる
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（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

2013.6.5（第113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。

新市民教授登録
2013年３月～４月に登録の方（敬称略）
■島﨑厚子　田尻町（園芸・ガーデ
ニング）■前田佳子　諏訪町（ネイ
ルケア・アート）■舘登和子　千石
町（英語・英文法）■大村由紀子　
東多賀町（羊毛フェルト (手工芸)）
■滑川純子　東町（表千家・茶道）

平成25年度　日立のまち案内人によるツアー予定 柴田彪　桑原洋子　疋田節子　齋藤
隆子　今村温　物井康子　上甲堯　
大和田稔　渡部正敏　永井久善

私たちは百年塾運動を応援します
2013.3.1～5.20（敬称略）

№ 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 自彊術 自分の健康は自分で守る、
簡単な全身体操 久保 春江 7/6,13,20（土）

10:00～11:30
体操のできる服装で老若男女
どなたでも

600
円 なし 20 教育プラザ

2 カラーコーディネイト 似合う色を知ってメイクを
しましょう 須田 久美子 7/6（土）

13:30～15:30 置き鏡と筆記用具 300
円

1700
円 8 教育プラザ

3 スポーツ吹矢を楽しむ 吹矢式呼吸法で万病の元ス
トレス解消！！ 小野 千秋 7/6,13（土）

13:00～15:30 なし 400
円 400円 30 教育プラザ

4 パソコンで描く水彩画 絵の具や筆なしで水彩画を
描きましょう 千葉 淳 7/10,24（水）

13:30～16:00
水彩ソフト入りPCを準備
します。

400
円

1000
円 10 教育プラザ

5 絵手紙は心のかけはし 絵手紙で“心のかけはし”を
描いてみましょう 斉藤 隆子 7/12（金）

9:30～11:00 なし 300
円 100円 10 教育プラザ

6 親子で針仕事 伝統刺し子（コースター）気
まま刺し 塩田 正子

8/3（土）
（A）10:00～12:00
（B）13:00～15:00

洋裁道具 300
円 500円

A、B
各
10組

高原自然塾

7 心豊かに楽しむ煎茶道 風雅の中で楽しむ煎茶道初
歩へのお誘い 山田 啓子

9/6,20
10/4,18（金）
9:30～11:30

白靴下、懐紙、古帛紗、茶巾、
盆巾

800
円

2400
円 15 県北生涯学習センター

8 日用雑貨で生ける花 身近な雑貨で楽しく飾るお
祝いや行事の花 大森 知子

9/7
10/5（土）
14:00～16:00

少し深めの日用雑貨や食器、
ペンチ、針金ハンガー、
花バサミ

400
円

1000
円 10 教育プラザ

9 健康マージャン教室 健康麻将（マージャン）で頭
の若さを保とう 田畑 幸三

9/12,19,26
10/3,10,17（木）
13:00～16:30

筆記用具（ノート、鉛筆） 1200
円

3000
円 12 教育プラザ

10 シャドーボックス体験 ハサミ不要の手軽に作れる
シャドーボックス 白石 知子 9/20（金）

9:30～11:30
ピンセット、
持ち帰り手提げ袋

300
円

1200
円 10 教育プラザ

11 健康ヨガ 活力と免疫力を高め、健康
で元気な生活に 萩庭 虎男

9/27,10/4,11,18
10/25,11/1（金）
10:00～11:00

バスタオル又はヨガマット 1200
円 なし 30 教育プラザ

12 足裏フットセラピー 癒しと改善両立の足裏とふ
くらはぎ刺激療法 今橋 隆道 9/29（日）

10:00～12:00
フェイスタオル２枚、
手足の爪は短く

300
円 400円 30 教育プラザ

13 よりよい日々の暮らし方
よりよい日々の暮らし方を
自ら見つめる講座 塚本 裕宥

10/4,11,18,25
11/1（金）
10:00～11:30

筆記用具 1000
円

2000
円 10 大久保交流センター

【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：６月25日（火）

受 講 生 募 集 市民教授 生き生き講座（中期）

実施予定日 内　　　　　容

6月 27 日（木）友好都市の山辺町の歴史とさくらんぼ狩りを楽しむ

7月 30 日（火）身近なところで自然エネルギー発電設備を訪ねる

8月 8日（木）東日本大震災の現地を訪ね防災への心構えを学ぶ

9月 19 日（木）茨城県北のジオパークから日立近辺のポイントを訪ねる

10 月 22 日（火）歴史が息づく鯨が丘の散策と、りんご狩り

11 月 13 日（水）市内の独創技術の企業を訪ねる

1月 26 日（日）日立南方面浜街道を歩き、古代道と駅家の痕跡を探る

2月 26 日（水）満開の日立紅寒桜と鵜獲り場を見に行こう！

平成25年度　日立のまち案内人によるツアーは毎回、市報等でお知らせ、募集します。

（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

2013.6.5（第113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。

新市民教授登録
2013年３月～４月に登録の方（敬称略）
■島﨑厚子　田尻町（園芸・ガーデ
ニング）■前田佳子　諏訪町（ネイ
ルケア・アート）■舘登和子　千石
町（英語・英文法）■大村由紀子
東多賀町（羊毛フェルト (手工芸)）
■滑川純子　東町（表千家・茶道）

平成25年度 日立のまち案内人によるツアー予定 柴田彪　桑原洋子　疋田節子　齋藤
隆子　今村温　物井康子　上甲堯
大和田稔　渡部正敏　永井久善

私たちは百年塾運動を応援します
2013.3.1～5.20（敬称略）

№ 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 自彊術 自分の健康は自分で守る、
簡単な全身体操 久保 春江 7/6,13,20（土）

10:00～11:30
体操のできる服装で老若男女
どなたでも

600
円 なし 20 教育プラザ

2 カラーコーディネイト 似合う色を知ってメイクを
しましょう 須田 久美子 7/6（土）

13:30～15:30 置き鏡と筆記用具 300
円

1700
円 8 教育プラザ

3 スポーツ吹矢を楽しむ 吹矢式呼吸法で万病の元ス
トレス解消！！ 小野 千秋 7/6,13（土）

13:00～15:30 なし 400
円 400円 30 教育プラザ

4 パソコンで描く水彩画 絵の具や筆なしで水彩画を
描きましょう 千葉 淳 7/10,24（水）

13:30～16:00
水彩ソフト入りPCを準備
します。

400
円

1000
円 10 教育プラザ

5 絵手紙は心のかけはし 絵手紙で“心のかけはし”を
描いてみましょう 斉藤 隆子 7/12（金）

9:30～11:00 なし 300
円 100円 10 教育プラザ

6 親子で針仕事 伝統刺し子（コースター）気
まま刺し 塩田 正子

8/3（土）
（A）10:00～12:00
（B）13:00～15:00

洋裁道具 300
円 500円

A、B
各
10組

高原自然塾

7 心豊かに楽しむ煎茶道 風雅の中で楽しむ煎茶道初
歩へのお誘い 山田 啓子

9/6,20
10/4,18（金）
9:30～11:30

白靴下、懐紙、古帛紗、茶巾、
盆巾

800
円

2400
円 15 県北生涯学習センター

8 日用雑貨で生ける花 身近な雑貨で楽しく飾るお
祝いや行事の花 大森 知子

9/7
10/5（土）
14:00～16:00

少し深めの日用雑貨や食器、
ペンチ、針金ハンガー、
花バサミ

400
円

1000
円 10 教育プラザ

9 健康マージャン教室 健康麻将（マージャン）で頭
の若さを保とう 田畑 幸三

9/12,19,26
10/3,10,17（木）
13:00～16:30

筆記用具（ノート、鉛筆） 1200
円

3000
円 12 教育プラザ

10 シャドーボックス体験 ハサミ不要の手軽に作れる
シャドーボックス 白石 知子 9/20（金）

9:30～11:30
ピンセット、
持ち帰り手提げ袋

300
円

1200
円 10 教育プラザ

11 健康ヨガ 活力と免疫力を高め、健康
で元気な生活に 萩庭 虎男

9/27,10/4,11,18
10/25,11/1（金）
10:00～11:00

バスタオル又はヨガマット 1200
円 なし 30 教育プラザ

12 足裏フットセラピー 癒しと改善両立の足裏とふ
くらはぎ刺激療法 今橋 隆道 9/29（日）

10:00～12:00
フェイスタオル２枚、
手足の爪は短く

300
円 400円 30 教育プラザ

13 よりよい日々の暮らし方
よりよい日々の暮らし方を
自ら見つめる講座 塚本 裕宥

10/4,11,18,25
11/1（金）
10:00～11:30

筆記用具 1000
円

2000
円 10 大久保交流センター

【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：６月25日（火）

受 講 生 募 集 市民教授 生き生き講座（中期）

実施予定日 内　　　　　容

6月 27 日（木）友好都市の山辺町の歴史とさくらんぼ狩りを楽しむ

7月 30 日（火）身近なところで自然エネルギー発電設備を訪ねる

8月 8日（木）東日本大震災の現地を訪ね防災への心構えを学ぶ

9月 19 日（木）茨城県北のジオパークから日立近辺のポイントを訪ねる

10 月 22 日（火）歴史が息づく鯨が丘の散策と、りんご狩り

11 月 13 日（水）市内の独創技術の企業を訪ねる

1月 26 日（日）日立南方面浜街道を歩き、古代道と駅家の痕跡を探る

2月 26 日（水）満開の日立紅寒桜と鵜獲り場を見に行こう！

平成25年度　日立のまち案内人によるツアーは毎回、市報等でお知らせ、募集します。


