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１０月６日（日）に「百年塾フェスタ２０１３」が今年
も開催されます。今年度はフェスタテーマに「遊んで、
学んで、ひたちの“いいね”」を掲げ、楽しみながら日立

のまちづくりについて考えるきっかけとします。市民
が楽しく気軽に集い、たくさんの「日立のいいね」を再
発見・体感してもらえる場を創ります。 

もたちと会場内をパレードしたり、
いっしょに写真撮影を行います。

日立のまちには、魅力ある産品や
おいしい食べ物、名所など“いいね”
がたくさんあります。

新都市広場では、日立のブランド
品の展示・販売、地元産のおいしい
食べ物が並ぶテントや日立生まれの

スイーツとコーヒーを揃えたデーカ
フェも登場します。日立の“いいね”
をぜひ見つけてください。

また、日立の新名所となった５億
６００万年前の日本最古の地層から
出た石をプレゼント。発見者の茨城
大学の田切美智雄教授の認定書付。

新都市広場の中央は、楽しく遊べ
るものがいっぱいの「遊びのひろば」
です。なわとび、フラフープ、けん
玉、輪投げ、竹とんぼ、射的、バルー
ンアートなど、元気な子どもたちで
いっぱいになるような遊びをたくさ
ん揃えます。遊びの達人たちの技の
披露や上手になるコツの伝授、パン
ポンの模範試合や体験など、大人も
子どもも楽しめるひろばにします。

また、人々の心を癒してくれる「セ
ラピードッグ」も参加。犬との触れ

合いを通してその活動も紹介します。
子どもたちに大人気の「日立のゆる
キャラ ®」たちも登場して、子ど

シビックセンターギャラリーでは
「日立よいまち・絵になるまち写

真展」を開催します。この写真展は、
市民のみなさんから募集した日立の
豊かな自然、このまちで生活する
人々の日常など、素晴らしい日立の
風景をたくさん展示します。

マーブルホールでは１０の推進
園・校の活動や宝物をパネルにした

「学校の“いいね”」の展示をします。
日立、地域、学校の“いいね”展

で日立の魅力を実感してください。

ポポーは、北米原産の温帯果樹
で、5 月に濃い紫色の花をつけ秋に
黄緑色の実をつけます。この果実か
ら作られたポポーワインは、フルー
ティーな味と香りが特徴です。

旧十王町では町おこしの一環とし
て平成４年、ポポーワインの開発に
着手、平成９年には商品化されまし

た。その後１５年の年月を経て今年、
日立市の地域ブランド商品に認定さ

れました。また、ポポーの香りと甘
みを活かした製品作りの努力が実っ
てアイスクリームや、洋菓子なども
商品化されています。

ポポー果実の独特の香り、甘さ、
豊富に含まれるβカロテンを活かし
た健康食品などの製品の広がりとと
もに、日本から世界への市場開拓で、
地域ブランドから世界ブランドへの
広がりが期待されます。

「遊んで、学んで、ひたちの“いいね”」をテーマに再発見
百年塾フェスタ2013

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/

ようこそ 遊びのひろばに

名品・名産“いいね”大集合

日立・地域・学校の“いいね”展

ポポーワイン地域ブランドに認定

屋外特設ステージ

 ・ハワイアンフラダンス
 ・世界の国々の民族の踊り
 ・かわいいフラの天使たちと一緒
 ・和道流空手道の軽演武
 ・ひたち舞祭り
 ・被災地へ届け歌声

 ※雨天の時は、シビックセンター
 　多用途ホールに変更になります。

　ゆるきゃら ® と一緒に（フェスタ 2012）

　ポポーの実とフルーティなワイン

　日立の名産品はいかが（フェスタ 2012）
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 百年塾フェスタ2013
    学んで、遊んで、ひたちの“いいね”

●と　き　10/６（日） 10:00～16:00
●ところ  シビックセンター・新都市広場

マーブルホール・パティオモール

雛飾り・羊毛あそび・ハワイアン
リボンレイ・貝人形つるし飾り・
かんたん帯結び・飲まなくっ茶玉
露・かんたん寄せ植え・ハッピー
エンディング・エゴグラム体操・
カラーコーディネイト・カイロプ
ラクティック・バルーンアート教
室・華道流押し花・絵画・日本画・
写真・手織りのタペストリー・モ
ラ～カリブの民族手芸・スクラッ
プブッキング・クレイドール・竹
と生け花の造形・籐工芸・古民家
ジオラマ・秋咲き山野草・七宝焼・
トールペイント

●会議室１
・百年塾劇場
　（人形劇・読み聞かせ・昔ばなし）
・推進園・校発表
●会議室２
・自然エネルギーワークショップ
・健康麻雀・オセロ
※フェスタの内容・会場等は変更に
　なることがあります。

・本部・案内所
・まちの保健室
・カフェ・ドリンクコーナー
・市民教授のパン・クッキー
・日立の名産品紹介
・スタンプラリー
・日立の観光紹介・最古の地層
・自然エネルギー、緑のカーテン
・遊びのひろば
　なわとび・けん玉・輪投げ・
　竹とんぼ・フラフープ・射的
・セラピードッグ
・パンポンの実演と体験
・ゆるキャラ®と遊ぼう
　モルちゃん、ジェイ坊、ほか
・バルーンアート

・手づくり工房（展示・販売）
　市民の手づくり作品の展示と即売
・市民教授による模擬店
　そば･うどん･寿司

・フリーマーケット
・おいしい元気村

●１階ギャラリー
日立よいまち・絵になるまち写真展

●マーブルホール
・グループ情報システムのＰＲ
・推進園・校活動パネル展示
・電気エネルギー（作り方・節電）
・「理科室のおじさん」の活動
・おもちゃの病院
・まち案内人活動展示
・わくわくランド
　　（県北生涯学習センター）
・市民教授の作品展示・体験

パンフラワー・デコパージュ３Ｄ・
押し花・ステンシル・吊るし

【団体】　日立土木株式会社　日立市
建設業協会　日立健康麻将教室一同
㈱ゆなご教材舎　㈱山森　日立高速
印刷㈱　藤和建設㈱　（一般社団法
人）茨城県日立市医師会　㈱白土工
務店　日立南ロータリークラブ　　

㈱日立製作所電力システム社日立事
業所　たらふく亭鈴木章吾　日立北
ロータリークラブ　㈱日青プラント

【個人】柳川澪子　尾沼信義　黒澤
秀子　木下隆　佐々木早苗　対馬幸
悦　西原功　三井與志子　飯島洋宏

小林れい子　菊池庸子　田村久　木
村邦男　佐藤福次郎　石塚猛　小松
弘二　柴田百恵　森秀男　小佐野勝
春　嶋野末吉　永沼みち子　政井信
子　畑谷和代　堀三千男　和田克夫
平井強　小澤聰子　菊池武士　塚本
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　私たちは百年塾フェスタを応援します　2013.5.20～2013.8.15 （敬称略）
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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」が行われ３６名が参加しました。

見学場所は、日立製作所・日立事
業所・山手工場の風力発電機組立工

場・ハイブリッド発電機組立工場で
す。重電機工場の見学は初めてで、
ヘルメット・ゴーグルをつけての見
学に一同緊張しました。

茨城県企業局水戸浄水場の太陽光
発電所は、広いスペースに太陽光モ
ジュール４８００枚が並び、メガ
ソーラーの規模の大きさに圧倒され
ました。プラトーさとみの風力発電
機群は雲の中で、１機のみ発電中で

百年塾情報部会では、小・中学校
ＰＴＡ広報委員会の支援事業として、
年度当初に行う「広報セミナー」の
ほか、年間を通して出前での広報相
談を行っています。

今年度も、百年塾前副本部長の西
村ミチ江さんを講師に、６月１０日
は大久保小学校、８月４日には久慈
中学校の広報委員会の応援に出向き
ました。大久保小学校では編集中の

残り６台はブレードが霧の中で停止
していました。中里水力発電所は稼
働中で迫力がありました。

日立市周辺にある太陽光・風力・
水力の自然エネルギーを使った発電
設備を見学し、電気の重要性を改め
て認識することができました。

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改めて
学ぶ」が行われ、中学生から８０代
まで２０名が参加。久慈浜から水木、
河原子、会瀬、田尻、小木津、川尻、
伊師浜（鵜の岬）を視察しました。

久慈浜は日立市では最大の被害を
被った地区ですが、国道の修理も完
了、港の岸壁も工事が着々と進んで
おり、復興の槌音が日立港の未来を
感じさせます。会瀬海岸では護岸用
のテトラポットが海側へ流されてい
るのを見て、約４ｍの津波でも引
き波は強大なエネルギーを持つこと
がわかりました。川尻漁港では、震
災当日の生々しい港の様子をはじめ、

紙面をもとに、読みやすいレイアウ
トの仕方や写真の配置をはじめ、読
む人をひきつける見出しの付け方な

どをアドバイス。久慈中学校では、
広報紙づくりの基本のほかＰＴＡ広

最近は魚が少なく漁港は大きな課題
に直面していることも学びました。

日立市は幸いにも死者ゼロで、テ
レビ・ラジオで被害状況が報じられ
ることはほとんどありませんでした
が、当日現場にいた人の証言や、津
波で破壊された護岸を見てその脅威
を体感することができました。

参加者からは、「未来に向かって
着々と復興が進んでいることを実感
できた」「自分たちの未来に、子や
孫のために、今何が出来るかを考え

る機会が得られた」などの声が寄せ
られました。

時が経ち徐々に人々の記憶から薄
れて行く震災の脅威と教訓を、いかに
して百年･千年の後世に伝えるかとい
う大きな課題と、防災への心構えを各
自が再確認した講座となりました｡

報委員会としての視点についても話
し合われ、地域の特性を生かす記事
の工夫などがあげられました。広報
紙づくりへの熱意が伝わってきた両
校、いい広報紙ができそうです。

身近な自然エネルギー

日立のまち案内人　自然エネルギーと防災を考える

港に響く復興のつち音

久美子　横田純一　久保春江　齋藤
隆子　佐藤朝勝　船渡川俊　稲村浤
豊田ハマ　矢橋政之　真木芳子　桑
名勇児　横田勝彦　小室圭史　石禎
江　会沢珠江　田島マスミ　佐久間
美和　龍田郁子　永山幸子　杉山正

夫　内田昌弘　廣木英子　堀越道世
神谷郁子　城地京子　佐藤万里子　
吉岡瑞江　宮崎孝子　神永敏光　鈴
木輝美　田島増陸　山田成　山田啓
子　田畑幸三　小室昭子　豊田敏正
藤井敏子　阿部和宏　小松徳年　小

松博子　小松崎倶江　鈴木米征　海
野洋子　今橋知江　須田久美子　五
味未知子　白石知子　園原愛子　山
中秀子　門馬正和　大高てる子　佐
藤純子　大沢正子　長谷山利　隆珠
美　菅谷政宏

　水戸浄水場の太陽光発電所を見学

　川尻漁港にて震災当時の状況を聞く

　写真選びもなかなか大変（大久保小）

　広報紙づくりの苦労話も（久慈中）

広報紙づくりを出前で応援！
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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。

　各コミュニティ推進会では、いろ
いろな講座を企画していますが、百
年塾は４年前から連携して講座を開
催しています。本年度は２７講座を
実施する予定です。
　講師は主に百年塾の市民教授で、

「国際理解を深める」講座は、グルー
プワークで各国の食卓写真を見なが
ら国名を話し合ったり、外国人によ
る文化紹介やその国独特の料理講習。

「エコ」講座はゴーヤによるグリー

ンカーテンづくりやゴーヤ料理講習。
その他「ベビーマッサージ」、「恵方
巻つくり」や「手作りこんにゃく」
講座などです。
　生き生きと活動するきっかけとな

◇応援します！じぃじ＆ばぁばの『孫育ち』研修会（全３回）参加者の募集◇

№ 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 ヘルシー！日本酒入門 トレンディーでヘルシーな
日本酒入門 小幡　俊光

10/19,26
11/2,9（土）
15:00～17:00

筆記用具 800
円

4,000
円 12人 さくらカ

フェひたち

2 ３Ｂ体操 ３種類の用具を使用し
楽しくエクササイズ！ 根本　典子 10/23,30（水）

10:00～11:30
運動のしやすい服装、上履、
敷物、飲み物

400
円 500円 20人 教育プラザ

3 終活セミナー 楽しく自分らしく
人生ライフを考えませんか 杉山　正夫 10/29（火）

10:00～12:00 筆記用具 300
円 なし 20人 教育プラザ

4 籐工芸（花・人形） 造る楽しみ　贈る喜びを
ご一緒しませんか 海野　洋子

11/6,20
12/4（水）
13:00～16:00

エプロン、新聞紙、ハサミ 600
円

1,500
円 8人 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 12/6（金）

9:30～11:00 なし 300
円 100円 10人 教育プラザ

6 プリザーブドフラワー 赤バラと水引きと和リボン
の正月飾り 表　　榮子 12/12（木）

10:00～12:30
ハサミ、ペン、ペンチ、定規、
持ち帰り袋

300
円

2,860
円 20人 教育プラザ

7 お正月の花をいけよう お花をいけて新年を
演出してみましょう！！ 竹内紀美子 12/26（木）

10:00～12:00
20センチ直径の花器、花鋏、
剣山、花包、雑巾

300
円

1,700
円 10人 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：９月25日（水）

受 講 生 募 集 市民教授 生き生き講座（後期）

少子化の現状と子どもの特性等についての理解を深め、現代の子育てをシニア世代の目線から一緒に考えてみませんか。

回　　数 日時及び場所 内　　　容

第１回
平成 25 年 10 月 18 日（金）13：30 ～ 15：30
教育プラザ・市民ギャラリーＡ

①講師：飛田　隆先生（茨城キリスト教大学）
②テーマについてのフリートーク

第２回
平成 25 年 11 月 5 日（火）9：30 ～ 15：30
市立宮田小学校（※教育プラザ集合）

①授業の見学  ②給食の実食　
③テーマについてのフリートーク

第３回 平成 26 年１月下旬 ※開催前に連絡

　【参加料】無　料　　　【参加者】①30名程度（※先着順）　②原則として、全３回参加できる方（通年）
　【申し込み】平成25年9月12日（木）10：00から電話で住所・氏名・年齢・電話番号をひたち生き生き百年塾サロンへ（☎23－9165）

コミュニティと連携して講座開催

新市民教授登録

る豊富なメニューを用意しましたの
で、多くの皆様の参加をお待ちして
おります。

 2013年５月～８月に登録の方（敬称略）
市民教授に新たに登録された方です。
■前田佳子　諏訪町（スキンケア ア
ドバイス/パーソナルカラー/メイク
アップ）■久保田忠良　水戸市（民
間伝承医学の真偽）■杉山正夫　小
木津町（終活セミナー）■中野喜美
子　田尻町（スイーツデコ）　写真で外国の食文化を学ぶ


