
№ 講座名 講座内容 講師名 開催日 受講者の準備品
参加費

（教材費含む）
定員 場　所

1 ブティックレイ
粘土で焼かない洋風な人
形づくり

龍田　郁子
9/2,16,30,10/14,
28,11/11（火）
10:00～13:00

手拭き、水入れ、ヘラ、
エプロン

10,200円 10 教育プラザ

2 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
9/6,13,20,27,
10/4,11（土）
10:00～12:00

ハガキサイズの写真10
枚、又はＬ版

7,200円 10 教育プラザ

3 やさしく弾き語り
フォークソング、抒情歌、
演歌の弾き語りをやさし
く

飛田　達雄
9/10,24,10/8（水）
10:00～12:00

ギター 600円 5
シビック
センター

4 終活セミナー
エンディングノートにあ
なたの思いを記しましょ
う

杉山　正夫
9/12,26（金）
10:00～11:30

筆記用具 900円 10 教育プラザ

5 シャドウボックス体験
ハロウィンとクリスマス
の飾りもの作り

白石　知子
9/27,11/15（土）
14:00～16:00

ハサミ、持ち帰り袋 3,400円 10 教育プラザ

6 足裏フットセラピー
癒しと改善両立の足裏と
ふくらはぎの刺激療法

今橋　隆道
9/28（日）
10:00～12:00

フェイスタオル２枚、
手足の爪は短く

700円 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)をご記入のうえ、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：7月31日（木）

受 講 生 募 集 市民教授 生き生き講座（平成26年9月分）

百年塾は、生涯学習をとおして、人づくりを進め、まちづくりを推進します。

2014.6.20（第 117 号－ 4）

■小澤泰男　東町（折り紙／うぐいす笛等）

■川上勝則　千石町（二八そば打ち）

■飛田達雄　中丸町（クラシックギター）

■西野千恵子 かみあい町（ルナ･ブランカ）

■斉藤直子　日高町（子育て支援・幼児教室）

■小野千秋　川尻町（剣術・杖エクササイズ）

■小池喜美子　川尻町（骨盤歪み姿勢改善体操）

【個人】村田守　桑名勇児　神永敏光　佐藤

朝勝　阿部和宏　中嶋繁雄　尾沼信義　嶋野

末吉　湯浅和博　木下隆　豊田正夫　対馬幸

悦　黒澤秀子　佐々木早苗　初鳥小百合　関

敏夫　愛場康博　渡部正敏　木村邦男　紀本

恵子　三井與志子　栃澤森二　船渡川俊　堀

三千男　和田克夫　菊池幸子　小田切亘　政

井信子　永沼みち子　佐藤福次郎　小林れい

子　柴田百恵　石塚猛　上甲堯　藤田鎮男　

立花郁雄　西内博　平井強　會田耕三　物井

康子　柴田彪　荒蒔義春

約 400 名の市民教授が皆さんのニーズに応えた楽しく学べる各種講座を提供しています。約 400 名の市民教授が皆さんのニーズに応えた楽しく学べる各種講座を提供しています。

■百年塾サロン（窓口）では以下の業務を行っています

●推進委員の受付　　　　●講座 ・ 講演の受付
●市民教授の登録　　　　●市民教授の紹介
●各種公共施設 ・ 民間施設の紹介
●教育プラザギャラリーの利用申請
●生涯学習に関する相談

■ひたち生き生き百年塾推進本部　事務局

日立市教育委員会　生涯学習課 ☎0294（23）9150  FAX 22-0465
百年塾サロン ☎0294（23）9165  FAX 24-5200
〒317-0064 日立市神峰町 1-6-11　日立市教育プラザ
ホームページ http://www.net1.jway.ne.jp./iki100j/
E-mail iki100j@net1.jway.ne.jp

募集します！　【市民教授】あなたの持っている知識、技能を市民
の皆さんに広めてみませんか。【日立のまち案内人】日立のまち案
内人になって皆さんを案内してみませんか。どちらも百年塾サロ
ンまでお電話を。

幼稚園の先生の経験がある斉藤さんは、
おもちゃコンサルタントの資格を持ち、
身の回りの廃材を利用した、びっくり箱、
万華鏡、電話貯金箱、人形や動物など、
楽しいおもちゃの作り方を教えます。
おもちゃ作りは親子の絆を深め、子ど

もが夢中に作る様子が何よりの励みにな
るそうです。お問い合わせは百年塾サロ
ンまで。

「日立のまち案内人」の代表を務める安
藤さんは、設立以来１０年余にわたり、日
立の自然・歴史・文化財の調査・整理を
率先し、昨年「日立のまち案内人マニュ
アル」にまとめました。また、九州の出
身ながら日立市の素晴らしい自然、文化、
歴史に気づき、これを皆さんに伝えたい
と、若手の計画するツアーへの助言や支
援に力を入れています。

新市民教授インタビュー　　斉藤直子さん

日立のまち案内人インタビュー　安藤壽さん

新市民教授登録
2014.3 月～ 5月に登録の方（敬称略）

私たちは百年塾運動を応援します
2014.4.20 ～ 5.20（敬称略）

第117117号　発行日／2014.6.20
発　行／ひたち生き生き百年塾推進本部
編　集／百年塾情報部会

諏訪小学校の６年生が市民教授による墨絵の体験
をしました。割り箸の筆で下絵を描き、濃淡を
つけてすばらしい作品に仕上がりました。

諏訪小学校の６年生が市民教授による墨絵の体験
をしました。割り箸の筆で下絵を描き、濃淡を
つけてすばらしい作品に仕上がりました。

【１１７号の主な内容】

■子どもたちが可能性にチャレンジ！・・・２

■よろしく！新推進委員です・・・・・・・２

■グループ情報が使いやすくなりました・・３

■百年塾フェスタ 2014 のお知らせ ・・・３

■海外生活体験談（語学留学）・・・・３

■9 月の生き生き講座案内 ・・・・・４

■市民教授、まち案内人紹介 ・・・・４

■協賛金協力者 ・・・・・・・・・・４

　「ひたち生き生き百年塾」は、市民の皆さんがより住みよい日立市を実現するために、生涯学習

をさまざまなテーマで日常的に学習し、実践する活動です。

　その活動を応援しているのが「ひたち生き生き百年塾推進本部」です。

　「ひたち生き生き百年塾」は 1988 年に発足しました。ボランティアの推進委員が行政関係者

と意見や知恵を出し合い、よりよい生涯学習の環境づくりと運動を進めています。

　推進委員は現在約 150 名います。誰でも、いつでも推進委員として活動できます。

　あなたも推進委員になって一緒に活動しませんか。百年塾サロンへお電話ください。

「ひたち生き生き百年塾」 はこんなところです

日立市では市民全体の生涯学習を「ひたち生き生き百年塾運動」として進めています。



切り絵が開く、 私の夢

2014.6.20（第 117 号－ 2）

子どもからお年寄りまで、“いつでも・どこでも・なんでも”学びあい教えあうのが生涯学習です。

子どもたちが可能性にチャレンジ　！

（◎：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　家次

晃

【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　○木下隆　愛場

康博　今井百合子　黒澤秀子　嶋野

末吉　鈴木晴香　関敏夫　豊田正夫

松井昌夫　湯浅和博　横田純一

【ネットワーク部会】◎和田克夫　

○小田切亘　○船渡川俊　遠藤徹　

鴨志田睦美　菊池幸子　栗原由紀子

桑名勇児　佐藤禮子　永沼みち子　

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　齋藤久夫

【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　内山明　面川

道宏　鹿野和夫　菊池武士　菊池庸

子　小松弘二　小森一郎　沢畠登美

江　三戸政英　髙橋久人　多田行雄

田村久　茅根博　塚本裕宥　中嶋繁

雄　永井久善　西村友男　野崎一　

長谷川孝　疋田節子　蛭田三雄　前

田潤子　三井與志子　皆川直司　　

今回で３回目の参加となる女子

生徒の一人は「毎回毎回新しい発

見があり、自分が進歩しているの

を見つけられてうれしい」と話し

てくれました。

専門の先生方の熱心な指導とと

もに裏方の協力も欠かせません。

今回で７回を数える子どもオペラ

ですが、初回から小道具担当とし

てプロ級の腕を発揮している人も

います。有名なグリム童話『ヘン

ゼルとグレーテル』をもとにした

オペラで、毎年新しい試みを重ね

ながら公演しています。

計９推進園・校です。各推進園・校

からは意欲的な活動計画が提示さ

れました。市民教授・ゲストティー

チャー・地域講師の方々のご協力

をお願い致します。テーマとして

は、バルーンアート・親子レクリ

エーション・自然エネルギー体験・

スポーツ吹矢・ワールドキャラバン

等々多岐にわたっています。児童・

生徒は市民教授等の先生方と交流

し、貴重な経験をしていくことと思

います。活動終了後の児童・生徒の

生き生きとした活動報告を期待し

支援していきます。

中里中学校の片根侑
ゆう

莉
り

さんが、初

めて「切り絵」を教わったのは、小

学五年生の時、生徒指導の矢板睦美

先生からでした。ちぎり絵や押し花

絵など、いろいろ絵画の指導を受

け、切り絵が一番好きになりました。

昨年、夏休みに取り組んだ作品

が日立市の「わたしの町のたからも

の絵画展」への初めての出展で優秀

賞を受賞、さらに県の審査会へ出

品し、茨城県ユネスコ協会から「審

査員特別賞」を受賞しました。

侑莉さんは、「受賞作『滝のある

風景』は、パソコンで見た写真をコ

ピーして、自分で考えて作りまし

た。黒い画用紙に滝や草、花の色の

バランスを考えるのがとても難し

かったが、出来上がったときはすご

くうれしくなりました。その上、入

賞出来たことがとてもよかったで

す。切り絵は今の私にとって大切な

夢で、将来、個展もやってみたいで

す」と喜びを語ってくれました。

現在、自己流の制作をしている

が、今後は影絵などへの挑戦もして

みたいとさらなる希望を話してく

れました。

今年の「子どもオペラ」公演は

７月２６日（土）、シビックセンター

音楽ホールで行われます。

公演に向けて子どもたちが熱心

に取り組む練習を見学しました。

小４～中２までの３８名が４時間

のハードな練習を日々重ねています。

校長の半井進さんによると、練

習中、涙を流す子どももいるが、

決してつらいからではなく、感極

まって泣くのだそうです。「顔洗っ

てこい」の声掛けで、さっと切り

替わります。さらにハードな練習

でも向上心を持って取り組み、辞

める子はほとんどなく、２回３回

と参加する子が半数以上を占めて

いる事でもわかると言います。　

平成２６年度の推進園・校支援

活動を開始しました。幼稚園は、中

小路・水木・南高野の３園。小学校

は、滑川・諏訪・油縄子・東小沢の

４校。中学校は、滑川・日高の２校。

　子どもたちは学校での学びのほか、いろいろな
サークルや団体、地域の活動等に参加して自分の

可能性を広げています。生涯学習活動を通じてた
くましく成長する姿にひたちの未来を感じます。

よろしく！　Ｈ２６年度の推進委員です

歌って！踊って！子どもオペラ

受賞作を手に侑莉さんと矢板先生受賞作を手に侑莉さんと矢板先生

文化祭で「木工」を体験文化祭で「木工」を体験

熱のこもった練習風景熱のこもった練習風景

　百年塾推進園・校の支援

  多様な体験に期待

（第 117 号－ 3）2014.6.20

生涯学習は、スポーツ活動、文化活動、趣味、リクリエーション活動、ボランティア活動等の中でも行われます。

百年塾からのお知らせ

諸田なみ子　矢代克己　柳内呈留摩

渡部八郎　割貝晃　

【学校部会】◎佐藤朝勝　○今村温

○塚本久美子　○松本幸次　飯田宏

伊藤喜美子　小佐野勝春　神永敏光

國府田ヒロ子　兒玉裕文　齋藤隆子

柴田彪　田所義明　田中瑞穂　舘登

和子　塚本裕宥　豊田ハマ　山田教

中小路幼稚園　水木幼稚園　南高野

幼稚園　滑川小学校　諏訪小学校　

油縄子小学校　東小沢小学校　滑川

中学校　日高中学校

【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　家次

晃　五十嵐宏　石塚猛　内田昌弘　

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　齋藤

隆子　坂入瑞子　櫻井栄樹　佐藤恵

理子　佐藤純子　澤俊子　澤入敏雅

上甲堯　栃澤森二　直井雄一郎　沼

田充弘　平井強　蛭田悦子　藤田鎮

男　政井信子　物井康子　森秀男　

矢部悦子　山崎猛夫　吉原信明　渡

部正敏

クしていて、今年の５月にリニュー

アルし、大変使いやすくなりまし

た。検索機能を使って、団体ごとの

詳しい情報を探せます。

　６月４日、茨城キリスト教大学キ

アラ館にて今年度の「ひたち市民カ

レッジ」が開講しました。

　第７期の受講者は３８名で１０

月２２日までの毎週水曜日、まちづ

くり、一般教養、生きがい探し、自

主活動等の講座を受講します。修了

後は各方面での活躍を期待します。

昨年度に続き 「つないで創る、 ひた

ちの “いいね”」 をテーマに活動します。

■ 明日の世代を育てる活動

■ コミュニティ推進会との連携講座

■ ひたち市民カレッジの開講

■ 市民教授による生き生き講座

■ 日立のまち案内人によるツアー

■ 百年塾推進園・校支援事業

■ 子どもの国際理解を図る事業

■ 地産地消プロジェクト事業

■ 環境・エコプロジェクト事業

■ 観光プロジェクト事業

■ 働く人、若い世代への生涯学習支援

「百年塾フェスタ2014」などのイベ

ント開催や市民のニーズに応える

事業を推進します。百年塾協賛金に

ご協力をお願いします。

●個人　一口　1,000円以上

●団体　一口　5,000円以上

　※お問合せは百年塾サロンへ

【どんなシステム?】日立市内の自主

グループや団体をガイドブックと

インターネットで紹介しています。

現在登録団体数は約７００、会員数

はグループ当り平均１８人で毎月

平均２.７回の活動をしています。

【何かを始める】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、新しいグループを探して

いる、そんな方に便利です。

【仲間を増やす】既にグループで活

動をしている方、是非あなたのグ

ループも登録して、新しい仲間を迎

えましょう。グループ情報の登録

は、インターネットと百年塾サロン

で受け付けています。

日韓Ｗ杯でアルゼンチンの通訳

とし鹿島スタジアムに行ったのが

海外留学の出発点だったと高鈴町

の大久保和朗さんは話します。

その後司法通訳を経験し自分の

ボキャブラリー不足を痛感、会社

を定年退職後、早速メキシコの大

学に留学しました。路線バスで通

学する貧乏学生ぶりを心配した知

人の紹介で、勉学の傍ら現地日系

企業での通訳、日本語の先生のア

ルバイトに精をだしました。卒業

後、ヘッドハントされ現地の日系

企業にスペイン語、英語の通訳と

して就職し、メキシコ人５人の日

本の研修に同行、メキシコへ戻り

計３年間勤務して帰国しました。

【ガイドブック】グループ名、活動

日、活動場所、活動内容、問合先

などを掲載しています。ガイドブッ

クは、市内の主な公共施設の窓口に

おいてあり自由に見られます。

【インターネット】百年塾のホーム

ページから「グループ情報」でリン

メキシコ人は民族のルーツが日

本人と同じと信じている人が多く、

敗戦からいち早く立ち上がった日

本人を尊敬していることから、心

地よい留学生活ができ、たくさん

の友人とその後も家族ぐるみの交

際が続いているそうです。

何事も相手を尊敬し、お互いの

信頼関係を築いていくことが親し

くなり、友人関係を永続させるコ

ツと大久保さんは話してくれました。

　グループ情報が
　　　　　使いやすくなりました

ひたち市民カレッジ開講ひたち市民カレッジ開講

平成２６年度百年塾の主な事業平成２６年度百年塾の主な事業

百年塾協賛金にご協力を！百年塾協賛金にご協力を！

海外生活体験談海外生活体験談
  ビバ定年 ! 語学留学へ GO！  ビバ定年 ! 語学留学へ GO！

友人と一緒に（右から３人目が本人）友人と一緒に（右から３人目が本人）

百年塾フェスタ２０１４

「遊んで､学んで､ひたちの“いいね”」

10 月5日（日）10 月 5日（日）10：00 ～16：0010：00 ～16：00

■シビックセンター・新都市広場
　マーブルホール・パティオモール周辺

■ボランティア、出店募集などにつ
いては詳細決定後、案内いたしま
す。



切り絵が開く、 私の夢

2014.6.20（第 117 号－ 2）

子どもからお年寄りまで、“いつでも・どこでも・なんでも”学びあい教えあうのが生涯学習です。

子どもたちが可能性にチャレンジ　！

（◎：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　家次

晃

【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　○木下隆　愛場

康博　今井百合子　黒澤秀子　嶋野

末吉　鈴木晴香　関敏夫　豊田正夫

松井昌夫　湯浅和博　横田純一

【ネットワーク部会】◎和田克夫　

○小田切亘　○船渡川俊　遠藤徹　

鴨志田睦美　菊池幸子　栗原由紀子

桑名勇児　佐藤禮子　永沼みち子　

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　齋藤久夫

【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　内山明　面川

道宏　鹿野和夫　菊池武士　菊池庸

子　小松弘二　小森一郎　沢畠登美

江　三戸政英　髙橋久人　多田行雄

田村久　茅根博　塚本裕宥　中嶋繁

雄　永井久善　西村友男　野崎一　

長谷川孝　疋田節子　蛭田三雄　前

田潤子　三井與志子　皆川直司　　

今回で３回目の参加となる女子

生徒の一人は「毎回毎回新しい発

見があり、自分が進歩しているの

を見つけられてうれしい」と話し

てくれました。

専門の先生方の熱心な指導とと

もに裏方の協力も欠かせません。

今回で７回を数える子どもオペラ

ですが、初回から小道具担当とし

てプロ級の腕を発揮している人も

います。有名なグリム童話『ヘン

ゼルとグレーテル』をもとにした

オペラで、毎年新しい試みを重ね

ながら公演しています。

計９推進園・校です。各推進園・校

からは意欲的な活動計画が提示さ

れました。市民教授・ゲストティー

チャー・地域講師の方々のご協力

をお願い致します。テーマとして

は、バルーンアート・親子レクリ

エーション・自然エネルギー体験・

スポーツ吹矢・ワールドキャラバン

等々多岐にわたっています。児童・

生徒は市民教授等の先生方と交流

し、貴重な経験をしていくことと思

います。活動終了後の児童・生徒の

生き生きとした活動報告を期待し

支援していきます。

中里中学校の片根侑
ゆう

莉
り

さんが、初

めて「切り絵」を教わったのは、小

学五年生の時、生徒指導の矢板睦美

先生からでした。ちぎり絵や押し花

絵など、いろいろ絵画の指導を受

け、切り絵が一番好きになりました。

昨年、夏休みに取り組んだ作品

が日立市の「わたしの町のたからも

の絵画展」への初めての出展で優秀

賞を受賞、さらに県の審査会へ出

品し、茨城県ユネスコ協会から「審

査員特別賞」を受賞しました。

侑莉さんは、「受賞作『滝のある

風景』は、パソコンで見た写真をコ

ピーして、自分で考えて作りまし

た。黒い画用紙に滝や草、花の色の

バランスを考えるのがとても難し

かったが、出来上がったときはすご

くうれしくなりました。その上、入

賞出来たことがとてもよかったで

す。切り絵は今の私にとって大切な

夢で、将来、個展もやってみたいで

す」と喜びを語ってくれました。

現在、自己流の制作をしている

が、今後は影絵などへの挑戦もして

みたいとさらなる希望を話してく

れました。

今年の「子どもオペラ」公演は

７月２６日（土）、シビックセンター

音楽ホールで行われます。

公演に向けて子どもたちが熱心

に取り組む練習を見学しました。

小４～中２までの３８名が４時間

のハードな練習を日々重ねています。

校長の半井進さんによると、練

習中、涙を流す子どももいるが、

決してつらいからではなく、感極

まって泣くのだそうです。「顔洗っ

てこい」の声掛けで、さっと切り

替わります。さらにハードな練習

でも向上心を持って取り組み、辞

める子はほとんどなく、２回３回

と参加する子が半数以上を占めて

いる事でもわかると言います。　

平成２６年度の推進園・校支援

活動を開始しました。幼稚園は、中

小路・水木・南高野の３園。小学校

は、滑川・諏訪・油縄子・東小沢の

４校。中学校は、滑川・日高の２校。

　子どもたちは学校での学びのほか、いろいろな
サークルや団体、地域の活動等に参加して自分の

可能性を広げています。生涯学習活動を通じてた
くましく成長する姿にひたちの未来を感じます。

よろしく！　Ｈ２６年度の推進委員です

歌って！踊って！子どもオペラ

受賞作を手に侑莉さんと矢板先生受賞作を手に侑莉さんと矢板先生

文化祭で「木工」を体験文化祭で「木工」を体験

熱のこもった練習風景熱のこもった練習風景

　百年塾推進園・校の支援

  多様な体験に期待
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生涯学習は、スポーツ活動、文化活動、趣味、リクリエーション活動、ボランティア活動等の中でも行われます。

百年塾からのお知らせ

諸田なみ子　矢代克己　柳内呈留摩

渡部八郎　割貝晃　

【学校部会】◎佐藤朝勝　○今村温

○塚本久美子　○松本幸次　飯田宏

伊藤喜美子　小佐野勝春　神永敏光

國府田ヒロ子　兒玉裕文　齋藤隆子

柴田彪　田所義明　田中瑞穂　舘登

和子　塚本裕宥　豊田ハマ　山田教

中小路幼稚園　水木幼稚園　南高野

幼稚園　滑川小学校　諏訪小学校　

油縄子小学校　東小沢小学校　滑川

中学校　日高中学校

【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　家次

晃　五十嵐宏　石塚猛　内田昌弘　

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　齋藤

隆子　坂入瑞子　櫻井栄樹　佐藤恵

理子　佐藤純子　澤俊子　澤入敏雅

上甲堯　栃澤森二　直井雄一郎　沼

田充弘　平井強　蛭田悦子　藤田鎮

男　政井信子　物井康子　森秀男　

矢部悦子　山崎猛夫　吉原信明　渡

部正敏

クしていて、今年の５月にリニュー

アルし、大変使いやすくなりまし

た。検索機能を使って、団体ごとの

詳しい情報を探せます。

　６月４日、茨城キリスト教大学キ

アラ館にて今年度の「ひたち市民カ

レッジ」が開講しました。

　第７期の受講者は３８名で１０

月２２日までの毎週水曜日、まちづ

くり、一般教養、生きがい探し、自

主活動等の講座を受講します。修了

後は各方面での活躍を期待します。

昨年度に続き 「つないで創る、 ひた

ちの “いいね”」 をテーマに活動します。

■ 明日の世代を育てる活動

■ コミュニティ推進会との連携講座

■ ひたち市民カレッジの開講

■ 市民教授による生き生き講座

■ 日立のまち案内人によるツアー

■ 百年塾推進園・校支援事業

■ 子どもの国際理解を図る事業

■ 地産地消プロジェクト事業

■ 環境・エコプロジェクト事業

■ 観光プロジェクト事業

■ 働く人、若い世代への生涯学習支援

「百年塾フェスタ2014」などのイベ

ント開催や市民のニーズに応える

事業を推進します。百年塾協賛金に

ご協力をお願いします。

●個人　一口　1,000円以上

●団体　一口　5,000円以上

　※お問合せは百年塾サロンへ

【どんなシステム?】日立市内の自主

グループや団体をガイドブックと

インターネットで紹介しています。

現在登録団体数は約７００、会員数

はグループ当り平均１８人で毎月

平均２.７回の活動をしています。

【何かを始める】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、新しいグループを探して

いる、そんな方に便利です。

【仲間を増やす】既にグループで活

動をしている方、是非あなたのグ

ループも登録して、新しい仲間を迎

えましょう。グループ情報の登録

は、インターネットと百年塾サロン

で受け付けています。

日韓Ｗ杯でアルゼンチンの通訳

とし鹿島スタジアムに行ったのが

海外留学の出発点だったと高鈴町

の大久保和朗さんは話します。

その後司法通訳を経験し自分の

ボキャブラリー不足を痛感、会社

を定年退職後、早速メキシコの大

学に留学しました。路線バスで通

学する貧乏学生ぶりを心配した知

人の紹介で、勉学の傍ら現地日系

企業での通訳、日本語の先生のア

ルバイトに精をだしました。卒業

後、ヘッドハントされ現地の日系

企業にスペイン語、英語の通訳と

して就職し、メキシコ人５人の日

本の研修に同行、メキシコへ戻り

計３年間勤務して帰国しました。

【ガイドブック】グループ名、活動

日、活動場所、活動内容、問合先

などを掲載しています。ガイドブッ

クは、市内の主な公共施設の窓口に

おいてあり自由に見られます。

【インターネット】百年塾のホーム

ページから「グループ情報」でリン

メキシコ人は民族のルーツが日

本人と同じと信じている人が多く、

敗戦からいち早く立ち上がった日

本人を尊敬していることから、心

地よい留学生活ができ、たくさん

の友人とその後も家族ぐるみの交

際が続いているそうです。

何事も相手を尊敬し、お互いの

信頼関係を築いていくことが親し

くなり、友人関係を永続させるコ

ツと大久保さんは話してくれました。

　グループ情報が
　　　　　使いやすくなりました

ひたち市民カレッジ開講ひたち市民カレッジ開講

平成２６年度百年塾の主な事業平成２６年度百年塾の主な事業

百年塾協賛金にご協力を！百年塾協賛金にご協力を！

海外生活体験談海外生活体験談
  ビバ定年 ! 語学留学へ GO！  ビバ定年 ! 語学留学へ GO！

友人と一緒に（右から３人目が本人）友人と一緒に（右から３人目が本人）

百年塾フェスタ２０１４

「遊んで､学んで､ひたちの“いいね”」

10 月 5日（日）10 月 5日（日）10：00 ～16：0010：00 ～16：00

■シビックセンター・新都市広場
　マーブルホール・パティオモール周辺

■ボランティア、出店募集などにつ
いては詳細決定後、案内いたしま
す。



№ 講座名 講座内容 講師名 開催日 受講者の準備品
参加費

（教材費含む）
定員 場　所

1 ブティックレイ
粘土で焼かない洋風な人
形づくり

龍田　郁子
9/2,16,30,10/14,
28,11/11（火）
10:00～13:00

手拭き、水入れ、ヘラ、
エプロン

10,200円 10 教育プラザ

2 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
9/6,13,20,27,
10/4,11（土）
10:00～12:00

ハガキサイズの写真10
枚、又はＬ版

7,200円 10 教育プラザ

3 やさしく弾き語り
フォークソング、抒情歌、
演歌の弾き語りをやさし
く

飛田　達雄
9/10,24,10/8（水）
10:00～12:00

ギター 600円 5
シビック
センター

4 終活セミナー
エンディングノートにあ
なたの思いを記しましょ
う

杉山　正夫
9/12,26（金）
10:00～11:30

筆記用具 900円 10 教育プラザ

5 シャドウボックス体験
ハロウィンとクリスマス
の飾りもの作り

白石　知子
9/27,11/15（土）
14:00～16:00

ハサミ、持ち帰り袋 3,400円 10 教育プラザ

6 足裏フットセラピー
癒しと改善両立の足裏と
ふくらはぎの刺激療法

今橋　隆道
9/28（日）
10:00～12:00

フェイスタオル２枚、
手足の爪は短く

700円 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)をご記入のうえ、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：7月31日（木）

受 講 生 募 集 市民教授 生き生き講座（平成26年9月分）

百年塾は、生涯学習をとおして、人づくりを進め、まちづくりを推進します。

2014.6.20（第 117 号－ 4）

■小澤泰男　東町（折り紙／うぐいす笛等）

■川上勝則　千石町（二八そば打ち）

■飛田達雄　中丸町（クラシックギター）

■西野千恵子 かみあい町（ルナ･ブランカ）

■斉藤直子　日高町（子育て支援・幼児教室）

■小野千秋　川尻町（剣術・杖エクササイズ）

■小池喜美子　川尻町（骨盤歪み姿勢改善体操）

【個人】村田守　桑名勇児　神永敏光　佐藤

朝勝　阿部和宏　中嶋繁雄　尾沼信義　嶋野

末吉　湯浅和博　木下隆　豊田正夫　対馬幸

悦　黒澤秀子　佐々木早苗　初鳥小百合　関

敏夫　愛場康博　渡部正敏　木村邦男　紀本

恵子　三井與志子　栃澤森二　船渡川俊　堀

三千男　和田克夫　菊池幸子　小田切亘　政

井信子　永沼みち子　佐藤福次郎　小林れい

子　柴田百恵　石塚猛　上甲堯　藤田鎮男　

立花郁雄　西内博　平井強　會田耕三　物井

康子　柴田彪　荒蒔義春

約 400 名の市民教授が皆さんのニーズに応えた楽しく学べる各種講座を提供しています。約 400 名の市民教授が皆さんのニーズに応えた楽しく学べる各種講座を提供しています。

■百年塾サロン（窓口）では以下の業務を行っています

●推進委員の受付　　　　●講座 ・ 講演の受付
●市民教授の登録　　　　●市民教授の紹介
●各種公共施設 ・ 民間施設の紹介
●教育プラザギャラリーの利用申請
●生涯学習に関する相談

■ひたち生き生き百年塾推進本部　事務局

日立市教育委員会　生涯学習課 ☎0294（23）9150  FAX 22-0465
百年塾サロン ☎0294（23）9165  FAX 24-5200
〒317-0064 日立市神峰町 1-6-11　日立市教育プラザ
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募集します！　【市民教授】あなたの持っている知識、技能を市民
の皆さんに広めてみませんか。【日立のまち案内人】日立のまち案
内人になって皆さんを案内してみませんか。どちらも百年塾サロ
ンまでお電話を。

幼稚園の先生の経験がある斉藤さんは、
おもちゃコンサルタントの資格を持ち、
身の回りの廃材を利用した、びっくり箱、
万華鏡、電話貯金箱、人形や動物など、
楽しいおもちゃの作り方を教えます。
おもちゃ作りは親子の絆を深め、子ど

もが夢中に作る様子が何よりの励みにな
るそうです。お問い合わせは百年塾サロ
ンまで。

「日立のまち案内人」の代表を務める安
藤さんは、設立以来１０年余にわたり、日
立の自然・歴史・文化財の調査・整理を
率先し、昨年「日立のまち案内人マニュ
アル」にまとめました。また、九州の出
身ながら日立市の素晴らしい自然、文化、
歴史に気づき、これを皆さんに伝えたい
と、若手の計画するツアーへの助言や支
援に力を入れています。

新市民教授インタビュー　　斉藤直子さん

日立のまち案内人インタビュー　安藤壽さん

新市民教授登録
2014.3 月～ 5月に登録の方（敬称略）

私たちは百年塾運動を応援します
2014.4.20 ～ 5.20（敬称略）
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諏訪小学校の６年生が市民教授による墨絵の体験
をしました。割り箸の筆で下絵を描き、濃淡を
つけてすばらしい作品に仕上がりました。

諏訪小学校の６年生が市民教授による墨絵の体験
をしました。割り箸の筆で下絵を描き、濃淡を
つけてすばらしい作品に仕上がりました。

【１１７号の主な内容】

■子どもたちが可能性にチャレンジ！・・・２

■よろしく！新推進委員です・・・・・・・２

■グループ情報が使いやすくなりました・・３

■百年塾フェスタ 2014 のお知らせ ・・・３

■海外生活体験談（語学留学）・・・・３

■9 月の生き生き講座案内 ・・・・・４

■市民教授、まち案内人紹介 ・・・・４

■協賛金協力者 ・・・・・・・・・・４

　「ひたち生き生き百年塾」は、市民の皆さんがより住みよい日立市を実現するために、生涯学習

をさまざまなテーマで日常的に学習し、実践する活動です。

　その活動を応援しているのが「ひたち生き生き百年塾推進本部」です。

　「ひたち生き生き百年塾」は 1988 年に発足しました。ボランティアの推進委員が行政関係者

と意見や知恵を出し合い、よりよい生涯学習の環境づくりと運動を進めています。

　推進委員は現在約 150 名います。誰でも、いつでも推進委員として活動できます。

　あなたも推進委員になって一緒に活動しませんか。百年塾サロンへお電話ください。

「ひたち生き生き百年塾」 はこんなところです

日立市では市民全体の生涯学習を「ひたち生き生き百年塾運動」として進めています。
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