
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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百年塾は『探そう 創ろう 日立の“いいね”』をテーマに今年度も活動を進めてきました。市民教授による

生き生き講座、子育て支援プロジェクト、子どもの国際理解を図る事業、日立のまち案内人によるツアーや

観光・地産地消・エコプロジェクトなどなど、これからも生涯学習を通してまちづくりに繋げていきます。

【12８号の内容】

■夢を描いて　若さきらめく　・・・・・・・２

　・茨城県最強の高校生棋士・電鉄バスの運転士さん

■シリーズ　私のお気に入り・・・・・・・２

■外国人から見た日立の素顔・・・・・・・３

■ひたち市民カレッジ受講者募集・・・・・３

■募集！子どもたちの活動を支援します・・３

■市民教授の生き生き講座案内・・・・・・４

■新市民教授の紹介　他・・・・・・・・・４

百年塾の主なイベント（3～6月）・・・問合せは百年塾サロンまで
●日立の“いいね”写真展（日立の美しい風景など約100点を展示）
　・3/15（水）～4/21（金）9:00～21:00　・大みか交流センター　
●日本最古の地層に触れる新緑の神峰鞍掛山ジオツアー
　・５/14（日）9:00～14:30　・募集30名　・詳細は4/20市報にて
●広報セミナー（よくわかる広報紙づくり）: 小・中学校PTA、一般の方対象
　・6/3（土）13:30～15:30　・多賀図書館4F大ホール

百年塾フェスタ2017

今年の百年塾フェスタは
夏祭りのムードがいっぱい！

体験、遊び、模擬店など
（今年は秋から夏に変わります）

●７月９日（日）10:00～16:00
●新都市広場・マーブルホールなど

百年塾2016の活動

「推進園・校」１年間の活動成果を発表

おさかな講演会と調理実習 助川交流センターでの写真展 子育て支援の研修（せいじ園）

カンブリアンロック展（ぷらっとひたち）

ひな祭り講座の手づくりケーキ
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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。

夢を描いて 若さきらめく
子どもの頃の小さなきっかけや体験で、自分の特技や好きなことを

見つけ、未来への夢につなげている若い二人を訪ねました。
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さん（川尻町）は、茨
城県のアマ将棋界ではNo１の強
豪で、現在茨城高校の１年生です。

茨城中学３年生の時、第28回ア
マ竜王戦茨城大会において史上最
年少で優勝という快挙をなしとげ、
高校１年生の昨年も優勝し２連覇
を達成しました。また、昨年のア
マ名人茨城県大会でも優勝、今年
１月の北関東大会に茨城県代表と
して出場し準優勝しました。いま
やアマ将棋界では全国的に注目さ
れる存在となっています。

将棋を覚えたのは、小学２年生

の時、お父さんにマグネットの将
棋盤を買って貰ったことがきっか
けです。近所に住む将棋の強いお
じさんに教えて貰っているうちに
将棋の面白さにはまり、メキメキ
上達し各アマ棋戦で活躍。プロ棋
士になる夢を持ちましたが、年齢
的に無理と判断して今は大学進学

を第一の目標としています。得意
科目は数学と物理です。

将棋をやって良かったのは将棋
を通して、世代を超えてアマの強
豪やプロ棋士と出会えたことと、
応援してくれる家族や仲間たちが
いることです。

目標は、茨城県代表として全国
大会に出場して良い成績を収め、
アマも参加できるプロ棋戦に出場
してプロと対戦して勝つことだそ
うです。

まだあどけなさが残る天野倉さ
んですが、盤面に向かうと鋭い目
つきになって駒を並べ始めたのが
印象的でした。

日立市内を走るたくさんの路線
バスの中に、運転士として１年目
の新人村田 忍さんがいます。

幼い頃からお父さんと叔父さん
が運転士として働く姿を見て憧れ、
いつか自分もなりたいと思ってい
た村田さんは高校卒業後、日立
電鉄交通サービス株式会社に入社。
３年間の研修や訓練を受けながら
大型２種免許を取得し、昨年から
市内路線バスの運転士として乗務
しています。

初めの頃は安全運転に集中した

ためお客様に目がいかないことも
あったそうですが、安心して乗っ
ていただくことをモットーに、常
に目配りを心がけています。

最近はバスの利用経験の少ない
人が増えたせいか乗り降りでまご
つく人も多く、親切丁寧な対応が
より必要と感じているそうです。
日立電鉄では小学校でバスの乗り
方教室を開催し、公共交通でのマ
ナーや理解を深めてもらうように
しています。また、降りる時に時
間を取られないようにとの思いか
らか、バスが止まる前に立ち上が
る人もいますが、転倒事故につな

がるので必ず止まってから立って
ほしいと話します。

運転していて楽しいのは車窓か
ら見る街並や景色、嬉しいのは降
りる時にお客様が「ありがとう」
と言ってくれることです、と話
す村田さん。会社からもお客様か
らも認められることを目標に持ち、
いつか観光バスに家族を乗せて走
る夢を描いて、フレッシュな運転
士さんは今日も市内を走ります。

十王町友部の小高い丘の中腹に
真言宗明徳山法鷲院（ほうじゅい
ん）の五重の塔が見えます。

平成元
年に13億
円で建立
され高さ
3 3 ｍ の
塔です。
3 3 m は
108 尺 で
あり、つ

まり108の煩悩を表しています。
木造で形は京都・醍醐寺風の華麗
な姿で、境内の庭には弘法大師の
行脚時代の銅像もあります。日立
市出身の吉田正の菩提寺でもあり
ます。何かと悩みの多い現在です
が、塔を眺めていると煩悩が一つ
ずつ無くなっていく気がします。

おにぎりとコッペパンのお店
「華まる笑店」は昨年12月に日立
市民球場前にオープンしました。
懐かしさと親しみを感じるお店の
手づくりメニューは、愛情たっぷ
りでボリューム満点、昼時になる

と行列が出来るほどです。人気メ
ニューは“ツナ＆味噌にぎり”
“常陸牛メンチ勝サンド”です。
昔ながらの懐かしさと次の日まで

美味しいパンを心がけていると話
してくれました。営業日は木～日
の11時から売り切れ次第。暖かく
なればテラス席も利用できます。

シリーズ私のお気に入り

十王の華麗な五重塔

愛情満点、お母ちゃんの味

目標はプロに勝つこと
茨城県最強の高校生棋士

夢は家族を乗せた
観光バスを走らせること

対局中の天野倉さん

静かにたたずむ

職場の温かな眼差しに囲まれて発車！

白田圭
よ う こ

器子さんと商品のパン
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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。

外国人から見た日立の素顔
百年塾では日立市に在住する外

国人にアンケートを実施し、当

市に対する意見や感想をたずね

ました。その結果18カ国、59名の

方から貴重な回答が得られました。

（図1）

―良いと感じられた点―
日立特有の海と山に囲まれた美

しい自然環境や外国人に対して親
切との評価は、全地域・全世代の
人たちから賞賛されました。アジ

ア系の人たちからは治安のよさ・
きれいな街・ゴミ処理方法などが
好評でした。これら外国人から見
た日立市の魅力や好まれた点は、
私たちが常日頃当たり前と感じて
いることばかりでした。（表１）
―悪いと感じられた点―
筆頭はあらゆる面で英語表示が

ないことでした。訪日当初はバス
や電車の路線も分からず、商品も
日本語ばかりで買物も難しく、レ
ストランでも英語のメニューがな
いので注文も苦労したようです。

役所での手続も日本語様式しか
ないので届出も困難。若い世代か
らは映画館がなく、夜開いている
店が少ないとの意見。また居住

環境によっては車がないと生活で
きないとの意見も。過疎化の進行
により商店が減り買物が不便、国
道6号の渋滞でバスが遅れるなど、
当市の構造的な問題点も挙げられ
ています。（表2）
―想像していたのと違う点―

日本は先進技術国、いたる所で

ロボットが活躍していると想像し
てきたが意外と遅れている面もあ
るとの指摘もありました。いまだ
に現金決済が主流だし、暖房には
まだ化石燃料が使われている。公
式書類は紙で電子書類が認められ
ないし、サインではなく印鑑が必
要など。また時代遅れのＦＡＸ機
をまだ使っているとの驚きもあり
ました。文化・習慣・風俗の違い
も戸惑いと驚きになったようです。
私たちが海外に行った場合も同様
の印象をもつので当然なことと思
われます。
―印象に残った点―

春のさくらまつりは大勢の人か
ら人気です。また景観のよい日立
駅舎やシビックセンターも好評で
す。回転寿司やラーメンなどの日
本食にも興味が持たれています。

このように外国の方からの意見
は私たちの気付いていない点を再
発見するよい機会となりました。
外国人も賞賛する素晴らしい自然
環境を生かす工夫や、英語が通じ
る国際都市に変えていくことも必
要です。また国際結婚をされた方
からは日本の教育制度が良く、子
どもも学校を楽しんでいるとの評
価のある反面、馴染めないとの声
もあり複雑な面も見られます。

百年塾ではこれらの結果を踏ま
え、外国人が住みやすいよう暮ら
しの情報提供を考えていきます。

子どもたちのために活動してい
る役員さんのお手伝いをします！
■内　容：企画の相談
　　　　　行事等への人材派遣
　　　　　経費支援5,000円限度
■対　象：６月１日以降の活動
■募集数：10団体　多数時抽選
■申込〆切：５月11日(木)
■お問合せ：百年塾サロン
（☎23-9165平日9：30～17：00）

昨年度は絵画教室や、バルーン
アート、ケーキ作り等を体験しま
した。出来上がった時の子どもた
ちの表情は格別でした。詳細は百
年塾ホームページをご覧下さい。

（図１）アンケート協力者内訳

（表１）良いと感じられた点

（表２）悪いと感じられた点

・海と山に囲まれた美しい自然環境 45%

・人々が穏やかで親切 27%

・街が清潔できれい 24%

・治安がよく安全で静か 19%

・食べ物が清潔で美味しい 15%

・ルールを守り正直な国民性 12%

・全てに英語表示がない 15%

・公共交通機関が不便で車が必要 14%

・映画館などの娯楽施設がない 10%

・過疎化で商店が減り買物が不便 8%

・英語が通じにくい 7%

平成29年度
受講者募集

ひ た ち 市 民 カ レ ッ ジ
生きがい探し 仲間と出会い 楽しく学ぼう

■開 講 日 ６月７日～10月26日（毎水曜日9：30～14：10、注:10/26のみ木曜日）
■場　　所 主に茨城キリスト教大学（JＲ大甕駅隣接）ほか市内の公共施設
■講座内容 ①一般教養　②趣味と体験　③日立市・地域コミュニティの状況
 ④まちづくりへの取り組み　⑤ボランティア活動　⑥健康づくり
 ⑦バスツアー体験　⑧仲間づくりの自主活動講座など
■講　　師 大学教授、市民教授、日立市職員・市民活動関係者など
■募集人員 42名　概ね50～75才の方
■受 講 料 日立市内の方　7,000円、日立市外の方　10,000円
　　　　　　（そのほかに自主活動費、教材費などの自己負担があります）
■申 込 み  5月19日（金）までに、はがき、FAXまたはＥメールで「市民カレッジ

申込み」と氏名、性別、生年月日、住所、電話番号を記入して申し
込みください。（公共施設に「募集チラシ」があります）

 〒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 せ 百年塾サロン　☎0294-23-9165（詳細をホームページに掲載中です）
■共　　催 茨城キリスト教大学

募集
子どもたちの楽しい
活動を支援します！
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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。

■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

●市民教授の登録、 紹介

●講座 ・ 講演の受付

●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

319名の市民教授が皆さんのニーズに応えた楽しく学べる講座を開催しますのでご参加ください。
No. 講座名 講座内容 講師 開催日 開催時間

1 オセロ講座 初心者向けにゲームの指導をします 安部 勝司 4/2.16.23.30	5/7 13:00～16:30

2 楽しいスクエアダンス スクエアダンス初歩を学び楽しさを知ろう 亀山 志郎 4/7.21	5/12.	26	6/2.16 13:00～15:00

3 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 4/14.28 13:30～16:00

4 やさしい臨床検査の話 臨床検査項目を知れば見えてくる健康ライフ 山元 隆 4/15.22	5/13 10:00～12:00

5 楽チン簡単低糖食料理 最新の情報を基に美味しい低糖食を作ろう 野中 靖夫 4/22	5/6.13 11:00～13:00

6 ゆるヨガ。 身体も心もリフレッシュ。ヨガ後の爽快感を！ 宮田 真歩 5/15.22.29 10:00～11:00

7 季節の薬膳料理教室 地元の食材で薬膳料理を楽しみましょう！ 宮澤 孝子 5/24	6/28	7/26 11:00～13:00

8 海と星座のアロマ 飾れるバスソルト。星座のアロマコロン作り 田山 恵子 5/26	6/2 10:30～12:00

9 スポーツ吹矢式健康法 吹矢式呼吸法で万病の元ストレス解消!！ 小野 千秋 5/27 9:30～12:00

10 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 5/27	6/3.10 10:00～11:30

11 白神こだま酵母のパン 国産小麦粉とシンプルな材料で手ごねします 山中 秀子 6/1 10:00～14:00

12 立ちびなのつるし飾り 立ちびなのつるし飾り。男びなと女びな三人官女 鈴木 輝美 6/1.8.15.22 13:00～15:00

13 財布にやさしい暮らし 経済的な暮らしのヒントを考える講座です 塚本 裕宥 6/4.11 10:00～12:00

14 茨城の古代地名発掘 地名が語る古墳時代前期に開発された日立 高口 定雄 6/6 10:00～11:30

15 健康マージャン教室 健康麻将（マージャン）で脳の若さを保とう 樫村 淳 6/6.13.20.27	7/4.11 13:00～16:30

16 籐アートフラワー 籐で花を編み染色、組み立て、デザインまで 海野 洋衣 6/11.18 13:30～15:30

17 やさしいダンスおどり 歌謡曲演歌童謡等やさしい曲。発表会などに活用OK 岡本 静江 6/12.19.26 10:00～11:20

18 自彊術（じきょうじゅつ）健康体操「自彊術」で若返りましょう 舟生 須美子 7/1.8 10:00～11:30

19 Ｌｅｔ’sペインティング 傘にペイント数種類の図案からオンリーワン 前田 潤子 7/5 9:30～12:00

20 ハンドトリートメント ハンドトリートメントで身近な人に癒しを 菊池 和子 7/13 10:00～11:30

21 賢く育つ健脳薬膳料理 健脳薬膳で脳の働きアップ！賢く元気になあれ！ 綿引真理子 8/4 9:30～12:30

22 手作りおもちゃ 風船サッカーボール、キラキラボトルなど制作 斉藤 直子 8/28 13:30～15:00

23 昭和の名曲を歌おう！ 昭和の名曲をギター伴奏で歌いましょう 飛田 達雄 8/10.24.31 10:00～11:30

24 再発見！日本茶の魅力 日本各地の茶を楽しみ喫茶の体験や効能等を学ぶ 山田 啓子 9/15	10/20	11/17 13:30～15:30

25 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 9/24 10:00～12:00

26 季節を生け花で演出！ 季節先取りのお部屋アレンジ。生け花でお手伝い 大森 知子 9/30	10/5 14:00～16:00

27 ひのき香るバスinサシュ 手軽に森林浴！ひのき香るバスinサシュ（匂い袋） 益子 成美 10/4 10:00～11:30

28 ホームヨガ入門 ポーズと呼吸と読誦による瞑想を学習 山口 誠二 10/5.12.19.26 10:00～11:30

29 大人のかわいい粘土の絵 粘土を使いぬり絵の感覚で絵を描きます 佐藤 昌珠 10/8 10:30～12:00

30 プリザーブドフラワー ピンクのバラとマーガレットのアレンジ 表 榮子 10/12 10:00～12:30

31 骨盤イキイキ女子ヨガ 女性限定！心と体を癒し元気に輝く自分へ 小沼 康子 10/16 10:00～11:30

32 大人の粘土あそび 粘土をこねて型にする喜びをぜひあじわって 龍田 郁子 10/31	11/14 13:00～15:00

33 チーズに親しむ 世界の代表的なチーズを3回に分けいただきます 木榑 博 1/25	2/8.22 10:00～12:00

【申し込み】 市報または百年塾ホームページに詳細案内（会場､ 募集人数､ 準備品､ 参加費ほか）を掲載しますのでご確
認ください。問合せは百年塾サロンまで（連絡先は下記）

■綿引真理子/水木町
（食育教室、子ども・学生料理教
室、薬膳料理、育脳料理教室）
■今橋隆道/多賀町
（耳つぼ顔つぼ健康法）
■志賀淳子/日高町

（小学生親子の悩み相談）
■柴田正子/日高町

（コーチング（対人関係）、怒鳴らな
い子育て、相談員のための聞き方）
■菊池和子/日高町
（ハンドトリートメント）
■柴田主靖/日高町
（怒鳴らない子育て）

【個人】佐藤純子

新市民教授登録
2016.12月～2017.2月に登録の方（敬称略）

私たちは百年塾運動を応援します
2017.1月（敬称略）

市民教授を募集します！
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。 百 年 塾 サ ロ ン ま で
お電話を。

受 講 生 募 集 市民教授 生き生き講座（平成29年度計画）


