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百年塾の主なイベント（9～ 11月）お問い合わせは百年塾サロンまで
●まち案内人と歩こう「会瀬小学校を訪ねる」	 ： 9/27（水）9:00～12:00　募集20名
●茨城県北ジオパーク＆「ひたちカンブリアンロック」展（南部図書館）	：10/ 6（金）～15（日）	9:30～18:00
●駅近ハイキング「日高海岸の散策と歴史探訪」	 ：10/13（金）9:00～14:00　募集15名
●助川山市民の森と日本最古の地層ジオハイキング	 ：11/11（土）9:30～14:30　募集40名

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。

７月９日（日）夏空のもと、日立シビックセンター新都市広場、マーブルホールほかで「百年塾フェスタ2017」を

開催しました。新都市広場は夏祭りムードに溢れ、マーブルホールでは市民教授の作品展示・体験、子ども劇

場、そして大人気のお化けコーナーや宿題ヒントコーナーなど夏らしいイベントで、多くの人でにぎわいました。

子どもみこし

幸せのダイヤモンド水晶を見つけよう

ひたち舞祭

スーパーボールすくい

七夕ひろば

ゆかたショー

日立市で普及活動中の「ラジオ体操」を全員で行いました



輝く セカンドライフ

十 王町にある子 育て支 援 施 設
ＮＰＯ法人城の丘豊生会「城の丘
じゅうおうランド」。日々、子ど
もたちの賑やかな声が響くこの施
設の設立者で理事長の宮本豊幸さ
んは、郵便局を定年退職後、長年
の夢である地域に恩返しをしたい
との思いから、放課後や長期休み
を子どもたちが安心して過ごせる
「居場所づくり」を目指しました。

宮本さんのもとにはたくさんの
仲間たちが集まりスタッフとして

運営に参加、今年4月から本格的
に活動を開始しました。

自然に囲まれ広々とした施設は
大・小のホールや学習室などを備
え、カフェスペースもあります。

子どもたちはもとより、働く両
親や地域のシルバー世代の人たち

も集まって楽しく過ごせる交流の
場でもありたいと、施設内にはさ
まざまな工夫がなされ、一歩入れ
ば心地よい空気に包まれます。

入会登録制で放課後はスタッフ
が学校に迎えに行き、夕食も有料
で提供しています。食事は奥様の
道子さんを中心とした手作りで、
まさにやさしい家庭の味。地域か
らの野菜の提供など、嬉しい支援
もたくさんあるそうです。

宮本さんは「子どもたちは地域
の温かなふれあいの中で健やかに
育ってほしい。仕事と子育てで忙
しいお母さんたちには、ここでホ
ッとして明日の活力にして貰えれ
ば」と話します。

たくさんの仲間と共に夢を実現
させてゆく宮本さん。地域に生き
る喜びに溢れています。

ある日のこと、日立駅前からタ
クシーに乗りました。年配の気さ
くな感じの運転手さんで、車中、
お天気の話などの会話を交わし
ました。

「職歴は長いのですか？」と尋
ねると、会社を定年退職してか
らこの仕事を始めたとのこと。退
職した途端、友人たちから趣味
や遊びやらいろいろな誘いがあ
り嬉しく思う一方、もう少し仕事
をしたい、できれば今までと違っ
て人と接する仕事に就きたいと
思い、タクシードライバーの免許
を取ろうと決心しました。しかし
免許の取得は難しく、1年目は40
人余りの受験者で合格者ゼロ。2
年目でやっと合格することがで
きたそうです。

毎日いろいろなお客さんを乗
せて走るのは新鮮で楽しく緊張
感もあるとのこと。「友人たち
との交流の時間を作ろうと仕事
にも張り合いが出ますし、人生
で今が最高に充実していて楽し
い」と話します。セカンドライフ
のみならず、日々
このように
ありたいも
のです。

125年の歴史を刻む水木町の当
館代表、萩庭晴秀さんは地域を元
気にと今年４月に「カンブリアの
湯」としてリニューアルオープン。

日本最古とされる5億年前のカ
ンブリア紀地層の石を敷いた焼石
の湯と、その地層からの水が海へ

注ぎ、磯の滋養分を多く含んだか
じめ（海藻）湯、潮湯と、地元に
伝わる湯を再現しています。

湯面と連なる太平洋を眺めなが
ら大海のミネラルを豊富に含んだ
湯に浸かると、日本列島創生のエ
ネルギーや太古のロマンを感じ、
心と身体がいやされます。

湯のあとは、地魚を使った海づ
くし水木浜籠膳が最高です。

田尻町の菓子工房「理香」は、
フランス産クリームチーズを使用
した「濃厚なチーズケーキ」で、
日本国内に広く知られています。
この工房のケーキ作りにかける情
熱と工夫は熱く、糖質制限されて

いる人も楽しめる低糖質チーズケ
ーキも販売しています。

一方、バナナシフォンケーキは、
茨城県産米粉を使い奥久慈鶏卵で

ふっくら仕上げられて、絹のよう
な舌触りは昔からの常連を今も惹
きつけています。春から夏にかけ
てはバナナ味、秋から冬にかけて
はマロン味と季節の変化も味わえ
ます。　◆電話0294－43－3029

悠久の時をカンブリアの湯で
はぎや旅館

シリーズ私のお気に入り

今、人生が最高に楽しい！
　定年退職後、かねてからの夢を叶えようと歩み出し、仲間たちの応援

や交流を通して夢を実現させている人を取材しました。

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。

仲間と創る地域交流の場
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大ホールではコンサートも開く

バナナシフォンケーキ

円内は宮本さん

今も愛されるシフォンケーキ
菓子工房「理香」



理学療法士と作業療法士はどち
らも怪我や病気などで身体に障害
のある人を回復させるリハビリが
仕事です。

入社８年目の理学療法士の松本
智美さんと作業療法士の木下明子
さんは高校時代にこの職業を知り、
資格が取れる医療系の大学に進ん
だそうです。

理学療法士は運動で筋肉を付け
たり神経を刺激して歩けるように
する基礎の部分を担います。松本
さんは昔から運動が好きで、歩く
のを上手に
させてあげ
たいとの思
いから理学
療法士を選
びました。
一方、作
業療法士は、
着替えや食
事などの日
常の作業が出来るようにサポート
します。木下さんはもの作りなど
の作業が好きだったことから、作
業療法士を選択したそうです。

現在の職場は、産休を取ってい
る人も含めて、理学療法士が男女
半々の約20人、作業療法士も約20

人で女性が９割位だそうです。ど
ちらもやりがいのある仕事なので
長く続けたいそうです。　

若い後輩へのアドバイスとして
松本さんからは「理学療法士は人
のために働く仕事なので、普段か
ら人の役に
立つことや
人を助ける
ことを考え
て行動しま
しょう」と。
木下さんか
らは「作業
療法士の仕
事は人とし
ゃべるコミュニケーションの力が
大事なので普段から人といっぱい
関わることが大事」という言葉が
おくられました。

宮田さんは大学卒業４年目の新
鋭の言語聴覚士です。多賀総合病
院では言語聴覚士は６人でその内
男性は宮田さん１人です。

進路を決めたのは高校の進路計
画の時で、将来なりたい仕事を
色々調べた中で、世の中には自分
の知らない障害と、そのリハビリ
をする仕事があるということに興
味を持ち進路を選択したそうです。 

言語聴覚士の資格を取れる大学
は数も少なく茨城県内には無いそ
うで、資格取得者も全国的に少な
いとのことです。

言語聴覚士とは主に、脳卒中・
頭部外傷などによって起こる失語
症（ことばを「話す、聞く、読む、
書く」ことに何らかの支障や発音
がはっきりしないこと）や、物が
うまく飲み込めない嚥下障害など
の人とそのご家族に対して、それ
ぞれの方に症状に応じて訓練、指
導、助言、その他の援助を行う専
門職です。

理学療法士や作業療法士が広い

部屋で多数の患者さんが一緒にリ
ハビリを受けるのに対して、言語
聴覚士は個室で１対１でリハビリ
を行うことが多い、という違いが
あるそうです。

宮田さんは、日々勉強すること
が多く大変ですが、この仕事を長
く続けたいと話します。

宮田さんから後輩へ、「専門職
は新しい知識、技術を一生涯学ん
でいく仕事のため、学生のうちか
ら勉強する習慣を身に着けること
が大事」とのアドバイスがありま
した。

【団体】
日立土木(株)、日立高速印刷(株)
日青プラント、日立市建設業協会
(株)日立製作所、(株)ＪＷＡＹ
(株)ゆなご教材舎
(株)日立ライフ、百番食堂
(株)白土工務店、おいしい元気村
(一社)茨城県日立市医師会
日立北ロータリークラブ
三菱日立パワーシステムズ(株)
エグチコーポレーション
ベイカナーズ((株)キャビンプレス)

【個人】
愛場康博　根本弘道　柴田彪
黒澤秀子　海野洋衣　木下隆
高口定雄　野田順子　柄澤ゆかり
安部勝司　今橋知江　山田成
佐藤昌珠　白石知子　須田久美子
亀山志郎　小松博子　山元隆
山田啓子　渡部正敏　永沼みち子
湯浅和博　小林勇作　伊藤喜美子
佐藤朝勝　栃澤森二　西内博
小森一郎　仙波嘉織　稲村浤
平井幹男　國府田ヒロ子
豊田ハマ　和田智子

■渡邉真里恵/鮎川町
（硬式テニス、ボディバランス調整、骨盤
調整ストレッチ、コバ式体幹バランス）
■小泉衣恵/水戸市
（楊名時健康太極拳）
■田中洋子/川尻町
（楊名時健康太極拳）
■西野千恵子/文京区（手工芸）
■鼻和 貴子/ひたちなか市
（ハワイアンフラ）
■和田昂憲/高鈴町
（コーヒー全般）

今、人生が最高に楽しい！
　多賀総合病院の回復期リハビリテーション科を訪問し、それぞれの仕

事や後輩たちへのアドバイスなどについて伺いました。

シリーズ　頑張っています　“これが私の仕事”

リハビリで社会復帰のお手伝い

言語聴覚士

理学療法士・作業療法士

発音リハビリ中の宮田さん

新市民教授登録
2017.6 月～ 7月に登録の方（敬称略）

私たちは百年塾運動を応援します
2017.5.23 ～ 8.3（敬称略）
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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。

歩行訓練中の松本さん

手のリハビリ中の木下さん



百年塾では日立市在住の外国人
に当市に対する意見や感想を尋ね
ています。今回は、日本人と結婚
した中国・タイの陽気な主婦たち
４名、ベトナムから技能研修でき
ている20代の男女2名で、皆さん
日立の語学教室「日本語の部屋」
で学んでいます。
良いと感じられた点

【主　婦】

■美しい自然環境。温泉やジョギ
ングもできる運動公園がある住み
よい街。■公衆トイレもきれい。
中国ではトイレットペーパーが有
料。■医療施設が整い中国より安
い保険制度。■日本人は親切で優
しいとの評判は本当だった。

【研修生】

■日立とベトナムとは気候が似て
いて住みやすい。

不便と感じられた点

【主　婦】

■店舗が早く閉まるので夜の買い
物が難しい。■車がないと生活し
難い。■冠婚葬祭や七五三・成人
式などの行事が多く出費が大変。
【研修生】

■２人とも来日当初1ヶ月間大阪
で語学研修をしていたので都会と
の差で不便を感じた。
想像していたことと違う点

【主　婦】

■文化・習慣・風俗には違いがあ
るが驚くほどではない。
【研修生】

■日本人は勤
勉と聞いてい
たが若い世代
は仕事に対し
ての情熱に欠
ける。転職希
望者や結婚を
しない人が多く違和感。■ベトナ
ムは大家族主義で高齢者と若い世
代に一体感があるが、日本は核家
族。高齢者が孫の代わりに犬を連
れて散歩するのが目に付く。

印象に残った点

【主　婦】

■タイでは経験しない地震に毎回
恐怖を感じる。
【研修生】

■日本人のきめ細かい注意力が高
品質の製品を安定的に生み出して
いる。■農業面では、田植えは農
家同士が協力して行い機械化も進
んでいて見習いたい。
教育面について

■子どもの教育制度が充実。保育
所にも入れたし、学校では友だち
も多くできて助かっている。■親
の外国人に対する見方が子どもに
影響している面が感じられる。

 取材を通して

　主婦層からは生活に密着した意
見が多く、研修生からは生産活動
に関した意見が見られ、各々の環
境により視点が異なりました。　
※日立市には外国の方々に日本語
を教えるボランティア教室「さく
ら」「フレンドリーあんず」「日
本語の部屋」があり、日立国際交
流協議会のホームページに詳細が
載っています。気軽にご利用くだ
さい。

７月の日立のまち案内人の活動
は、39名が参加、エネルギー供給
の２拠点を見学しました。　　

最初に訪ねたのは、昨年３月に
本格稼働を開始した東京ガス（株）
の日立LNG基地です。タンクの屋
根の「さくら」の絵が特長の大き
な方がLNG（液化天然ガス）、小さな
方がLPG（液化石油ガス）を貯蔵、こ
の２つで熱量を調整し、気化して
都市ガスを製造します。2020年ま
でに２基目のLNGタンクの増設も
予定し、北関東対応の拠点基地と

して重要な役割を担っています。
昼食後、久慈サンピア日立の南

側の「昔流甦大地（せきりゅうよ
みがえるだいち）」の碑を見学し

ました。この碑は1976年までに埋
め立てられた久慈川の「昔の流れ
を忘れない」との想いから、1999
年に建立されました。

最後に訪ねた常陸那珂火力発電
所は、最新鋭の石炭を燃料とする
国内最大級の火力発電所です。将
来にわたり安定的供給が見込める
燃料で電力を供給しています。

両施設とも建物や各設備は強
固な耐震・津波対策を講じてお
り、防災体制も万全とのことでし
た。また、いずれも丁寧な説明と
構内案内
で、参加
者全員満
足の施設
見学でし
た。

外から見た日本と日立 ～アジアの人から見た日立～
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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（22）3111　（内線631）

　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

佐藤さん、白芳さん、鈴木さん、今廣さん

世界最大級のタンク

「昔流甦大地」の碑の前で

バンさん、ホワイさん

新たな産業と伸びゆく茨城港
（日立港区、常陸那珂港区）


