
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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きらめく季節に
風薫る季節、市内では各地でさまざまなイベントが行われました。
5月20日（日）には「小木津山森フェス2018」が開催され、訪れ
た人たちはフェスを楽しみながら自然の息吹を満喫しました。
※主催：小木津山森フェス実行委員会　共催：日高学区市民自治会

左から　「日立さくらまつり」　　「ひたち国際大道芸」　　「日立の“いいね”写真展：南部図書館」

ありがとう30周年

ひたち生き生き百年塾が30周年を迎えます
百年塾では30周年を記念し、年間を通じて市民のみなさん対象

の楽しい事業を計画しています。
■百年塾フェスタ＆日立市子どもまつり2018
■講演会・講座
■カンブリアン・ロック作戦で日立をオープンエアミュージアム化
■案内拠点（御岩神社）駐在によるガイドサービス
■日立の“いいね”写真展
■推進園・校報告会2018（会場：日立シビックセンター）

百年塾フェスタ＆
日立市子どもまつり2018
平成30年10月28日（日）

10:00～15:00（予定）
日立シビックセンター・新都
市広場・マーブルホール・パ
ティオモールなど
■今年のフェスタは「日立市
子どもまつり」との共催です。
楽しいフェスタになります。
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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。

祖父母世代が現在の育児への理
解を深め、孫育てや地域の子育て
支援のヒントとなるよう茨城県が
「いばらき孫育て応援ナビ」(孫
育て手帳)を発行しました。

冊子は出生届出の際に日立市作
成の「子育てハンドブック」と共
に配布されています。そのほか高
齢福祉課・健康づくり推進課・子

育て支援課の各窓口にも置かれて
います。手帳では、祖父母世代と
親世代間の子育ての考え方や常識

の違いなどを解説。互いに理解を
深めながら子育てに関わっていく
ヒントが盛り込まれています。　
　百年塾「子育て支援プロジェク
ト」では、「孫育て手帳」を広く
活用して貰いみんなで子育てを応
援したいと、祖父母世代向けにセ
ミナーを開設します。
【セミナーの予定】
と　き：平成30年７月12日(木)　
　　　　13：30～15：00
ところ：日立市教育プラザ

大会の運営を円滑に行うための
ボランティアを募集しています。
活動内容は運営関係と広報で、個
人またはグループ・団体で下記に
お申し込みください。
【問い合わせ・申込先】
日立市総務部国体事務局
TEL：0294(22)3111(内774・587)

詳しくは日立市の公式ホームペー
ジからも見られます。
http//www.city.hitachi.lg.jp/kokutai

日立市ご当地いばラッキー

2019年９月から10月にかけて、茨城県で45年ぶりに

第74回国民体育大会と第19回全国障害者スポーツ大会が

開催されます。今年８月からは国体リハーサル大会とし

て位置づけた日立市開催競技の各大会が開催されます。

百年塾は大会の成功を願い、市民のみなさんの活躍や地

域の取り組みなどの情報をお届けしていきます。

ボランティアを募集

大会マスコット
　いばラッキー

「いばラッキー」は日立市出身の
ミウラナオコさんがデザインしま
した。

ボランティア任命式（国体開催
500日前イベント）

孫育てを応援
～子育て支援プロジェクト～

☆日立市開催競技（国体）　日程　『リハーサル大会』では有名選手が出場するかもしれません！
競技名 リハーサル大会（2018年開催） 本大会（2019年開催） 会　場

バスケット
ボール  8月 7日（火）～ 8月10日（金） 10月 4日（金）～10月 8日（火） 日立市池の川さくらアリーナ

久慈サンピア日立スポーツセンター体育館

体操競技  8月24日（金）～ 8月25日（土）
※24日は公式練習のみ  9月12日（木）～ 9月15日（日） 日立市池の川さくらアリーナ

新 体 操  8月26日（日）～ 8月27日（月）  9月 7日（土）～ 9月 8日（日） 日立市池の川さくらアリーナ
卓　 球 10月12日（金）～10月14日（日）  9月28日（土）～10月 2日（水） 日立市池の川さくらアリーナ
軟式野球 11月 3日（土）～11月 4日（日） 10月 4日（金）～10月 5日（土） 日立市市民運動公園野球場
パンポン  9月 1日（土）  8月31日（土） 日立市池の川さくらアリーナ

☆日立市開催競技(障害者スポーツ大会) 日程
競技名 本大会（2019年開催） 会　場

卓　球　（身・知・精）
※サウンドテーブルテニス（身）を含む 10月12日（土）～10月14日（月） 日立市池の川さくらアリーナ

（身）＝身体障害者が出場できる競技  （知）＝知的障害者が出場できる競技  （精）＝精神障害者が出場できる競技
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百年塾推進本部事業の一つ「日
立の“いいね”発見プロジェクト」
が、日立のうまいもの、おみやげ、
話題のスポットなどを満載した
『日立おもてなしマップ』を作成
しました。

同プロジェクトには推進委員以
外の方にも参加していただき、マ
ップ作りを通して日立の良さを再
発見し、日立市内外に発信するこ
とをめざしています。

日立市内を「十王・小木津」「中
里・日立」「日立市街」「常陸多賀・
河原子」「水木・大みか」の５つ
のエリアに分け、メンバーが各地
区を担当して史跡や景勝地、お店
などを訪ねて歩きました。

メンバーのほとんどが本格的な
マップ作りは初めてで、アドバイ

ザーの宗形憲樹（むなかたけん
じ）さんにマップ作りの基本から
指導を受け、改めて地図記号など
も学習し、市民の目線で調べてき
たことを少しずつ地図に書き込む
作業を繰り返していきました。

マップでは５つのエリアの情報
と共に日立が誇る桜や海・山など
をアピールするため、桜の名所や

「海辺のカフェ」などのほか、国
民宿舎「鵜の岬」のご協力で、鵜
の岬周辺の散策コースなども掲載
しました。

市民のみなさんのまち歩きや、
市外から来た方への案内やおもて
なしに役立てていただくため、市
内各コミュニティや公共施設、観
光スポットをはじめ市外の道の駅
などにもマップを置いていただく
予定です。

また、同プロジェクトでは今後、

2019年のいばらき国体や2020年の
東京オリンピックなどを視野に、
外国の方向けの英語版マップの作
成にも取り組みます。

２ 年 前 、 県
北 生 涯 学 習 セ
ン タ ー で 十 王
の ま ち 歩 き マ
ッ プ 作 り の 講
師 を し た 宗 形
さ ん 。 そ の 経
験 か ら 、 マ ッ

プ作りはみんなでまち歩きをしな
がら地域の情報を集め、そこに暮
らす人の目線で作ることが大切と。
利用する側の求める情報を提供し、
単なる地図ではなく温かみのある
ものにすることで、行ってみたい
気持ちを起こさせるそうです。

マップ作りの楽しさは過去を学
びながら新しい発見をし、将来の
まちづくりに繋げるというプロセ
ス。今後は、学びの一環として
ぜひ子どもたちと学区ごとのマッ
プを作ってみたいという宗形さん。
お声をかけてみてください。

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。

このほど『日立の“いいね”』が

満載のマップを完成。観光案内や

市民のまち歩きなどに広く活用さ

れることを期待しています。

平成30年度新役員・新推進委員

（○：副部会長）
【副本部長】窪田康徳　清水透

水出浩司
【会計監事】國井茂
【情報部会】小野むつ子

鈴木吉一　武士昇　山口哲司
【ネットワーク部会】豊田達哉　
【人財部会】桐上悦子　澤俊子

高木正興
【学校部会】○豊田ハマ

○坂本善久　天野高志
【産業部会】○稲川修　面川雄司

小薗江政勝
※平成30年度は継続年度につき
新役員と新推進委員のみ掲載して
います。

平成30年度百年塾推進園・校

【幼稚園】
会瀬幼稚園・田尻幼稚園

【小学校】
会瀬小学校・河原子小学校
金沢小学校・久慈小学校

【中学校】
平沢中学校・泉丘中学校
十王中学校

☆推進園・校のみなさん、よろし
くお願いします！

【個人】小松徳年　高橋友子
神永敏光　佐々木早苗　木下隆
打川栄子　高口定雄　阿部和宏
木村邦男　沢村道男　菊池庸子

日立おもてなしマップ　完成
百年塾「日立の“いいね”発見プロジェクト」

市民手づくりのマップ

行ってみたくなるマップに

宗形憲樹さん

私たちは百年塾運動を応援します
2018. 3.14 ～ 4.30（敬称略）

これは何？ここはどこ？

撮影：神永敏光さん

答えは４ページにあります。

不思議な風景写真を募集！
たくさん集めて写真展を開催
する計画もあります。百年塾
宛にお送り下さい。
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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ています。

■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 生涯学習課内

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

ひたちらしさ発信のおてつだい

日立のまち案内人　菊池庸子
日立市シティプロモーション推

進室の企画で行われた「春のプレ
スモニターツアー」で、女性のま
ち案内人２名がお手伝いする機会
をいただきました。

このモニターツアーは「東京か
ら２時間の“ちょい旅”で大人も
子どもも楽しめる穴場スポット」
として日立の魅力を発信していく
ために、首都圏で活躍する旅行ジ
ャーナリストなど９名を招いて日
立の魅力をＰＲするとともに、専
門的なアドバイスをいただくため
に行われました。

東京駅から日立までの車中では
日立鉱山の変遷から日立市の発展
について「ある町の高い煙突」の

ストーリーに準じてお話しました。
常陸牛ランチの後、大煙突や御岩
神社も紹介させていただきました。

主催者の熱意とおもてなしが伝
わってくるツアーで、まち案内人
としては「わかり易く印象深く伝
えなければ」と責任を感じ、緊張
の連続でしたが、若いライターの
方々が大いに関心を示し、日立ら
しい良さを理解してくださったの
がとても嬉しかったです。思い出

深く、貴重な案内体験をさせてい
ただきました。

■神永啓子/本宮町
（若い家庭の家事・家計）
■吉田真紀子/十王町
（ペルビックストレッチ）
■片桐幹世/会瀬町
（シニア向けピラティス）

☆まち案内人てなあに？☆

よろしく 市民教授です！

百年塾「日立のまち案内人」は、公募案内や出前講座など幅広く
活動し、市内外の方々に日立市を案内しています。

百年塾には、あらゆるジャンルに約260名（4月末現在）が登録しています。

日鉱記念館を見学する参加者

市民教授登録
2018.3 月～ 4 月に登録の方（敬称略）

夏休みいきいきワクワク講座
キッズダンス（ヒップホップ）＆

樹脂粘土でストラップ
とき：８月３日（金）
　　　　　9：30～11：30
場所：日立市教育プラザ
　　　　　　　　ギャラリーＡ
対象：幼稚園児～小学生と保護者
※詳しくは市報7月5日号で

コーヒーの香りは何かを甦らせる
和
わ だ

田昴
たか

憲
のり

さん（コーヒー全般）
コーヒーのおいしさを人々

に伝える活動を通して社会
に貢献したいと、今年、コ
ーヒー豆の販売を主とした

「T
た だ い ま

adaima c
コ ー ヒ ー

offee」 を 開 店 し
た和田さん。

学生時代の観光ビジネスや
まちづくりボランティア活
動、有名コーヒー店への弟子
入りで得た経験や知識を活か
し活躍中です。日立をイメー

ジしたオリジナルのドリップコーヒーを開発、販売する
など業界からも注目されています。　　

コーヒーの魅力は「忘れがちな事を思い出させてくれ
る飲み物」と話します。現在ほぼ月１回の講演や店での
セミナーをこなしながら新たなチャレンジに思いを馳せ
ています。

絵手紙で心を伝える
吉田ケイ子さん（絵手紙）

手紙が大好きな吉田さん
は、40代に約３年間絵手紙の
教室に通いました。「こんな
に好きなものに出会えた」喜
びとその奥深さに魅せられ、
知人と年間約300通もの絵手
紙のやり取りをしているそう
です。
「大切な人に絵と言葉で気

持ちを伝える絵手紙は、出す
こと送ることが大事です」と

話す吉田さん。心に響く絵手紙のポイントは、子どもの
ように思ったままを素直に書くことだそうです。これま
でさくらカフェほかで多く講師を務めてきましたが、昨
年11月に市民教授にも登録しました。より多くの人に絵
手紙を広めたい、体験してほしいとの熱い思いが伝わっ
てきます。

【これは何？ここはどこ？】の答え
これは「擬

ぎ

木
ぼく

」と言って、携帯
電話の基地局通信柱です。自然環
境に調和するため樹木に似せて建
てられています。場所は日立市入
四間町です。


