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1 利用者の範囲とその方法について
どなたでもご利用できます。興味、関心のある内容の市民教授

に直接お問合せください。
ただし、営利目的、政治目的、宗教目的等には活用できません。

2 講座に参加する方法について
百年塾が企画する市民教授講座がありどなたでも参加できます。
日立市報や百年塾ホームページ等で案内されます。
申し込みは百年塾サロンへお願いします。 (℡0294-23-9165)

市民教授とは

どんな講座があるの

利用したい方は

百年塾では｢学びたい｣人と｢教えたい｣人の支援をしています。

｢教えたい｣人を市民教授と呼んでいます。

市民教授は、登録制の人材バンクです。

現在、スポーツ・健康・芸術・教養・趣味・教育・国際理解な

ど、あらゆるジャンルに約２2０名の方が登録され、自ら培った特

技や知識、技能を生かし、生涯学習を通して『住みよいまちづく

り』活動に貢献していただいています。

何かを始めたい、体験してみたい、興味を深めたい…など、お

探しの内容(講師)を見つけてください。

4頁に示す講座目次からご希望の講座を見つけてください。
なお、全市民教授が記載された「市民教授名簿」はひたち生き生き
百年塾のホームページ（下記）よりご覧いただけます。

百年塾 市民教授名簿
検索

市民教授名簿



百年塾サロン TEL.0294-23-9165 FAX.0294-24-5200
〒317-0064 日立市神峰町1-6-11 日立教育プラザ内
Eメール iki100j@net1.jway.ne.jp

事務局 日立市教育委員会 生涯学習課 TEL.050-5528-5126

メニューから
興味・関心の
ある
講座を選ぶ

講座の
市民教授に
申込む

内容について
市民教授と
事前調整
内容・日程・
場所・費用など

講座の開催

直接利用する際の申込み手順

問合せ先

費用等について

費用について

★講師謝礼は無償から有償まで

講師により異なります。

講座依頼時に講師と相談して

ください。

★資料代、材料費、会場費など

は受講者の負担になります。

★百年塾企画講座の場合は
１講座１回につき
上限5,000円 （交通費込み）
です。

場所について

講師とご相談の上、会場の

選定、施設の予約は受講者

の方が行ってください。

表紙に戻る
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健康マージャン

臨床検査解説 / 禁煙指導

A 室内ゲーム

B 医 療

講 座 目 次
分類名のバーをクリックしますと市民教授・講座名掲載頁へ移動します。
青文字は本市民教授ナビに掲載されている分野です。
本「市民教授ナビ」に掲載されていない市民教授はこちらから

かげ絵劇 / 楽しいお琴教室 / 伝統文化を楽しもう

C 音楽・芸能

笑い文字

D 絵 画

いけばな（小原流） / いけ花指導

E 華 道

手作りおもちゃ

F 教育全般

企業経営

G 経営・経済

H 健康・健康体操

国際理解

I 国際交流・外国語

茶道（裏千家） / 正座しない茶道

J 茶道

スナップ写真を楽しもう / 写真指導

K 写真・ビデオ

L 手工芸

たのしい折り紙 / クラフト全般 / シャドーボックス / デコパージュ
プリザードフラワー / パンフラワー / 着物リメイク / 竹とんぼ作り・飛ばし
おもちゃドクター / 創作パズルを作ろう / 創作パズルを楽しもう！ / おり紙教室
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笑いヨガ / 自彊術 / リズム脳トレ / メンタル改善ストレッチ / アロマテラピー
ボクシングエクササイズ / 足裏健康法 / 耳つぼ顔つぼ健康法 / ゆるるヨガ。
カラダとキヅキ講座 / ヨガ・ピラティス / ハンドトリートメント
子育てママの心と身体のメンテナンス / アスリートのための体幹トレーニング
運動能力を伸ばす親子体操 / 内臓・経絡・メンタルケアストレッチ
アロマ＆ハーブ＆星詠み

http://iki100j.heteml.jp/jinzai/jinzai/meibo_SK.htm


N 書 道

＊市民教授名簿をご覧ください

O スポーツ

スポーツウエルネス吹矢

P 住まい・園芸

＊市民教授名簿をご覧ください

Q ダンス・舞踊

ポリネシアン考古学とフラ

R 地域・環境

すてきな街を作ろう / 緑のカーテンを作ろう

S 無線・パソコン

パソコン水彩画 / スマートフォン活用 / パソコン講座出前塾

T 被服・美容・ファッション

＊市民教授名簿をご覧ください

U 福 祉

＊市民教授名簿をご覧ください

V 歴史・文学

戦争体験談 / 本を作ろう / 自分史づくり

W レクリエーション

＊市民教授名簿をご覧ください

XT 団体市民教授

自然解説（地形・地質）

表紙に戻る
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M 食品・料理

簡単手作りみそ / 暮らしの薬膳料理 / 簡単にできる米麹作り
手作りうどん・そば / おうちごはん / 白神こだま酵母のパン作り / 暮らしの薬膳料理
国酒（日本酒・焼酎）を楽しもう！ / 地産地消のおすすめ

http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/N-syodou.html
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/P-residence.html
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/T-fashion.html
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/U-welfare.html
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/W-recreation.html


室内ゲーム

凡例

：講師の今までの活動実績

：講師のホームページ

：ブログ

：フェースブック

：インスタグラム

：ツイッター

：アメーバ

音楽・芸能

講 師

電話

メール

かげ絵劇

幼児・学童・一般を問わず、童話・
ふるさとの昔話・日立市近辺の歴史
物語などを美しい色彩で楽しんでい
ただきます。 また、初級程度の英
語劇もあります。

斉藤良栄

0294-35-5038

講 師

電話

メール

健康マージャン

健康マージャンは頭脳スポーツとし
てねんりんピック・国民文化祭の種
目です。脳の活性化・ボケ防止に役
立ちます。初心者にもテキストで丁
寧に指導します。

樫村 淳

090-8345-8606
kashimura@jhotmail.co.jp

講 師

電話

メール

楽しいお琴教室

ゆったりと椅子にすわって「ディズ
ニーの曲」「川の流れのように」など、
初心者から経験者まで各自にあった丁
寧な指導をします。

澤 俊子

090-6710-2332
sawatkoto@sf6.so-net.ne.jp 

活動実績

伝統文化を楽しもう！

日本の伝統楽器である「琴」(生田流)、
「三絃」(地唄)、「尺八」(琴古流)  
の起源・歴史・文化等を体験しながら
楽しんでいただきます。

柳内呈留摩

090-2499-3915
yacc-master@net1.jway.ne.jp

活動実績

講 師

電話

メール
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一

医 療

講 師

電話

メール

臨床検査解説

分かりにくい病院やドックの検査項目
を、ゆっくり、分かりやすく、丁寧に
学び合います。データは体からのメッ
セージです。特に生活習慣病の理解と
予防にお役に立ちます。

山元 隆

090-8346-7109

0808wagenpapa@gmail.com

講 師

電話

メール

禁煙指導

未成年には生涯タバコに手を出さない
ための健康と命の話。大人には和気あ
いあい受動喫煙の害、命を守る禁煙教
育。カウンセリング、ワークショップ
からさわやかに禁煙に踏み出しましょ
う。

山元 隆

090-8346-7109

0808wagenpapa@gmail.com

http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/C01.pdf
mailto:kashimura@jhotmail.co.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/A05.pdf
mailto:sawatkoto@sf6.so-net.ne.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/C06.pdf
mailto:yacc-master@net1.jway.ne.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/C05.pdf
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/B01.pdf
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/B04.pdf


絵 画

講 師

電話

メール

イベント時に「ありがとう」と
書かれたハガキにほっぺ（あ・
う）とハート（♥） を朱の筆で
書いてもらう講座です。子ども
ら大人まで参加できます。

弓野典子
090-8017-3029
norinori10013410＠gmail.com

笑い文字

講 師

電話

メール wakisadareisen1959830820@docomo.ne.jp

いけばな指導

基本的なお花のいけ方の指導から、
日常的に、ご自宅にお花をいける
ことが出来る技術を教えます。
草月流 1 級師範理事。

大森知子
090-9018-8884

華 道

いけばな（小原流）

基本を元に庭や路地にある自然の花
材を利用します。和を願う・自然に
従う・花と共に相手(人)を愛し、日本
の四季を重んずる心等、いけばなを
通して指導します。

柳内呈留摩

090-2499-3915
yacc-master@net1.jway.ne.jp

活動実績

講 師

電話

メール

教育全般

講 師

電話

メール

手作りおもちゃ

身近にある材料を利用して遊べるおも
ちゃを作ります。創造力を高め、成功
体験を通し、個人、仲間と一緒に遊べ
る楽しさを味わうことができます。

斉藤直子

090-8505-6396

活動実績

naoko3626@msc.biglobe.ne.jp
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講 師

電話

メール

『絵てがみで笑顔になろう』が
モットー。絵手紙を楽しみなが
ら、描き方や心構えを学べます。
可愛いパンダも描いてみません
か？

吉田ケイコ

0294-44-7273
keixiang56@net1.jway.ne.jp

絵てがみ

活動実績

https://www.instagram.com/gongyedianzi/?hl=ja
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014503693473
mailto:norinori10013410＠gmail.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/D12.pdf
https://waraimoji.com/instructors/detail/115/
https://ameblo.jp/norinori10013410/
https://www.instagram.com/inamo1959/?igshid=18nid0hp944un
mailto:wakisadareisen1959830820@docomo.ne.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/E10.pdf
mailto:yacc-master@net1.jway.ne.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/E07.pdf
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/F12.pdf
mailto:naochan.6-26.cheer@docomo.ne.jp
mailto:naoko3626@msc.biglobe.ne.jp
mailto:keixiang56@net1.jway.ne.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/D03.pdf
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経営・経済

講 師

電話

メール

企業経営

中小企業診断士として、創業、経営革
新、事業再生、事業承継等、経営に関す
ることなら何でも可能です。経営に関す
る問題解決はもちろん、セミナー開催、
各種補助金申請等の相談にも対応してい
ます。 滑川義裕

0294-28-0445

namekawa_mizuki@ybb.ne.jp
090-4093-8006

講 師

電話

メール

新感覚のリズムに合わせて脳トレ！
楽しみながらも、脳が活性化、笑っ
てさらに健康に！
（登録分野は健康管理）

大川貴世美

la.morde.du.moca.@gmail.com
080-5465-5184

リズム脳トレ

講 師

電話

メール

姿勢を整えることでホルモンの働き
や、全ての人が持つ本来の身体の機
能を取り戻していきます。
（登録分野は健康体操）

大川貴世美

la.morde.du.moca.@gmail.com
080-5465-5184

メンタル改善ストレッチ

講 師

電話

メール

弓野典子

090-8017-3029
norinori10013410＠gmail.com

健康体操とヨガの呼吸法を組み合わ

せて笑う。有酸素運動を取り入れて

笑えば、笑いが伝染しストレス解

消・免疫力アップで健康効果が得ら

れる講座を開催中

笑いヨガ

調子が悪い、慢性病、老化が気にな
る、ストレス、運動不足などの対策
に最適な、頭部から手足の先までま
んべんなく動かす健康体操です。

講 師

電話

メール

090-9204-0396

舟生須美子

自彊術

健康・健康体操 (1/3)

Sumiko-funyu@kde.biglobe.ne.jp

BL

講 師

電話

メール

脂肪燃焼、ストレス解消はもちろん
のこと、背中、腰、お尻、くびれに
特に効果的です。
( 登録分野はZUNBA)

大川貴世美

la.morde.du.moca.@gmail.com
080-5465-5184

ボクシングエクササイズ

講 師

電話

メール

改善を目的に足裏リフレクソロ
ジーとふくらはぎ療法を組み合わ
せたオリジナル療法を家庭でも出
来る様に指導し最後に参加者全員
に体験してもらいます。

足裏健康法

ashiura@tc4.so-net.ne.jp

今橋隆道

0294-37-0333

-8-

https://www.facebook.com/namekawa.mizuki/
mailto:namekawa_mizuki@ybb.ne.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/G02.pdf
https://namecon.jimdofree.com/
http://blog.livedoor.jp/y_name/
https://www.instagram.com/p/CJKxf27nWs2/
mailto:la.morde.du.moca.@gmail.com
https://www.instagram.com/p/CJKxf27nWs2/
mailto:la.morde.du.moca.@gmail.com
https://www.instagram.com/gongyedianzi/?hl=ja
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014503693473
mailto:norinori10013410＠gmail.com
mailto:Sumiko-funyu@kde.biglobe.ne.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/H47.pdf
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/H28.pdf
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/H51.pdf
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/H51.pdf
https://ameblo.jp/norinori10013410/
https://luna-et-lapin.amebaownd.com/
https://luna-et-lapin.amebaownd.com/
https://hitachi-warai.crayonsite.net/
https://www.instagram.com/p/CJKxf27nWs2/
mailto:la.morde.du.moca.@gmail.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/H51.pdf
https://luna-et-lapin.amebaownd.com/
mailto:%20ashiura@tc4.so-net.ne.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/H06.pdf
https://h-imahashi.com/ashiura/


健康・健康体操 (2/3)

講 師

電話

メール

ゆるるヨガ。（ヨガ）

呼吸への意識・カラダへも意識した心
体を無理なく動かす練習をして行きま
す。ご自身のカラダのパフォーマンス
upとポジィティブ思考寄りになれる事
が期待出来ます。

宮田真歩

090-4635-1922
yururu.yoga@gmail.com
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講 師

電話

メール

耳つぼ顔つぼ健康法

代替医療として検証してきた独自
の足つぼ療法を基に、耳つぼ顔つ
ぼも検証し、実際に効果があった
施術方法の強さ、速さ、回数など
具体的に指導します。

ashiura@tc4.so-net.ne.jp

今橋隆道
0294-37-0333

講 師

電話

メール

アロマテラピー

花や草から生まれた香りのエッセン
スの知識をもとに、自然の香りに親
しみ、楽しみながら、より豊かなラ
イフスタイルを、提案いたします。

和田春美

080-1308-7755
haru4314@docomo.ne.jp

講 師

電話

メール

カラダとキヅキ講座

理学療法士が教える、健康のために
必要な知識やセルフケア方法。
講座を通して、楽しくお伝えしてい
きます。

佐川修平

080-3736-3447
shuhei1183@gmail.com

講 師

電話

メール

簡単なセルフケアやボディワークで身
体を緩め軸を作り、心と身体を整えま
す。ママが自分自身を大切にすること
は家族を大切にすることに繋がります。
ママのための癒しの時間を提供します。

渡邉真里恵
090-6346-3894
rurema612@gmail.com

活動実績

子育てママの心と身体のメンテナンス

講 師

電話

メール

身体を繋げて使い、コントロール出来
る動きやすい身体を作るトレーニング
です。パフォーマンスを上げたい選手
に必要な要素をお伝えします。

渡邉真里恵
090-6346-3894
rurema612@gmail.com

活動実績

アスリートのための体幹トレーニング

講 師

電話

メール

子どもは運動能力が向上し、親は身体
が軽くスッキリする体操です。楽しく
動いて、くっついて、コミュニケー
ションを通してさらに親子の絆を深め
ます。

渡邉真里恵
090-6346-3894
rurema612@gmail.com

活動実績

運動能力を伸ばす親子体操

講 師

電話

メール

簡単なストレッチやほぐしでご自身の
内臓や気の流れを整えます。腰痛・肩
こりケアにも。内臓や気の流れは感情
とも深く繋がっているのでメンタルケ
アにもオススメです。

渡邉真里恵
090-6346-3894
rurema612@gmail.com

活動実績

内臓・経絡・メンタルケアストレッチ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010940406220
mailto:yururu.yoga@gmail.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/H46.pdf
mailto:%20ashiura@tc4.so-net.ne.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/H07.pdf
https://h-imahashi.com/ashiura/
mailto:haru4314@docomo.ne.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/H05.pdf
https://www.instagram.com/shuhei.sagawa1027/?hl=ja
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009408810399
mailto:shuhei1183@gmail.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/H38.pdf
https://hitachiphysio.com/
mailto:rurema612@gmail.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/H24.pdf
https://ameblo.jp/mariewatanabe/
mailto:rurema612@gmail.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/O14.pdf
https://ameblo.jp/mariewatanabe/
mailto:rurema612@gmail.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/F15.pdf
https://ameblo.jp/mariewatanabe/
mailto:rurema612@gmail.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/H20.pdf
https://ameblo.jp/mariewatanabe/


健康・健康体操(3/3)

講 師

電話

メール

ハンドトリート

手という小さな場所なのに、そこに
お互いが触れることの癒し効果を体
感して下さい。
アロマの香りに包まれて学ぶ楽しい
講座です。

菊池和子

080-3404-4187   
soybean-curd.3.f-s-k＠ezweb.ne.jp

活動実績

講 師

電話

メール

アロマ＆ハーブ＆星詠み

アロマと占星術をコラボさせて、今
のあなたに相応しい香りを見つける
お手伝いをしたいです。（登録分野
はアロマテラピー）

田山恵子

090-6304-6691

ta20140101＠yahoo.co.jp

活動実績

-10-

ヨガ・ピラティス

年齢問わずこれからも健康でいきい
きと暮らしたい方に最適な健康法で
す。動画や書籍ではわかりにくいポ
イントも基本から丁寧にお伝えしま
す。

南原亜佐子

080-3179-6047
asa67coo@gmail.com

活動実績

講 師

電話

メール

講 師

電話

メール

国際理解

大学、社会人生活を合せ約10年の在米生活。
アメリカの大学、アメリカでの日常生活、渡
米したきっかけや、留学、海外で仕事を経験
したことで培った体験等をお話します。価値
観の多様化、グローバル化の中で子ども達の
未来のヒントになると嬉しいです。

照山晃央

080-2391-6868
akio5633@gmail.com

国際理解

活動実績

mailto:soybean-curd.3.f-s-k＠ezweb.ne.jp
https://plaisir-reflex.com/
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/H08.pdf
mailto:ta20140101＠yahoo.co.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/H02.pdf
https://ameblo.jp/maychankawaii511/
mailto:asa67coo@gmail.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/H39.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=9130125
mailto:akio5633@gmail.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/I12.pdf


-11-

講 師

電話

メール

正座しない茶道

有結流奏風テーブル茶道。椅子座って
のお点前です。
お茶のいただき方や道具の取扱いを分
かりやすくお伝えします。
お気軽にご参加いただけます。

赤津順子

090-5507-4268
kanadesado@gmail.com

活動実績

茶道

茶道（裏千家）

利休の教えは日常生活に役立つ事柄
をお点前の内に数多く含んでいます。
茶道の素晴らしさや楽しさを知り、
心豊かな日々を過ごしましょう。

柳内呈留摩

090-2499-3915
yacc-master@net1.jway.ne.jp

活動実績

講 師

電話

メール

写真・ビデオ

講 師

電話

メール

講 師

電話

メール

スナップ写真を楽しもう

デジカメの操作をマスターして、身の
回りのもの、街で見つけた素敵な光景
をスナップしましょう。そこに撮られ
た光景にはあなたの知らない世界が広
がっています。

阿部和宏

090-8642-2418
abeka@nifty.com xp353225@yahoo.co.jp

写真指導

撮った写真(デジカメ、スマホ)の処
理、作り方、額装、展示の仕方、題
名のつけ方等を指導します。

田村 久

090-8875-3757

https://z-p15.www.instagram.com/kanadesado/?hl=ja
https://www.facebook.com/kanadesado
mailto:kanadesado@gmail.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/J08.pdf
mailto:yacc-master@net1.jway.ne.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/J01.pdf
mailto:abeka@nifty.com
mailto:xp353225@yahoo.co.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/K01.pdf
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/K02.pdf
http://abekahp.cool.coocan.jp/index1.htm
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手工芸(1/2)

講 師

電話

メール

講 師

電話

メール

講 師

電話

メール

講 師

電話

メール

クラフト全般

四季を楽しみ生活小物にペイントする
トールペイントをはじめ粘土細工など
子ども会のイベントから大人が対象の
講座まで幅広くご提案しています。

前田潤子

0294-34-5595
maeda15_hidamari@yahoo.co.jp maeda15_hidamari@yahoo.co.jp

着物リメイク

思い出の着物などをリメイクして楽
しむ一歩をご提案しています。
小物作りから洋服の型紙まで、お裁
縫の基礎からも学べます。
上級和裁士資格あり

前田潤子

0294-34-5595

シャドーボックス

お好みの同柄の葉書やプリントを複
数枚使い、切り取り、立体的に組立
て、額等にセットして、仕上げます。
高級感もあり、プレゼントとしても
喜ばれます。

白石知子

090-8175-0715
shiraishi.deco.art@gmail.com

白石知子

090-8175-0715
shiraishi.deco.art@gmail.com

デコパージュ

お好みのプリント、布や紙ナプキン
を切り、組合せデザインし、板や家
具、小物などに貼り、ニスで仕上げ
ます。作品を身近に置きますと、癒
しの空間になります。

講 師

電話

メール

講 師

電話

メール

竹とんぼ作り・飛ばし

子どもから大人までレベルに応じ
た竹とんぼを作って飛ばして楽し
みませんか。学校等での子どもた
ちへの指導や大人には性能を競う
全国的な大会もあります。

西原 功

090-3132-0545

i248ra130@gmail.com

西原 功

090-3132-0545

i248ra130@gmail.com

子どものおもちゃは遊べば壊れる
物。壊れた思い入れのあるおも
ちゃが直って子供の手に戻った時
の子どもの笑顔を見るのはドク
ター冥利に尽きます。

おもちゃドクター

講 師

電話

メール

たのしい 折り紙

大人も子供も一緒に折って遊べる
折り紙、暮らしに役立つ折り紙で
す。
折紙講師資格あります。

朝日正子

masahi-5963@net1.jway.ne.jp
一

パンフラワー（樹脂粘土）

樹脂粘土に「油絵の具」を混ぜ
合せ好みの色や形をつくり、好
みの花、小物等をつくります。
室内の飾りやプレゼントに最適
です。

園原愛子

0294-21-6740

活動実績

講 師

電話

メール 一

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010852323316
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010852323316
mailto:maeda15_hidamari@yahoo.co.jp
mailto:maeda15_hidamari@yahoo.co.jp
mailto:%20shiraishi.deco.art@gmail.com
mailto:%20shiraishi.deco.art@gmail.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/L54.pdf
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/L54.pdf
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/L16.pdf
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/L20.pdf
http://www.patentcity.jp/katudoshimin/maedajunko.htm
http://www.patentcity.jp/katudoshimin/maedajunko.htm
mailto:i248ra130@gmail.com
mailto:i248ra130@gmail.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/L17.pdf
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/L56.pdf
mailto:masahi-5963@net1.jway.ne.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/L05.pdf
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/L30.pdf


手工芸(2/2)
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シャドーボックス

複数枚の綺麗なカードや絵を切り、
立体的に組み立て、額や着色した板
に仕上げます。絵の描けない人にも
幸せを感じられる楽しい手工芸で
す。

表 栄子

080-3003-0906
arts-garden-happiness@ezweb.ne.jp

活動実績

講 師

電話

メール

デコパージュ

綺麗な絵や好きな紙ナプキン、包装紙
などを切り、板や器、小物などに貼り
上薬で仕上げます。デザインや彩色は
自由。世界で一つの作品作りを❣️

表 栄子

080-3003-0906
arts-garden-happiness@ezweb.ne.jp

活動実績

講 師

電話

メール

プリザーブドフラワー(高級ドライフラワー)

生花に特殊加工を施して生きた花のよ
うに仕上げたバラやカスミ草、紫陽花、
ガーベラなどを使ったアレンジを楽し
みます。大切にすると5年位飾れます。

表 栄子

080-3003-0906
arts-garden-happiness@ezweb.ne.jp

活動実績

講 師

電話

メール

創作パズルを作ろう

作りたい形を決め、必要な立体パー
ツを作り、それらを組み立て色々な
形を作ってみましょう。(テトラミノ、
ペントミノ、組木パズル等)

深谷政秀

0294-35-3845

活動実績

講 師

電話

メール

創作パズルを楽しもう！

基本の立方体パーツを組み立て様々な形
を創ってみましょう。
子どもから大人まで脳トレに最適です。

深谷政秀

0294-35-3845

活動実績

講 師

電話

メール 一

一

おり紙教室

幼児・小学生・高齢者等、各年代に応
じた「おり紙」を指導します。
指導時間により工夫し作品を完成、達
成感を味わい「おり紙」に興味関心が
持てるよう楽しい活動を行います。

小澤泰男

080-5004-7452

活動実績

講 師

電話

メール 一

mailto:arts-garden-happiness@ezweb.ne.jp
http://arts-garden-happines.la.coocan.jp/
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/L15.pdf
mailto:arts-garden-happiness@ezweb.ne.jp
http://arts-garden-happines.la.coocan.jp/
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/L19.pdf
mailto:arts-garden-happiness@ezweb.ne.jp
http://arts-garden-happines.la.coocan.jp/
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/L35.pdf
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/L10.pdf
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/L10.pdf
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/L06.pdf


講 師

電話

メール

講 師

電話

メール

食品・料理

日本の伝統的な発酵文化である味
噌を手作りで作ってみませんか。
添加物無し、国産米・国産大豆・
あらしお使用です。

簡単手作りみそ

hrtmt@net1.jway.ne.jp

蛭田三雄

090-6047-2738
hrtmt@net1.jway.ne.jp

蛭田三雄

090-6047-2738

出来上がるまで 48 時間かかります。
その間、原則 2 回家庭訪問をして、
麹の進み具合をチェックします。

簡単にできる米麹づくり

講 師

電話

メール

素直な気持ちでやれば、失敗しま
せん。成功体験してもらう指導を
心がけています。

手作りうどん・そば

hrtmt@net1.jway.ne.jp

蛭田三雄

090-6047-2738

講 師

電話

メール

暮らしの薬膳料理

食べ物を通して、心も体も元気になっ
てほしい。そんな願いを込めて料理教
室を開いております。
しっかり食べて、一人でも多くの方に
健康であってほしいです。

宮澤孝子

080-5499-9677
yakuzen.geo22@gmail.com

講 師

電話

メール

おうちごはん

私たちの心と体は毎日の食事で作られ
ています。子ども達に伝えたい家庭の
味で体の中から元気になりましょう！
食卓を囲みしっかり食べて、家族がみ
んな健康であってほしいです。

宮澤孝子

080-5499-9677
yakuzen.geo22@gmail.com

講 師

電話

メール

国酒(日本酒、焼酎)を楽しもう！

●健康的な日本のアルコール飲料（日本
酒、焼酎）の基礎知識と楽しみ方講義

●全国地酒を季節に合わせ試飲し、料理
との相性、美味しさを体感します。

小幡俊光

080-5548-3680
toshi.6683.obata@gmail.com

-14-

講 師

電話

メール

白神こだま酵母のパン作り

『白神こだま酵母』と国産小麦粉(米
粉)・砂糖・塩・水のシンプルな材料で
丁寧に。美味しいパン作りを目指しま
しょう！（手ごね講座4～4時間半）

山中秀子

090-4205-8948
shirakami@net1.jway.ne.jp

活動実績

講 師

電話

メール Maeda15_hidamari@yahoo.co.jp

前田潤子

0294-34-5595

地産地消のおすすめ

作物を加工してみる。コンニャク・
七味唐辛子・柚子胡椒・メンマなど、
15 年農業活動団体に属し学んだノ
ウハウと地場産の安心をご提供いた
します。

mailto:hrtmt@net1.jway.ne.jp
mailto:hrtmt@net1.jway.ne.jp
mailto:hrtmt@net1.jway.ne.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/M23.pdf
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/M22.pdf
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/M03.pdf
http://www.patentcity.jp/katudoshimin/hirutamitsuo.htm
http://www.patentcity.jp/katudoshimin/hirutamitsuo.htm
mailto:yakuzen.geo22@gmail.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/M06.pdf
https://yakuzen-geo.com/
mailto:yakuzen.geo22@gmail.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/M06.pdf
https://yakuzen-geo.com/
mailto:toshi.6683.obata@gmail.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/M19.pdf
http://www.patentcity.jp/katudoshimin/hirutamitsuo.htm
mailto:shirakami@net1.jway.ne.jp
https://www.net1.jway.ne.jp/shirakami/
http://syupan.blog116.fc2.com/
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/M20.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010852323316
mailto:Maeda15_hidamari@yahoo.co.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/L54.pdf
http://www.patentcity.jp/katudoshimin/maedajunko.htm


ダンス・舞踊

講 師

電話

メール

ポリネシアン考古学とフラ

日立一高史学部時代の発掘作業、ハワ
イ州博物館の人類学者Dr.Sinotoから
学んだポリネシア考古学と並行してハ
ワイで学んだフラが得意分野です。

小又千賀子

090-1060-8328
komata@par.odn.ne.jp

-15-

地域・環境

講 師

電話

メール

すてきな街を作ろう

コミュニティカフェや空き家を活用した
居場所やクリスマスマーケットを立ち上
げた経験に基づき居場所づくりを語りま
す。（指導分野はまちづくり）

西内 博

nrp50060@nifty.com

講 師

電話

メール

緑のカーテンを作ろう

緑のカーテンは省エネだけでなく癒し
やコミュニケーションも改善します。
茨城県の小学校にゴーヤ苗を１０年以
上寄贈し指導した経験に基づき話りま
す。

西内 博

nrp50060@nifty.com

スポーツ

スポーツウエルネス吹矢

吹矢は呼吸法で的を狙うｽﾎﾟｰﾂです｡
どなたでも無理なく、楽しみながら
行う事が出来ます。精神集中､血行
促進､細胞活性化により､ｽﾄﾚｽ解消､
老化防止､美肌効果が期待できます｡

小野千秋

080ｰ5080ｰ2810
bfrqk321@ybb.ne.jp

活動実績

講 師

電話

メール

一一

https://www.instagram.com/p/CIIwt2PDLQK/
mailto:komata@par.odn.ne.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/Q10.pdf
https://pumehana-hitachi.com/
https://www.facebook.com/hiroshi.nishiuchi.3
mailto:nrp50060@nifty.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/R04.pdf
https://www.facebook.com/hiroshi.nishiuchi.3
mailto:nrp50060@nifty.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/R02.pdf
mailto:bfrqk321@ybb.ne.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/O05.pdf
http://fukihitachi.html.xdomain.jp/index.html


無線・パソコン

講 師

電話

メール

六車正道

0294-37-1284
mugu66@gmail.com

スマートフォン活用

まったく初めての方から中級レ
ベルの方まで、要望に応じて実
施します。2、3 人ずつが要望に
添いやすいが、大勢でも可能で
す。対象は Android。

BL

講 師

電話

メール

パソコン講座出前塾

グループを作り、自分の PC を持ち
込み、学習したいコース（Excel、
Word、写真加工等）をテキストに
より学習、分からないところを丁寧
に個人指導します。

千葉 淳

080-1234-6180
chiba0279@gmail.com

講 師

電話

メール

パソコン水彩画

筆や絵の具を使用せずパソコンで
作品を制作、月２回の講座、その
過程で作成指導を行います。
作成体験の相談・対応いたします。

千葉 淳

080-1234-6180
chiba0279@gmail.com

歴史・文学

講 師

電話

メール

活動実績 HP

六車正道

0294-37-1284

mugu66@gmail.com

趣味や自分史の本を作りません
か？、例；B5 サイズで 80 頁の本を
50 冊、5 万円で作る。①製本の見積
もり発注の流れ。②ワードを使って
原稿の上手な作成法。

本を作ろう

BL
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講 師

電話

メール

戦災体験談

終戦時10歳の私が体験した戦時下及
び終戦後の家庭生活や学校生活の様
子、及び直接体験した爆弾攻撃・艦
砲射撃・焼夷弾攻撃のあり様をお話
しします。

皆川直司

0294-21-5096

活動実績

講 師

電話

メール

自分史づくり

自分史の作成プランとワークシート
・人生年表の作成
・自分史づくりの構成案
・原稿を書くときのポイント
・パソコンを活用した自分史づくり

久保 裕

090-7412-9876
kubo@mbh.nifty.com

活動実績

一

mailto:mugu66@gmail.com
http://www.patentcity.jp/muguruma/sumaho-hitachi.htm
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/s10.pdf
https://www.facebook.com/masamichi.muguruma
http://www.patentcity.jp/bloghatake/tag/sumaho/
mailto:chiba0279@gmail.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/S05.pdf
mailto:chiba0279@gmail.com
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/S08.pdf
http://www.pcart.sakura.ne.jp/
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/V10.pdf
http://www.patentcity.jp/muguruma/jihiseihon.htm
https://www.facebook.com/masamichi.muguruma
mailto:mugu66@gmail.com
http://www.patentcity.jp/bloghatake/tag/hon/
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/V04.pdf
mailto:kubo@mbh.nifty.com
http://www.cnet-hitachi.com/
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/V09.pdf


自然解説（地形・地質）

日立市にある日本最古の地層など海
岸や里山の自然を楽しくガイドしま
す。またイベント会場で石に絵を描
いたり、石と木の実を使った工作な
どを指導します。

ジオネット日立

0294-43-1868（事務局宅）
tagami@green.ocn.ne.jp

活動実績

講 師

電話

メール

団体市民教授

-17-

表紙に戻る

百年塾ホームページのトップに戻る

「百年塾」のフェイスブック 「市民教授を応援する会」
のフェイスブック

市民教授掲示板

百年塾ホームページ

参考 関係リンク集

市民教授ナビ

mailto:tagami@green.ocn.ne.jp
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/XT09.pdf
http://www.net1.jway.ne.jp/iki100j/
https://www.facebook.com/100nenjyuku/
https://www.facebook.com/groups/1279208402464063
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/keijiban.htm
http://www.net1.jway.ne.jp/iki100j/
https://www.facebook.com/Cambria.HITACHI
http://iki100j.heteml.net/jinzai/jinzai/navi/simink_navi.pdf
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