
楽しく体験 広がる笑顔
～百年塾フェスタ 2022part２～

　２月11日（土）・12日（日）に日立シビックセンターの１階ギャラリー、会議室で「百年塾フェスタ2022part２」を開催しま

した。“楽しく 学んで 体験しよう！”をテーマに百年塾市民教授の作品展示や体験コーナーで会場は賑わいました。
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　生き生きワクワク講座・コミュニティとの連携講座他

「ひたち生き生き百年塾」でいっしょに活動しませんか

　『ひたち生き生き百年塾』は「生き生きと人生百年を生き、百年先を見通したまちづくりを進める

ために、今を大切に、共に学んでゆく場」という意味を込めて１９８８年に発足しました。

　私たちが生きがいのある生活を過ごせるよう、行政と協働して、学習生活を活性化するための支

援をおこなっています。そして私たち百年塾の推進員も自ら楽しみながら生涯学習をとおして、

みんなで住みよいまちづくりを目指しています。

　推進委員は現在約 90 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。

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。

日立市民の
生涯学習
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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。

百年塾フェスタ 2022 part2

みんな元気！にぎわうブース

難しい！木工パズルで脳トレ

フラワーボックス作りって楽しい！ 技術に驚嘆！パッチワークの世界 羽ばたく鶴の折り紙に挑戦

本格茶道をテーブルで体験

できるかな？ドローン操縦

キラキラペンダントづくり

（初崎海岸の高温水晶）

新しい仲間に出会って楽しく学ぼう！
ひたち市民カレッジ 15期生募集受講者

募　集

　ひたち生き生き百年塾では茨城キリスト教大学との共催に
より、大学キャンパスでの講義、施設の見学、自主企画など
を通じて、楽しい仲間づくりが出来ることを目指しています。
茨城キリスト教大学教授による「宮沢賢治の世界」や「川瀬
巴水と茨城人の原風景」などの講義は毎年人気があります。
募集は４月から始まります。
◆期　　間　６月１４日～１０月４日
◆場　　所　茨城キリスト教大学、日立市教育プラザ他
◆募集人員　３０名程度
◆講 師 陣　茨城キリスト教大学の教授・市民有識者・
　　　　　　百年塾市民教授・行政職員など
◆内　　容　「地域に学ぶ」「新しい知識」「出会いと感動」
　　　　　　「仲間づくり」
◆受 講 料　６,０００円（日立市外の方は８,０００円）
◆共　　催　茨城キリスト教大学
◆申 込 み　詳細は、市報 4/20 号及び百年塾ホームペー
　　　　　　ジや４月に交流センターに配布の「募集チラ
　　　　　　シ」をご覧ください。
◆問 合 せ　百年塾サロン　TEL 0294－23－9165

中国の小学校ってどんなとこ？
―百年塾世界おもしろ発見クラブ―

　11月20日（日）の世界おもしろ発見クラブ
は、中国で教師をしていて2008年に日本に来
た顔淑英さんの中国の小学校のお話でした。
　朝は家では食事をしないで学校へ行き、教
室で教科書を大声で音読した後、食堂で食事
すること、テストの結果は壁に貼られること、
テストを返す時も点数を言われること（えーっ
と驚きの声があがる）。教科書は学校に置い
て帰り、宿題だけをバッグに入れて家へ帰る
ので日本のように重いランドセルは背負わな
くて済むこと（みんなこれは良いなぁという
反応）。学校では、１年生は鉛筆を使います
が２年生になるとボールペンを使います（消
しゴムで簡単に直せないので集中しなければ
なりません）。そして能力があれば飛び級が
できることな
ど、文化が違
うと学校の生
活も違うこと
を知ることが
できました。

■私たちは百年塾を応援します  2022.11.21～2023.3.4 （敬称略）

【個人】　檜山章一、北見慈郎
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11月27日(日)ひたち生き生き百
年塾と県北生涯学習センター共
催の地域エキスパート養成講座
PART2が県北生涯学習センター
で開催されました。ジオネット日
立の塙勝利さんは10年間の活動を
通して得られた「技術力の練磨と
豊かなエネルギーに満ちた県北地
域に秘められたトレジャーの発掘
と活用」を提言。NPO法人ドロー
ンアカデミー理事長の柴田裕一工
学博士のドローンを活用した大子
町のりんご園でのりんごの受粉・

農薬散布・収穫の共同研究には聴
衆の関心が集まりました。そして
チャンネル登録者60万人の「イン
ド人が屋台で料理を作っている動
画」のユーチューブ・クリエイタ
ーで北茨城出身の坪和寛久さんか

らは、動画の作り方・発信方法の

説明がありました。
聴講後、受講者40名で地域おこし

に応用展開ができないか活発な討
論が行われました。前回（10/16）
PART1で発表された地域おこし協
力隊の５人も参加しており、大子
のりんご園でのドローン活用に日
立市でアボカドの生産を目指す赤
羽悠斗さんが興味を示すなど、地
域おこしの核心や応用の示唆に富
んだ内容で、地域おこしの強力な
推進力になった講座でした。

県北地域の「ジオの恵み」を
人々に生かす地道な努力に出来る
限りの応援をしたくなりました。

ました。明治の頃は、広い砂浜と
松林が連なる風光明媚な土地で別
荘が点在していたこと、常盤館、
東暁館、蓬莱館などの海水浴旅館
が海岸沿いに建てられ大正時代に
は竹下夢二や正宗白鳥らが宿泊し
たことや、地元に伝えられている
伝説などの紹介もあり有意義な時
間を過ごすことができました。

1月14日に日高交流センター広場
で「第29回日高ふれあい鳥追い祭
り」が開催されました。これは日
高学区市民自治会が主催し日高中
の生徒達もボランティアで参加す
る地域ぐるみの小正月の恒例行事
です。約千人の来場者があり、甘
酒がふるまわれ、昔遊び等の様々

なイベントや屋台を楽しみました。
メインイベントのどんど焼きに

は歓声が上がり、１年の無病息災
を祈りました。

最後にミズノキに、もち花を飾
り楽しいひと時となりました。

河原子海岸は、白い砂浜と透き
通る海が特徴で、快水浴場百選
（環境省が選定した、全国各地の
快適な100か所の水浴場）に選ば
れている「河原子海水浴場」があ
ります。その海岸線で独特の存在
感を放っているのが「烏帽子岩」
で、河原子海岸のシンボル的存
在です。かつては岩の一部が海
に隠れていましたが、1985（昭和 
60）年頃の港湾建設の際に埋め立

てられ、海浜公園として整備され
ました。

その古の姿を残すものに、川瀬
巴水（かわせはすい）作の『河原
子エボシ岩』（昭和20年）があり
ます。川瀬巴水は近代風景版画の
第一人者で、日本各地を旅し多く
の美しい風景版画を残し「旅の版
画家」「昭和の広重」などと呼ば
れています。巴水は茨城の風景を

描いた作品を数多く残しており、
その一つが河原子海岸の烏帽子岩
です。

オフシーズンの烏帽子岩の周り

を散策しながら終戦間近い頃の人
気もなく波に洗われる烏帽子岩を
想うのも良いかもしれません。

百年塾では、「日立のまち案内
人」が市内の名所、旧跡、観光
スポットを案内しています。11月
25日に「助川海岸を巡り昔をしの
ぶ」として日立駅～宮田川河口～
助川海岸～会瀬海岸周辺を散策し

生涯学習は、スポーツ活動、文化活動、趣味、レ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。

日立には知られていない名所、旧跡が多くあります。また、多彩な才能を持つ人たちも揃っており、そうした知

識を市民の皆さんにお伝えする活動を積極的に応援しています。

まち案内人と巡る助川海岸

河原子海岸の烏
え
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百年塾は地域の活性化を応援しています

～無病息災の願いを込めて～
日高の鳥追い祭り

燃え盛る炎に祈りを込めて

宮田川河口の笠置島

現在の烏帽子岩

川瀬巴水の『河原子エボシ岩』

講座風景

地域で大活躍の3人に共感 ! ～地域エキスパート養成講座PART2～

シリーズ　ふるさとひたち探訪 
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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
百年塾サロン（日立市教育プラザ１Ｆ）〒317-0064 日立市神峰町1-6-11 

☎0294（23）9165  FAX 24-5200
E-mail　 iki100j@net1.jway.ne.jp
ホームページ http://www.net1.jway.ne.jp/iki100j/

【事務局】日立市教育委員会 生涯学習課　
〒317-8601 日立市助川町1-1-1  ☎050-5528-5126

■百年塾サロン(窓口)では
　以下の業務を行っています
●百年塾推進委員登録の受付
●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

しょういちひやま

学びのニーズに市民教授が応えます！ 百年塾には、様々な分野に約 210 名の
市民教授が登録し、広く活動しています。

「市民向け講座」の風景

「生き生きワクワク講座」

「コミュニティとの連携講座」

「ひたちのえたち展」

きらめく若い才能たち

『５億年を旅しよう！』　講師：ジオネット日立

◇10月２日（日） 日立市郷土博物館と周辺

かみね公園入口の石碑の

台座、公園頂上の多くの

岩石は５億年前の花崗岩

だそうです。市内に分布し

ているというカンブリア紀

の地層を体感出来ました。

『シャドーボックス体験』　講師：白石知子さん

◇11月11日(金)  教育プラザ

ベル型の赤い型紙を切り

取り、リボンや星などで装

飾するとクリスマスの雰囲

気いっぱいになりキラキラ

した素敵なオーナメント

が出来上がりました。

『着物リメイク』　講師：前田潤子さん

◇10月５･19日(水) 教育プラザ

受講者それぞれの希望に

応じた指導とアドバイス

により型紙を作り、作品を

仕上げることが出来まし

た。リメイクの楽しさが持

続しそうです。

まえだじゅんこ

しらいしともこ

『自彊術で免疫力アップ！』　講師：舟生須美子さん

◇12月３日(土) 教育プラザ

元気よく丁寧な指導で大

変わかり易く､体の状態に

応じて出来る範囲で、ケア

も十分に31の動きを教え

ていただき、体が柔らかく

なりました。

声を出しながら、タオルを

使って体をひねってスト

レッチ。｢痛い～！」の声が上

がりましたが、プログラム

終了後は皆さんすっきりと

した顔になっていました。

　腹話術は、コツを会得すると誰でも簡単にできる

ようになり、子どもたちも大変喜びます。公共施設

や学校などでお教えします。

　また、複数のキャラクター人形を

用いて、交通安全キャンペーンや漫

才風のイベント演出や昔話の語りを

行う等の対応もいたします。

ふにゅう す み こ

『ペルビックストレッチ』　講師：林康子さん

◇９月14日(水)　田尻交流センター

はやしやすこ

よろしく市民教授です！

あなたにもできる腹話術

檜山章一さん（腹話術）

　日立市にゆかりのある若手アーティストたちによる絵

画展「ひたちのえたち展」が 1/31（火）～ 2/19（日）に

角記念市民ギャラリーで開催されました。

　今回のアーティストは、デジタルアート・アクリル画

の神定祐亮さん（市民教授）、シンガーソングライター・

色鉛筆のイラストレーターの佐藤駿さん（市民教授）、

にがおえ師で水彩画イラストレーターのココユキさんの

３人で、個性的な色づ

かいやタッチで描か

れた「えたち」に、訪

れた人たちは見入って

いました。

　2/5（日）は会場で

佐藤さんのミニコン

サートも開かれ、若い人にエールを送るのびやかな歌

声は胸に響きました。地域を元気にしたいと活動する

彼らに勇気を貰いました。

歌とトークで会場を魅了


