
日立市では、市民の生涯学習活動を「ひたち生き生き百年塾運動」と呼んでいます。

個人はもとよりコミュニティ、学校、各種団体、企業、行政などみんなが力を出し

あって、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。

それを「まちづくり」や「人づくり」になるようにサポート・運営するのが「ひたち

生き生き百年塾推進本部」の目的です。

ひたち生き生き百年塾推進本部



「ひたち生き生き百年塾運動」は、市民の皆さんがより住みよい日立市を実現するために、

生涯学習をさまざまなテーマで日常的に学習し、実践する活動です。

市民が行う住みよい「まちづくり」や「人づくり」のための

活動を応援していきます。

やさしいまち
障害者や高齢者が健康で安心して暮ら

せる地域福祉の充実。エコカーテンな

ど環境負荷の低減や、自然の尊さを学

び、自然の脅威とその対応を次世代へ

語り継ぎ、人や環境にやさしいまちづ

くりをしています。

きれいなまち
美しい・クリーンな魅力あるまちをつ

くるため、個人、ボランティア団体、

地域、学校、企業、行政などが一緒に

なってごみの減量、地域清掃、里山の

緑や川、海を守る運動、花いっぱいな

どの活動をしています。

たのしいまち
たのしいまち実現のために、コミュニ

ティや市民の活動が積極的に行われて

います。また文化・スポーツ・福祉・

健康増進などの施設を充実し、各種イ

ベントを開催するなど市民の活躍の場

を増やしています。

「ひたち生き生き百年塾運動」が目指す日立のまちづくり

共にはぐくむまち
共にはぐくむまちをつくるため、市民、

地域、学校、企業、行政が連携してい

きます。

男女共同参画社会の実現、青少年育成

や子育てなど、みんなで共に育て合う

環境を整えます。  

活気のあるまち
市民が地域の産業を応援することで、

まちが活気づきます。祭りや各種イベ

ントを通して若者の活躍の場をつくり、

若い人たちが楽しみ、参画できるまち

をつくります。明るく元気な市民が増

えることを目指します。

世界が見えるまち
バーミングハム、タウランガなどの姉

妹都市と交換留学や情報交換をします。

ホームステイ、日本語クラスなど

国際相互理解の支援や、ワールドキャ

ラバンによる情報の発信など、日立市

の国際化の活動を応援しています。

御諏訪太鼓保存会子どもすくすくセンター 姉妹都市との交流会

グリーンカーテン 百年塾フェスタ「遊びのひろば」JR 日立駅の朝



●生き生き講座

  みなさんのニーズに応

えた市民教授による各種

の講座を年間約３０件提

供しています。

●日立のまち案内人によるツアー

市内の名所旧跡を紹介

するツアーを企画し、市

内外の皆さんに日立を再

発見してもらっています。

出前案内もしています。

●コミュニティ推進会との連携講座

  市民教授などの幅広い

分野の講座を各コミュニ

ティ推進会と連携して開

催しています。

豊富な講座メニューが好

評です。

●ひたち市民カレッジの開講

  茨城キリスト教大学

と共催で、大学の雰囲

気を味わいながら、ま

ちづくりに目覚める講

座やさまざまな興味あ

る講座を楽しく学べま

す。また、受講者同士が仲間になれる工夫を

しています。

●広報セミナーの開催

  学校や地域・団体の広

報紙づくりを支援します。

また、小・中学校のＰＴＡ

を対象に出前編集相談の

支援も行っています。

「学びたい」人に講座・ツアー

を豊富に用意しています

●百年塾フェスタの開催

  毎年テーマを決めて、

生涯学習の成果の発信や

きっかけづくりをします。

●市民教授の各種講座

市民教授が学び、教え

る場として各種講座開催の支援をしています。

「教えたい」人に学習の成

果発表の場を提供します

●百年塾広報紙「百年塾ひろば」

広報紙で生涯学習に関する情報を提供しています。

●「百年塾ホームページ」

市民教授検索、講座・セミナーの開催案内など、

生涯学習に関する情報を提供しています。

●グループ情報の提供

市内のグループの情報をガイドブック、ホームペー

ジで紹介しています。趣味や健康づくりを始めたい、

同趣味のグループを知りたい、そんな時に便利です。

ともに学び、ともに楽しむ

情報を提供します

●働く人、若い世代の地域社会参加支援事業

「働く独身男女の出会い」を支援します。また、会

社・組合と連携し、生涯学習を支援します。

●百年塾推進園・校の支援事業

ゲストティーチャーや市民教授の活用により幼稚

園や小・中学校の学習を支援しています。

●地域における子どもの活動支援事業

●世界の子どもと日立の子どもの国際理解を図る事業

●市民参加型のプロジェクト事業

「日立みらいデザイン」、「地産地消」など、一般

市民も参加して大きなテーマに取り組んでいます。

日立のまちづくりを

応援します

「ひたち生き生き百年塾推進本部」の活動

「ひたち生き生き百年塾推進本部」の連携団体

■生涯学習

県北生涯学習センター

茨城キリスト教大学

日立市らぽーる協会

自主グループなど

■福祉

各種福祉団体など

発表の場

の提供

まちづくり

学ぶ機会
の提供

情報の提供

■地域振興

日立市コミュニティ推進協議会

日立市民文化事業団

日立商工会議所など

■広報

ケーブルテレビＪＷＡＹ

ひたちエフエムなど

■青少年育成

日立市子ども会育成連合会

日立市ＰＴＡ連合会

各種少年団など

■国際交流

国際交流支援団体

国際交流団体など



「ひたち生き生き百年塾推進本部」の組織と歴史
１９８８年よりスタートした「ひたち生き生き百年塾推進本部」は、行政関係者と、自主的に登録した市民ボランティアの
推進委員が意見や知恵を出し合い、より良い生涯学習の環境づくりと運動を進めています。

■各部会構成員を推進委員といい、賛同される方は

誰でもいつでも「推進委員」に登録できます。

コミュニティと連携して講座開催、自主グ
ループの情報提供、ひたち市民カレッジ開
催など人と人の交流活発化を推進します。

広報紙「百年塾ひろば」の発行やホームペ
ージによる情報提供により、市民の百年塾
活動を支援します。

1988 年(S63) ・「ひたち生き生き百年塾推進本部」発足

・推進本部広報紙「百年塾ひろば」創刊

1989 年(H1) ・学校モデル校事業スタート

1990 年(H2) ・生涯学習のまちサミット IN ひたち開催

1992 年(H4) ・百年塾サロン設置

・百年塾フェスタ’92 開催(以後毎年開催)

1993 年(H5) ・百年塾イメージプロジェクトチーム設置

         ・企業の社会貢献活動実態調査

1994 年(H6) ・生涯学習自主グループガイド発行

1995 年(H7) ・市民教授のつどい開催(以後毎年開催)

1996 年(H8) ・市内広報担当者のための広報セミナー

(以後毎年開催)

1998 年(H10) ・百年塾ガイドブック作成

・百年塾 10 周年記念事業

1999 年(H11) ・ゲストティーチャー事業開始

・百年塾ホームページ開設

2000 年(H12) ・百年塾みらい委員会「未来への展望」を

本部長に提言

・自主グループガイドブック作成

2001 年(H13) ・ネパール・ムーレ村にニガレ校を建設

(ビッグハート事業)

2002 年(H14) ・自主財源「百年塾協賛金」を創設

2003 年(H15) ・「日立のまち案内人」デビュー

2005 年(H17) ・「百年塾フェスタ 2005」ケーブルテレビ

JWAY で生中継

2006 年(H18) ・百年塾広報紙「百年塾ひろば」合本作成

2007 年(H19) ・コミュニティ推進会対象にホームページ開設支援

・コミュニティ推進会との情報交換

2008 年(H20) ・ひたち市民カレッジ開講

・百年塾 20 周年記念事業

(記念式典・講演会開催、記念誌発行）

・生涯学習情報システム立上げで生涯学習

に関する情報を一元化

2010 年(H22) ・コミュニティ推進会へ連携講座の提案、開催

2012 年(H24) ・新みらい委員会設置

2013 年(H25) ・プロジェクト事業の導入

本部総会

本部会議

副本部長・部会長会議

新みらい委員会

人財部会

産業部会

市役所委員会

プロジェクト

あらゆる産業に携わる人の生涯学習の支
援、日立の産業の学習・理解、及び地産地
消など産業とまちの活性化を促進します。

市民教授、日立のまち案内人、まちづくり
人材の発掘や共に学び、教え合う活動を支
援します。

ゲストティーチャーなどの活用による幼稚
園や小・中学校の学習支援、子どもの国際
理解活動を支援します。

百年塾サロンは「ひたち生き生き百年塾推進本部」の窓口です
■百年塾サロンでは以下の業務を行っています。
●推進委員の受付 ●講座・講演の受付

●市民教授の登録  ●市民教授の紹介

●各種公共施設・民間施設の紹介

●会議室・市民コーナーの利用

●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 0294-22-0465

        百 年 塾 サ ロ ン           ☎0294-23-9165  FAX 0294-24-5200

〒 317-0064 日立市神峰町 1-6-11 【日立市教育プラザ】 (9：00～17：00 土日・祝日休館)

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.net1.jway.ne.jp./iki100j/

E-mail    iki100j@net1.jway.ne.jp

企画会議からの諮問を受けて百年塾
の課題について検討します。

部会の範囲にとらわれず横断的
な事業に取り組みます。

ﾈｯﾄﾜｰｸ部会

学校部会

情報部会

企画会議

百年塾運動の推進にかかわる
事項について、市役所内の関係
課所が連携・協力をします。

運営及び重要事項に関する審議・承認を
します。

各部会事業や全体事業などの審議・決定
をします。

201403315000


