
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

『三人よれば文殊塾』とは 

 

子ども達、地域のおとな達の学びを手助けするボランティア人材バンク制度です。 

 

暮らしに役立つような知識や優れた技能、豊かな経験をお持ちの方を、様々な学習に取り 

組む時に手助けを必要としている子ども会や団体、学校等の求めに応じて紹介します。 

 

「人」との出会いを大切にし、「人」と「地域」とのコミュニティーを大切にし 

互いに楽しく気持ちよく学び合いましょう。 

 

 

【利用できる人は】 

大洗町の保育所（園）・幼稚園・小学校・中学校・高校、子ども会や高齢者サロン、また

町民の皆さんが集まった学びのグループなどの要望にお応えします。 

【登録者（指導者）は】 

 行政・企業・ＮＰＯ法人等 

  暮らしに役立つ知識を分かりやすく解説したり、いろいろな疑問や課題を一緒に考え

ていくことができます。 

 個人・グループ等 

個人・グループでお持ちの知識や技能・資格、経験・趣味などの貴重な「力」を、学び 

教え、互いに支え合う生涯学習ボランティアとして生かしていただける方々です。 

【利用の流れ】 

（１）学習したい内容（講座／指導者）が決まったら文殊塾「活用申請書」を生涯学習課

に提出してください。 

（２）登録者（指導者）に確認後、生涯学習課より連絡方法等をお知らせします。（行政・

企業・NPO 法人等は直接連絡先にご相談いただいても結構です。）連絡を受けた後、 

登録者（指導者）と直接打ち合わせをして進めて下さい。 

（３）学習終了後、学習者（利用者）は生涯学習課に「活動報告書」を提出してください。 

  ※「活用申請書」「活用報告書」は、この三人よれば文殊塾冊子の最後のページにあります。 

また、大洗町ホームページからダウンロードできます。 

【料金等について】 

  交通費や材料費、資料代等の実費は、学習者（利用者）側の負担となります。（当事者同

士で確認をお願いいたします。） 

 

※登録者（指導者）等の都合により対応できない場合があります。 

 

 



【講座分類】 

１０１～企業・NPO 法人等編 

２０１～行政編 

３０１～伝統文化・芸術編 

４０１～教養編 

５０１～音楽編 

６０１～スポーツ・レクリエーション編 

７０１～安全な暮らし編 

８０１～食生活編 

９０１～郷土の歴史・わが町大洗編 

 

 

 

１００： 企業・NPO 等編 

 

講座番号 登録者（指導者） 

氏名（グループ名） 

講座名 主な学習内容 

１０１ アクアワールド・大洗

水族館普及課 

自然体験塾他 詳しくはホームページでご確認下さい 

029-267-5151 へご相談ください 

１０２ NPO 法人 

大洗海の大学 

ジュニアライフセービ

ング教室他 

詳しくはホームページでご確認下さい 

029-266-3322 へご相談ください 

１０３ 

 

大洗わくわく科学館 工作教室他 詳しくはホームページでご確認下さい 

029-267-8989 へご相談ください 

１０４ 日本原子力研究開発

機構大洗研究所 

原子力施設を見学して

みよう！ 

詳しくはホームページでご確認下さい 

029-267-4141 へご相談ください 

１０５ （財）関東電気保安協

会茨城事業本部 

電気安全教室 詳しくはホームページでご確認下さい 

029-226-3221 へご相談ください 

 

２００： 行政編（利用可能日時：基本は平日 9 時～17 時ですが、各課にご相談下さい） 

 

２０１ 大洗町役場 

まちづくり推進課 

みんなで作ろう未来の

大洗町 

大洗町ってどんな町？他 

029-267-5109 へご相談ください 

２０２ 大洗町消防本部 適切な「119 番」通報を

学ぶ 

講演と模擬訓練 

029-266-1119 へご相談ください 

２０３ 大洗町役場 

商工観光課 

大洗の色と香りと味 観光とは何か？他 

029-267-5111 へご相談ください 

２０４ 大洗町役場 

生活環境課 

ごみから環境問題を考

えよう 

ごみって何？他 

029-267-5111 へご相談ください 

ふれあいと学びを

お届けします 



２０５ 大洗町役場 

生活環境課 

大洗町から災害をなく

そう他 

自然災害と原子力災害を考える 他 

029-267-5111 へご相談ください 

２０６ 大洗町役場 

生涯学習課（社会教育

係） 

学びを活かした町づく

り 

公民館活動について 

029-267-0230 へご相談ください 

２０７ 大洗町役場 

生涯学習課（埋蔵文化

財係） 

土器や石器をひろおう 土器や石器を拾いに行く 

029-267-0230 へご相談ください 

２０８ 大洗町役場（生涯学習

課） 

幕末と明治の博物館 

幕末の志士の生涯 幕末の志士の生涯を調べて年表等にして

みよう 他 

029-267-2276 へご相談ください 

 

３００： 伝統文化・芸術編 

 

３０１ 川上 洋子 抹茶を飲んでみません

か 

お菓子を頂き、美味しい抹茶を飲んでみ

ませんか 

３０２ 静慮会（表千家茶道） 

代表 大川 芳枝 

茶道の体験教室 客は主を助け、主は客を助け、主客相助

けて楽しいお茶を頂く 

３０３ 臼井 悦子 日本舞踊や民謡に親し

む 

日本舞踊、民謡（大洗音頭・磯節他）の

指導 

３０４ 民謡 大洗潮会 

代表 川上 一美 

民謡（唄）を楽しむ ① 唄と踊りをご覧いただく 

② 楽器に合わせ、皆さんと一緒に唄う 

３０５ 祭ばやし大洗 

代表 小野瀬 直之 

祭ばやしひょっとこ踊

り教室 

伝統芸術を学ぶ 

祭ばやしひょっとこ踊り教室 

３０６ 小松崎 篤 古典落語・創作落語 落語の披露 

 

３０７ 佐藤 真由美 詩吟のすばらしさを紹

介します 

① 詩吟の披露 

② 初めての詩吟を一緒に唄って楽しむ 

３０８ 

 

美ノ辺 潔 土と遊ぶ 

「陶器づくり」 

① 土もみ、ヒモ作り体験 

② ロクロ体験 

③ 七輪による焼成体験 

３０９ 陶游会 

代表 曾澤 幸江 

陶芸教室 陶芸を体験する 

３１０ 篆游會 

事務局 加部東三男 

篆刻教室 年賀状の干支印、自分の名前印を作成 

３１１ 中野谷 喜美子 草木染 

（バンダナ等） 

① 木の枝や草花等を使い染める 

② うみうしを使って染める 



３１２ 着物で GO 

代表 島方 恵子 

着物の着付け 自分で着付けをし、仲間とお出かけする 

 

４００： 教養編 

 

４０１ 

 

松浦 伸介 かたりの部屋 茨城県のむかしばなし 他 

４０２ 関根 正彦 ・本の読み聞かせ 

・運動をしよう 

① 読み聞かせ 

② 身体を動かそう 

４０３ 大洗町おはなしの会 

松ぼっくり 

代表 桑島 純子 

おはなしの部屋 ① 絵本の読み聞かせ 

② 紙芝居 

③ 人形劇 他 

４０４ 馬場 治（水戸市） お星さまの話 ① 星の種類 

② 星の光り方や大きさ他を学び観測す

る 

４０５ 馬場 治（水戸市） 原子の話 ① 物は何で出来ているの？ 

② 原子の中はどうなっているの？他 

４０６ 井上 たかひこ 沈没船や海底都市を見

たことある？ 

海底のミステリー、ツタンカーメン王へ

の最後の航海 他 

４０７ きらきら大洗ネット

ワーク研究会 

代表 飯島 佐智子 

紙芝居やカーテンシア

ターで男女共同参画社

会を考える 

① 紙芝居（なみ子ちゃん一家の一日） 

② カーテンシアターの上演 他 

 

４０８ 家庭倫理の会 大洗 

事務局 山崎 康子 

家庭や社会がよくなる

勉強会 

① おはよう倫理塾 

② 子育て講座 

③ いきいきセミナー 他 

４０９ 中丸 光 手紙で伝える楽しさを

体験しよう 

① 手紙を書く 

② 手紙という形式を使って、考え方や

気持ちを表現する 

４１０ 大山 吐志 絵本の魅力と手作り絵

本のつくり方 

オリジナル絵本作り 

４１１ 関根 信子 英会話教室 目・耳・口・身体を使って英語を丸ごと

インプットする 他 

４１２ 山田  みき子（水戸

市） 

手話を体験して福祉社

会を見つめる 

簡単な日常会話ができるようにする。 

手話を通して障がい者を理解する。 

４１３ 額川 美由紀 すてき！楽しい！ 

ハンドメイド 

かぎ針・キッズ用のかんたんなハンドメ

イド 



４１４ 鬼沢 洋子 プリザーブドフラワー

(永遠に咲く不思議な

花） 

生花に特殊加工を施した魔法の花，ワイ

ヤー、フラワーテープで作る 

４１５ 押し花愛好会ポピー

クラブ 

代表 関根 早苗 

押し花できれいなハガ

キや下敷きを作ろう 

色鮮やかに乾燥させた草花を使い、ハガ

キや下敷きを作る 

４１６ 加部東 直子 フラワーデザイン 

〈暮らしにお花をプラ

ス〉 

季節に合わせ飾りたくなる花を～贈りた

くなる花を🌸～ 

〈アレンジ、花束、リース、スワッグｅ

ｔｃ〉 

４１７ 新田 久美 サボンドゥフルール

（石鹸で作られた花）

でアレンジメント 

アレンジ、ブーケ、コサージュなどを作

ります 

４１８ 酒井 里花 ハーブを楽しもう ① ハーブティーを楽しむ 

② ハーブを使った小物作り 

４１９ カーペンターズ 

代表 関根 孝明 

木工教室 物づくり 

４２０ 海老沢 功奏 木材加工 物づくり 

 

 

５００： 音楽編 

 

５０１ 大山 真理佳 フルートによる生演奏

を楽しみ音楽に親しむ 

① 楽器の紹介や曲の紹介 

② 演奏・一緒に歌う 

５０２ 大洗吹奏楽団 

代表 藤本 岳大 

① 出前コンサート 

② 吹奏楽楽器講座 

③ 楽器（らっき）を作っ

てならしてみよう 

① 演奏会を開く 

② 楽器演奏の指導 

③ 楽器（らっき）を作ってみんなでなら

す 

５０３ 星見 晴雄（水戸市） ハワイアン、フォーク

ソング、ブルーグラス

演奏 

ハワイアン、フォークソング、ブルーグ

ラス等出前コンサート 

５０４ 混声合唱しおさい 

代表 深作 弘子 

コーラスを楽しむ 混声合唱 

 



６００： スポーツ・レクリエーション編 

 

６０１ 茨城フラダンススク

ール 

代表 遠峰 孝枝 

健康はスポーツを楽し

むことから 

フラダンス 

６０２ 清水 寿美 一緒に HULAGAIRL（フ

ラガール）しませんか 

フラダンス 

６０３ 郡司 淑恵 身体を楽しく動かして

みよう！ 

ピラティス、フィットネス 他 

６０４ 小野瀬  陽子（水戸

市） 

美容と健康＆リラック

スヨーガ 

ゆっくりとした動作と呼吸を連動させ

て、身体を動かしていく 

６０５ 大洗町シルバーリハ

ビリ体操 

代表 永嶋 孝 

リハビリ体操 ① 椅子での運動 

② 床での運動 

③ 寝てする運動 

６０６ 大洗町家庭婦人バレ

ーボール部 

代表 小野瀬とき子 

スポーツを通してふれ

あおう！ 

バレーボール、ドッチボール 

６０７ 大山 杜郎 サッカーの指導 サッカー 

 

６０８ ＦＣヴェレン大洗キ

ッズリーダー 

代表 大山 杜郎 

キッズ（６歳以下）スポ

ーツスクール 

月１回キッズフェスティバルを開催 

６０９ 小野瀬 祐一 波と遊ぶサーフィン サーフィンの体験 

 

６１０ ホビー 

代表 海老沢 功泰 

ラジコン・ホビー（おも

ちゃ）のドクター 

ラジコン、紙ヒコーキ、プラモデル等の

手作り工作 他 

６１１ 大洗町高校生会（生涯

学習課内） 

高校生なんでもスケッ

ト隊 

野外活動やゲームあそび 他 

６１２ アイアンキッズ支援

隊 

代表 加藤 義孝 

① 親子カヌー・カヤッ

ク教室 

② 涸沼川はぜ釣り教

室 

カヌー・カヤック教室 

はぜ釣り教室 

 

7００： 安全な暮らし編 

 

７０１ 渚の小石 

代表 関根 正彦 

障がい者・シニアの介

助方法と接し方 

車椅子、点字、ブラインドウォーク他、

体験と介助の方法を学ぶ 



７０２ 関根 正彦 地震災害に備えて事前

準備と地域づくり 

① 非常持ち出し品の準備 

② 民間救護センターの開設 

７０３ 藤本 透江 私たちの生活から地球

環境を考えてみよう！ 

環境カルタやクイズ等を取り入れ、楽し

みながら進めていく 

７０４ 藤本 透江 人と環境に優しいナチ

ュラル洗剤を使った簡

単お掃除 

① 生活排水の汚れとは 

② 合成洗剤と石けん等のちがい 

③ ナチュラル洗剤を使った掃除・洗濯 

７０５ 大洗ライオンズクラ

ブ 事務局  

「ダメ。ゼッタイ。」 

          

薬物乱用の恐ろしさを知る 

ビデオ上映と講話 

 

８００： 食生活編 

 

８０１ 八木 逸郎 身体にやさしい料理教

室 

調理実習 

８０２ 加藤 泰子 海産物料理 

「お魚を食べよう」 

魚の調理体験 

 

８０３ 大久保  敏正（水戸

市） 

果実酒を作ろう 果実酒、健康酒作り 

 

８０４ 町のパティシエ 

代表 米永 貴子 

手作りお菓子づくりを

楽しむ 

手作りお菓子を作る 

 

８０５ 酒井 里花 なんちゃってドイツ料

理を作ろう 

日本の食材を使ってドイツ料理作り 

８０６ Ayu`s Bakery 

阿部 あゆみ 

（ひたちなか市） 

パン教室 安心、安全の材料を使用したパン作り（手

作り） 

８０７ 梶尾 順一 大洗町の水産加工の在

り方ならびに販促方法 

水産加工の理解を深め、発展を推進する

講話 

 

９００： 郷土の歴史・わが町大洗編 

 

９０１ 大洗町の歴史と自然

を楽しむ会 

代表 江口 文子 

歴史を楽しむ 歴史に触れる講座や史跡巡りの案内 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

【三人よれば文殊塾】のお問い合わせ、申し込みは 

 

大洗町教育委員会 生涯学習課 

ＴＥＬ ０２９－２６７－０２３０ 

ＦＡＸ ０２９－２６７－１０５１ 

Ｅメール syougai@town.oarai.lg.jp 

 

 

 

mailto:syougai@town.oarai.lg.jp

