
平成 25 年度 新渡戸塾 プログラム 
 
本年度全体テーマ「十和田市の農業の未来」 
主催：十和田市立新渡戸記念館・十和田市教育委員会 協力：博物館による地域づくり団体 Kyosokyodo（共創郷土） 

■新渡戸塾・一般講座 
第一講座 十和田市の農業を考える 

 

＜展示＞ 

未来遺産十和田・ふるさと見本市～農の恵みを未来に～ 

日時：平成 25年 5月 3日（金）～７月 30日（火） 

場所：十和田市立新渡戸記念館 ※好評につき会期延長 

 

＜体験＞ 

農業ワークショップ（田植え） 

日時：平成 25年 5月 26日（日） 

場所： 稲生川受益域水田 ※Kyosokyodo稲生川酒プロジェクト 

 

第二講座 三本木原開拓と農業本論に学ぶ  

 

＜展示＞ 

農は貴し ～三本木原開拓から「農業本論」まで～（仮題） 

日時：平成 25年 10月～12月 

場所：十和田市立新渡戸記念館 

 

＜講演＞ 

講師：十和田市立新渡戸記念館 顧問 新渡戸明 

演題：三本木原開拓と農業本論に学ぶ 

日時：平成 25年 10月 

場所：十和田市立新渡戸記念館 

 

＜オリジナルツアー＞ 

穴堰ツアー 

日時：平成 25年 11月 

場所：稲生川穴堰（トンネル） 

 

＜体験＞ 

農業ワークショップ（稲刈り） 

日時：10月頃 

場所： 稲生川受益域水田 ※Kyosokyodo稲生川酒プロジェクト 

 

伝統文化体験・しめ縄づくり 

日時：平成 25年 12月 

場所：新渡戸記念館 

 

＜交流＞ 

農業座談会 

講師：農業従事者の方々 

日時：平成 26年 3月 

 

■ 新渡戸塾・こども講座 
平成 25年度 寺子屋稲生塾 （第 4期生）    
 
＜講話・体験・交流＞ 

★プログラム① 武士道白熱教室 

－ 新渡戸稲造の武士道精神をまなぼう－＜開講式＞ 

講師：高橋和の助先生 

日時：平成 25年 6月 22日（土）13:00～16:30 

場所 :十和田市南公民館 

★プログラム② 150年まえの大行灯を作ろう！ 

－つくった行灯のまわりでカルタ大会－ 

講師：工作屋台村 吉田 紀美男 村長 

日時：平成 25年 7月 6日（土）15:00～20:30 

場所 :十和田シティホテル ※太素塚で点燈式 
 

★プログラム③ 太素の森のお話し会 

－ 月日山のはなし・新渡戸稲造のひみつ－ 

語り部：こま草の会 小野寺功氏 

日時：平成 25年 7月 27日（土 ）9:00～12:00 

場所：太素塚   ※材料費：100円 
 

★プログラム④ とわだ時空調査隊 

－ まちの魅力を発信しよう！－ 

日時：平成 25年 8月 3日（土）9:00～16:00お弁当持参  

8月 4日（日）9:00～12:00 

場所：十和田市中央公民館  ※稲生町を見学 
 

★プログラム⑤ 世界と友だち part3 料理・音楽体験 

－ アフガニスタンの文化を深く知ろう－ 

講師：駐日アフガニスタン大使館 

   前副大使・現特別顧問 バシール・モハバット氏 

日時：平成 25年 11月 9日（土）9:00～12:00 

場所 ：ブラスリー・マスダ 
 

★プログラム⑥ 書の心は武士道の心 

－書道＆茶道体験－＜閉講式＞ 

講師：書道 大山綾園先生／茶道 稲本宗美先生 

日時：平成 25年 11月 30日（土）9:00～12:00 

場所 ：十和田市民文化センター  
 

＜展示＞ 

★寺子屋稲生塾成果展 （巡回展） 

日程：平成 25年度中 

場所：十和田市内 

 

★寺子屋稲生塾・とわだ時空調査隊壁新聞展 （巡回展） 

日程：平成 25年度中 

場所：十和田市内 

 

 

■ 新渡戸塾 実践プロジェクト 
 

とわだ時空調査隊 

期 間：平成 22年から継続 

内 容：市民ボランティアと行うまちの思い出、「宝」探し活動。 

＜平成 25年度事業＞ 

調査票「とわだ時空調査隊からの手紙」配付回収、データ化 

 

「とわだ時空風土記」「とわだ時空地図」編さん 

期 間：平成 22年から継続 

内 容：「とわだ時空調査隊」活動で集めた情報をもとに地域の

歴史、文化を市民ボランティアとともにまとめる活動 

＜平成 25年度事業＞ 

調査報告紙「とわだ時空調査隊通信」発行準備 

2013/08/31更新 



 

■ 新渡戸塾モデルスクール事業（小・中学校） 
 

＜講座＞ 

「開拓精神」「武士道精神」出前講座 

日時：平成 25年度内に実施希望校と相談の上実施 

内容：開拓精神や新渡戸稲造の「武士道精神」の理解を深める

講座を先生方と共に検討の上実施します。 

 

＜展示＞ 

「命の水 稲生川」移動展 

日時：平成 25年度内に実施希望校と相談の上実施 

内容：「命の水 稲生川」の展示模型、パネル、体験キット等の

移動展を実施します。 

 

＜体験＞ 

開拓ワークショップ：のづみ体験・脱穀体験 

日時：平成 25年度内に実施希望校と相談の上実施 

内容：「命の水 稲生川」移動展の開催や稲作に対する理解を

深める“のづみ”や“脱穀”などの稲作体験を行います。 

 

開拓ワークショップ：行灯づくり 

日時：平成 25年度内に実施希望校と相談の上実施 

内容：開拓時代の「大行灯祭り」にちなみ、開拓への感謝の気

持ちを込めて行灯をつくり太素塚の元朝参りなどに飾ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～太素塚・年中行事～ 

稲生川上水 155年記念太素祭 

日時：平成 24年 5月 3日（火）～5月 5日（木） 

場所：太素塚・十和田市立新渡戸記念館 

共催：（社）十和田市観光協会・十和田市・十和田商工会議

所・太素顕彰会 
 
国際博物館の日記念・稲生川上水 155年太素祭クイズ大会  

「 ニトちゃん検定～太素行列のなぞを追え！～」  

日時：平成 25年 5月 3日（金）～5日（日） 

場所：太素塚・十和田市立新渡戸記念館   
 
稲生川上水 155 年記念ミニ展示「太素行列」の歴史 

日時：平成 25年 5月 3日（金）～７月 30日（火） 

場所：十和田市立新渡戸記念館 ※好評につき会期延長 
 
稲生川灯ろう流し 

日時：平成 25年 8月 16日（金） 

場所：稲生川第一西裏橋 ※行灯行列集合は太素塚 

共催：太素顕彰会・十和田商工会議所・（社）十和田市観光

協会／後援：十和田市 
 
稲生川上水 155年記念 太素塚元朝参り 

日時：平成 25年 12月 31日（火）～平成 26年 1月 1日（水） 

場所：太素塚（十和田市立新渡戸記念館 敷地） 

※御神酒と甘酒の無料サービス、月星キャンドルと行灯に

よるライトアップなど実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太素の水プロジェクトへのお問い合わせは 「太素の水」保全と活用連合協議会 事務局まで 

 〒034-0031十和田市東三番町24-1十和田市立新渡戸記念館内 ℡&FAX 0176-23-4430 nitobemm@hi-net.ne.jp  

太素の水プロジェクト ホームページ https://sites.google.com/site/towadamirai/ 

人づくり地域づくり事業「新渡戸塾」お問い合わせは十和田市立新渡戸記念館 まで 

〒034-0031十和田市東三番町 24-1℡&FAX 0176-23-4430 nitobemm@hi-net.ne.jp（角田） 

★講座詳細と最新情報は「広報とわだ」か新渡戸記念館ホームページをご覧下さい www.towada.or.jp/nitobe/ 

太素の水プロジェクト 実行団体のイベント 

★一本木沢ビオトープ協議会 主催 『親自然体験』 
■平成25年7月 6日(土) ホタル先進地視察（場所：横浜町） 

■平成25年7月20日(土) 19：00～20：30 ナイトハイクホタル観察会 （集合場所：十和田市東公民館） 

■平成25年9月21日(土) 10：00～12：00 トンボ観察会 （集合場所：十和田市東公民館） 

■平成25年9月28日(日)  10：00～12：00 バードウォッチング （集合場所：十和田市東公民館） 

[一本木沢ビオトープ協議会 事務局：十和田市東公民館 ℡ 0176-24‐9000 Fax0176-24‐9003] 
 

★稲生川せせらぎ活動委員会 主催 『稲生川美化＆交流活動』 
■毎月およそ1回 稲生川ふれあい公園・せせらぎ水路植栽活動 （ふれあい公園・せせらぎ水路沿線町内会の活動）   

■平成25年8月24日(土) 11：00～15：00 第11回稲生川ふれあい祭り（場所：稲生川ふれあい公園） ※雨天は翌25日 

[稲生川せせらぎ活動委員会 事務局：水土里ネット稲生川 ℡0176-23‐5066 Fax0176-23‐3940] 
 

★Kyosokyodo（共創郷土） 協力 「新渡戸塾」 
■イベント内容は表面をご覧下さい   [Kyosokyodo（共創郷土）事務局：新渡戸記念館 ℡・Fax0176-23‐4430] 

 

 

 

 

日本ユネスコ・プロジェクト未来遺産 

太素の水プロジェクト 平成 25 年度スケジュール 
 

「太素の水」保全と活用連合協議会 主催  

稲生川市民活動 20 周年記念事業「稲生川クリーンアップウォーキング」 
■日時：平成 25年 10月 ■内容：稲生川せせらぎコース・ビオコース・まちなか歴史コースの美化ウォーキング 

 

 

※変更の場合もありますのでご参加の場合は

事前に各団体事務局へ問い合わせ下さい。 

 


