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１．2010 年度連続講座・
年度連続講座・第３回講座の
回講座の参加申し
参加申し込み受け付け中
◆第３回講座は１１
１１月
１１月２７日
２７日（土）開催です。定員（４５名）になり次第締め切りとなります。◆
開催
ホームページ（ＨＰ）でも随時お知らせしています。そちらもご参照ください。

テーマ：
「新
テーマ：
「新しい学
しい学びのチャンス
びのチャンス」
チャンス」
講師：
講師：笠原 清志（
清志（立教大学教授）
立教大学教授）
（講演要旨）
「学びの情熱尽きることなくーーーー立教セカンドステージ大学は、シニア層のために、人文学的教
養の習得を基礎とし、学び直しと再チャレンジのサポートを目的とした新たな学びなおしの場です。
立教大学の建学の精神に基づくリベラルアーツ（教養教育）の重視と、学外からも高い評価を得てい
る全学共通カリキュラムで培った経験を踏まえ、シニア層の人達がセカンドステージの生き方を自ら
デザインする、というコンセプトが設立の原点になっています。また、立教セカンドステージ大学は、
単に一般市民に大学を開放するものではありません。シニア層の人達が、集い、人と人とのネットワ
ーク、地域や社会とのネットワークを形成し、仕事や多様な社会参加の担い手として、セカンドステ
ージに踏み出すための新しいキャンパスの創造と位置づけています。
」
（
「立教セカンドステージ大学
の設立趣旨より」
）
１）第４回以降のテーマと講師（第４回以降も随時受け付けています）
・第 4 回 2010 年 12 月４日（土）
「自立と共生の高齢期をめざして」
（濱口晴彦）
※第 4 回は第 3 回の翌週です。早目のお申し込みをお願いいたします。
・第 5 回 2011 年 1 月 15 日（土）
「人生は旅：四国八十八か所めぐり」
（長田攻一）
・第 6 回 2011 年 2 月５日（土）
「新しい働き方」
（古村伸宏）
２）場 所 ：東京銀座資生堂ビル ９F ホール（中央区銀座８－８－３）
http://www.shiseido.co.jp/ginzabld/html/map.htm
３）開催要領：各回とも 14 時～16 時の開催（開場 13 時 30 分）
。募集人数は最大 45 名。
各回の参加費は、会員 2500 円、非会員 3000 円。
（ティータイムに季節のケーキとコーヒーor 紅茶が付きます）
※お申し込みは、①氏名（会員、非会員）
、②参加の講座、③連絡先 を明記の上、
ｅメール（jaas@circus.ocn.ne.jp）か、ＦＡＸ（03-5778-4728）で事務局まで。
（ＨＰ掲載の「パンフレット」もご参照ください http://www.jaas.jp/ ）
※参加費は、当日、会場にてお支払いください。
※今後とも各回ごとに JAAS News などで随時お知らせいたしますが、ご家族やご友人などにもお
声掛けをお願いいたします。多数の方のご参加をお待ちしております。
（事務局担当 鈴木記）
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２．連続講座第２
「地域活動のすすめ
連続講座第２回（10 月９日）
地域活動のすすめ」
のすすめ」参加者の
参加者の感想
① 飯田康夫さん（坂戸市）
１０月９日（土）の午後、東京・銀座の資生堂サロンで開かれた「どう生き
る、あなたのセカンドライフ」をメインテーマにした《シニア社会塾・第２回
講座》に参加し、文字どおり素晴らしいひとときをいただいた。今回のテーマ
は、
「地域活動のすすめ」―市民活動参加ノウハウ１０ヶ条の提案を中心に、シニアらしさを発揮し
た意欲的な活動の具体的な事例紹介をいただいた。充実した内容には、堀池講師の並々ならぬ努力が
溢れていた。シニア世代(６５歳以上)は 2,944 万人を数え、高齢化率も 23.1％と世界一のハイピッ
チで超高齢社会に突入した。いま、地域社会は、そのシニア世代であるあなたが地域に戻ってくるの
を待っているのだ。子どものころは、地域の顔を持っていた。だが、会社人間になって、地域の顔を
なくしてしまった。いま、地域に戻ってきて、地域の顔に戻れないでいるシニア世代。さぁ一歩踏み
出そう。地域は、あなたを待っている！
今回の講座に参加して、新たな出会いがあり、有意義な学びがあり、シニア世代の多様で意欲的な
活躍する姿を知り、意見交換ができ、笑いがあるなど、文字どおり素晴らしいひとときだった。しか
も、銀座の中心にありながら、落ち着いた雰囲気の資生堂サロンで、美味しいケーキとお茶・コーヒ
ーを前にして、学べること、語り合えることなど、シニア世代にとっては、この上ない喜びである。
同時に、新たな刺激をいただけたとあって、出掛ける、参加する価値は大きい。
この素晴らしい雰囲気の《シニア社会塾》に、時には学生や現役社会人、ボランティアやＮＰＯ活
動に熱意を持つ人たちに気軽に参加してほしいと願う。
② 大下勝巳さん（川崎市）
講師・堀池喜一郎さんの豊富な体験と、さまざまな具体的事例の紹介とを通して、シニアが地域で
つながり、信頼され、継続して活動をするためのノウハウを学んだ。
つながるためには、①多様な人々と共生し、②ゆるいネットワークを作り、③コミュニティで役立
つこと。地域で信頼されるには、①自分が楽しむ生きがい、②町で喜ばれるやりがい、③カッコいい
ナイスガイの「三ガイ主義」を貫くこと。継続して活動するためには、①町で交流を広げ地域で信頼
されること、②役所との「協働」の信頼関係を築くこと、③つながりを作るプロデューサー、仕事の
専門家や起業者の「プレイヤー」
、スタッフや顧客・スポンサーの「サポーター」という三種の人の
組み合わせが必要であるー―と指摘。地域活動の極意を分かりやすくお話いただいた。
具体的な事例として印象深かったのは、NPO シニアＳＯＨＯ三鷹は無償活動をしない、そのため
に「生きがい」だけでなく「やりがい」につなげるというお話。対価を払ってくれるのは喜んでくれ
て、支払うだけの値打があるからで、有償は地域のために役立つ活動であることの証であるという。
無償ボランティアから一歩踏み込んで、専門性を身に付け、継続して地域にかかわる姿勢を教えてい
ただいた。ありがとういございました。
③ 柴田尚一さん（横浜市）
講座当日は孫二人の幼稚園の運動会と重なりましたが、早朝からの雨、天の助けとばかり横浜から
銀座へワクワク感いっぱいで勇んで参りました。
堀池先生の「地域活動のすすめ」は、地域活動の実践ノウハウがぎっしり詰まった貴重なパワーポ
イントを駆使し、三鷹市「シニアＳＯＨO」の立ち上げから、上勝町「いろどり」や上尾市「アブセ
ック」等の“スマートシニア”の先行事例紹介と、２時間の講座があっという間に進行致しました。
ぜひ、堀池・地域活性化伝道師に横浜栄区に出前指導をお願いして、女性シニアを越える、桂台男性
シニア３ガイの会（生きがい、やりがい、ナイスガイ）を立ち上げたいと思います。夕方の銀座は強
雨、それもなんのその、３ガイシニアの「竹とんぼ教室」のシーンが思わず浮かびました。
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３．研究会・
研究会・講座の
講座の案内
（１）第４４回社会保障研究会
４４回社会保障研究会報告
回社会保障研究会報告
１）日時：２０１０年９月１６日
２）場所：高齢者生活協同組合会議室
３）講師： 吉武民樹（元厚生労働省年金局長）
４）テーマ：年金 大きな論点
現在の日本における重要な課題は、①医療、②介護、③年金の順であり、年金には積立金があるの
で緊急性はそれ程高くはない。わが国の社会保障は、スウェーデン等と違って、社会保障費に占める
家族関係費が少なく、住宅への社会保障支出も少ない。住宅基盤が安定し、地域ネットワークが確立
すれば、
「コミュニティーネットワークふくい」のように知的障害者が共同住宅に暮らし、就労する
ことも可能である。日本の年金政策はまだ議論が始まったばかりで多くの問題点を抱えており、与野
党での合意ができていない。財源については、地方財政の逼迫による社会保障財政基盤の脆弱化や消
費税値上げによる物価上昇と後代負担の増加などが懸念される。

（２）第４５回社会保障研究会開催
４５回社会保障研究会開催ご
回社会保障研究会開催ご案内
１）日時 : ２０１０年１０月２１日（木）１８:００～２０:００
２）場所 : 高齢者生活協同組合連合会・会議室
３）講師 : 吉原健二（元厚生労働事務次官・シニア社会学会理事）
４）テーマ : 「国民皆年金制度から１９８５年改正まで」
（仮）
※参加希望者は、事務局宛電子メールまたは FAX にてご連絡下さい。

（３）第４６回社会保障研究会
４６回社会保障研究会開催
回社会保障研究会開催ご
開催ご案内
１）日時 : ２０１０年１１月２５日（木） １８:００～２０:００
２）場所 : 高齢者生活協同組合連合会・会議室 （豊島区池袋３－１－２ 光文社ビル６F）
３）報告者：鏡 諭（所沢市総合政策部 政策審議担当参事）
４）テーマ：介護保険と高齢者福祉の原状と課題

（４）第５回｢21 世紀の
世紀の倫理｣
倫理｣研究会開催ご
研究会開催ご案内
１）日時：２０１０年 10 月 19 日(火) 17：00～19：00
２）場所：早稲田大学国際会議場 4 階第 7 共同研究室
３）テーマ：吉野源三郎著『君たちはどう生きるか』の読後感想の発表と意見交換。
発表者は、島村健次郎氏、堀江副武氏、安田和紘氏の３人の方からの発表と意見交換

（５）V-JAAS「
JAAS「ブログ活用講座
ブログ活用講座～
ブログを作ろう！
ろう！自分発信塾」
自分発信塾」開催のお
開催のお知
活用講座～ブログを
のお知らせ
“ブログ”は会員同士のコミュニケーション活性化を図るために、インターネットなどの情報網を
利用するときの有効な一つの方法なので、V-JAAS チームは講習会を開催いたします。
（ご案内サイト：シニア社会学会 V-JAAS プロジェクトブログ http://v-jaas.blog.so-net.ne.jp/）
◆11 月 13 日(土）14：00～16：30
◆11 月 20 日(土）14：00～16：30
①会場：両日とも、三鷹産業プラザ １階 PC ルーム（ＪＲ三鷹駅南口から徒歩７分）
②主催：
（社）シニア社会学会
③講師：堀池喜一郎さん（当学会理事）他
④受講料：2 日間通しで 5000 円（初回一括払い）
（会員以外は 6000 円）
⑤定員：10 人（空きがあれば一般の方も含めます）
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⑥参加申込みは FAX またはメールで、シニア社会学会 V-JAAS プロジェクト 森やす子 宛
FAX：０３－３８１８－９９２７
E メール：inf-vjaas@jed.co.jp

４．会員の
会員の活動情報
（１）(財)ダイヤ高齢社会研究財団主催
ダイヤ高齢社会研究財団主催シンポジウム
高齢社会研究財団主催シンポジウム
『定年退職後、
（11／6）開催のお知らせ
定年退職後、第三の
第三の居場所とは
居場所とは ～建築学と
建築学と社会学から
社会学から考
から考える～
える～ 』
定年退職後の生活で、家庭・職場に続く「第三の居場所」を見つけることは、サクセスフル・エイジ
ング（幸福な老い）を考える上で重要な課題といえます。
この居場所探しを始める退職前後の方を対象に、シンポジウムを開催します。
第 1 部では、建築学、社会学の視点から居場所に関する講演を行い、第 2 部では様々な切り口で居
場所を見つけた（または居場所探し中の）パネリスト達と共に、居場所の見つけ方についてのヒント
を提言します。
日時：11 月 6 日(土)14 時～16 時 45 分
場所：新宿明治安田生命ホール (JR 新宿駅西口から都庁方面へ徒歩 3 分)
申込方法：E-mail でお名前、参加証送付先のご住所をお知らせ下さい。
後援：厚生労働省、内閣府、高齢者 NGO 連絡協議会、(社団)シニア社会学会
詳細についてはダイヤ財団 HP(http://dia.or.jp/)参照。
（２）川村匡由
川村匡由会員
匡由会員の
会員の WEB サイト・
サイト・エッセイ
「人生設計ゆとりサロン」
、
「５０代からの人生設計」
、
「元気はつらつ山歩き」
、
「山歩きのすすめ」
。
いずれも、下記の中央法規出版の「けあサポ」の「アクティブシニア」を検索してご高覧下さい。
http://www.caresapo.jp
（３）川村会員の
川村会員の新著（
新著（監修・
監修・編著）
編著）
『社会福祉士スピードマスター２０１１年版』
、
『介護福祉士スピードマスター２０１１年版』
。いず
れも、各国家試験受験対策集で、TAC 出版から全国の書店で好評発売中。
（４）川村会員が
川村会員が「介護フォーラム
介護フォーラム」
フォーラム」に登壇
１１月９日（火）
、吉祥寺の武蔵野公会堂で開催される「介護業界活性化フォーラム」に猪瀬直樹・
東京都副知事らと出演。入場無料。

５．２０１０年上期新入会員紹介
２０１０年上期新入会員紹介
下記の皆さんが、シニア社会学会の仲間入りをされましたので、紙面にてご紹介いたします。
○牧野俊浩（埼玉・所沢市）
、○柴本淑子（東京・江東区）
、○高橋英與（東京・中央区）
、○安達正
嗣（兵庫・西宮市）
、○工藤由貴子（東京・板橋区）
、○柴田尚一（神奈川・横浜市）
、○犬浦久美子
（東京・西東京市）
、○坂本純一（東京・葛飾区）
、○㈱明治安田生活福祉研究所（東京・千代田区）
、
○財団法人地方公務員ライフプラン協会（東京・港区）＜敬称略＞
一般社団法人シニア社会学会・事務局 （月・水・金オープン）
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷３－１５－５ パールビル４階
電話＆FAX：
（03）5778-4728
E-mail：jaas@circus.ocn.ne.jp URL： http://www.jaas.jp/
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