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ＪＡＡＳ Ｎｅｗｓ 第１３８号をお届けします 

  一般社団法人シニア社会学会・事務局 2010 年１２月 1７日 
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１１１１．．．．2010201020102010 年度連続講座年度連続講座年度連続講座年度連続講座・・・・第第第第５５５５回講座回講座回講座回講座のののの参加申参加申参加申参加申しししし込込込込みみみみ受受受受けけけけ付付付付けけけけ中中中中    

◆第５回講座は新年１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土））））開開開開催催催催です。定員（４５名）になり次第締め切りとなります。 

 

テーマテーマテーマテーマ：「：「：「：「人生人生人生人生はははは旅旅旅旅：：：：四国八十八四国八十八四国八十八四国八十八ヶヶヶヶ所所所所めぐりめぐりめぐりめぐり」」」」    

    

講師講師講師講師：：：：長田長田長田長田    攻一攻一攻一攻一（早稲田大学文化構想学部現代人間論系文学学術院教授、当学会理事）    

（講演要旨） 

現代日本で四国遍路に参加する人々の数は、年間 10～20 万人と言われています。それ

は巡礼と呼ばれたり、修行と呼ばれたり、あるいはウォーキングや自分探しの旅と呼ばれ

たりもします。その動機や魅力はどこにあるのでしょう。 

現代人の一定の割合を占める人々が、お遍路という行動を選択する理由の一端を、四国の

自然や文化、四国遍路を支える特異な社会文化的仕組みのなかに探りつつ、さらに現代お

遍路の動機の一部から、「個人化」と呼ばれる過程の中で、標準的人生パターンを喪失して

きているように思われる現代人の抱える問題の一面を、現代社会の特質を背景としつつ考

えてみたいと思います。 

 

１）次回第６回は最終回です。テーマと講師は以下の通り。 

 ・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：14 時～16 時の開催（開場 13 時 30 分）。募集人数は最大 45 名。 

      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） 

※場所・開催要領は、各回とも同じです。 

※お申し込みは、 ①①①①氏名氏名氏名氏名（（（（会員会員会員会員、、、、非会員非会員非会員非会員））））、、、、②②②②参加参加参加参加のののの講座講座講座講座 No. No. No. No. 、、、、③③③③連絡先連絡先連絡先連絡先  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、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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◇◇◇◇連続講座連続講座連続講座連続講座参加者参加者参加者参加者のののの感想感想感想感想◇◇◇◇    

鳥部鳥部鳥部鳥部    恵子恵子恵子恵子さんさんさんさん（（（（新潟市新潟市新潟市新潟市））））    

＜第３回講座「新しい学びのチャンス」 講師：笠原 清志＞ 

立教大学という膨大な知のインフラを最大限に使って大いに学び大いに社会にチャレンジして

いく新しい学びのスタイルに大変興味を覚えました。卒業は新しい人生のスタートであり、その後

をずっとサポートセンターがバックアップを続けていくというのもいいですね。ミッションを持っ

て人生を歩むということは本当に幸せなことだと思います。当日出席された卒業生の皆さんが、生

き生きとして活躍されている体験を話されたのもよかったと思います。セカンドステージ大学の制

度が全国に広がれば本当にこの新インテリ集団は日本の民主主義を救う（笠原先生談）希望の一つ

になり得るでしょう。今後の更なる進化を期待します。 

植原植原植原植原    政仁政仁政仁政仁さんさんさんさん（（（（横浜横浜横浜横浜市市市市））））   

＜第４回講座「シニアという物語」 講師：濱口 晴彦＞ 

濱口先生の講座を銀座資生堂にて参加して、９Ｆから空を望むと、老若共同参画の“核心”とは、

何であろうか？という問いを“空洞化”という表現で、引用されていたように感じられました。老・

若・男・女…外的様相以上に、共通するものは何か？と言う事に、今回の講座の意味があるのでは

ないでしょうか。経験というアイデアを、ポケットにたくさん持っているシニアの自覚を、どう世

代に継承するか？守るべき領域の空洞化と規範性の空洞化に言及しつつ、自然と人間の関わりを見

つめ直す社会が、今なのではないでしょうか？そんな思いで、終わって９Ｆから１Ｆにエレベータ

ーを降りて、空を見上げると“望”とは“あなたがいるから私がある”、“知恵”というものには、

“国境はないんだ”という事を、あらためて、教えて頂いた１日でした。 

 

２２２２．．．．第第第第１０１０１０１０回大会回大会回大会回大会におけるにおけるにおけるにおける｢｢｢｢会員会員会員会員のののの活動事例発表活動事例発表活動事例発表活動事例発表＆＆＆＆研究研究研究研究テーマテーマテーマテーマ発表発表発表発表｣｣｣｣募集募集募集募集    

2011 年 5 月の第 10 回大会において、会員各位より、活動事例または研究テーマについてのご

発表をいただくプログラムを予定しています。発表者募集の要領は、以下のとおりです。    
①活動事例および研究テーマについて：未発表のもので、内容は当学会が指向するエイジフリー社

会の実現にかかわるもの。 

②発表時間：質疑応答を含め、１０分以内に収めていただきます。 

③応募要領：報告要旨をＡ４用紙１枚にまとめ、３月２３日（水）までに当学会事務局宛に郵送・

ＦＡＸ・Ｅメールいずれかの方法でお送りください。 

※運営委員会での選考を経て、3 月下旬頃にあらためてご依頼の通知をさせていただきます。 

 

３３３３．．．．会員会員会員会員やややや学会学会学会学会のののの活動情報活動情報活動情報活動情報 

新新新新しいしいしいしい「「「「シニアシニアシニアシニアのののの ICTICTICTICT 活用研究会活用研究会活用研究会活用研究会」」」」がががが会員会員会員会員をををを募集募集募集募集していますしていますしていますしています    

「シニアの ICT 活用研究会」（略称“ＩＩＩＩ研研研研”、座長：堀池喜一郎

理事）が発足しました。会員が最新の ICT を活用実践を学び活動

に役立てる「実践的学びあい」をします。当面は月例「新宿ブログ

村」でブログの活用を勉強します。2011 年後半は最新のソーシ

ャルメディア(地域ＳＮＳ，動画発信、Twitter など)に展開を図り

ます。次回新宿ブログ村は 1 月 17 日(月）17 時半から、ダイヤ

財団会議室(新宿御苑駅前)、参加費 500 円です。皆さん IIII 研研研研に参加しませんか！ 詳細は当学会の

ホームページの V-JAAS ブログ http://v-jaas.blog.so-net.ne.jp/ でご案内します。問合せは、

info-vjaas@led.co.jp まで。（写真は、12 月 8 日に開催された第１回「新宿ブログ村」風景） 
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４４４４．．．．研究会報告研究会報告研究会報告研究会報告とごとごとごとご案内案内案内案内     

（（（（１１１１））））第第第第４６４６４６４６回社会保障研究会報告回社会保障研究会報告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１１月２８日 

２）場所：高齢者生活協同組合会議室 

３）講師：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にかかる現状と課題 

介護保険は一定の成果を出したが、2006 年の見直しによって給付の抑制・介護報酬の縮減・障害

者福祉との統合などが人びとの不安を煽ることになった。介護保険で解決できない高齢者福祉の課題

として、①在宅認知症高齢者の対応、②虐待への対応、③経済的弱者への対応、④精神疾患者、⑤高

齢者就労支援などが残されている。それらの課題を踏まえて、トコロみまもりネットなどの所沢市の

試みが紹介された。2012 年改正の主な論点として、高所得者や軽度者の利用者負担の引き上げ、ケ

アプランへの利用者負担の導入、第 2 号保険料を加入者の総報酬額に応じて決める、公費負担の引き

上げ、被保険者の拡大などがあげられた。参加者からは、2012 年改正は、介護保険の根幹を揺るが

す改悪になる恐れがあるとの声があった。（林 葉子 記） 

（（（（２２２２））））第第第第４７４７４７４７回社会保障研究会回社会保障研究会回社会保障研究会回社会保障研究会のごのごのごのご案内案内案内案内    

１）日時 ２０１１年１月２７日（木） １８時～ 

２）場所 高齢協連合会会議室（要町光文社ビル６階） 

３）報告者 荒井浩道（駒澤大学准教授） 

４）テーマ 「ケアする家族への支援ーー認知症家族会における支え合いの技法」 

（（（（3333））））第第第第 7777 回回回回｢｢｢｢21212121 世紀世紀世紀世紀のののの倫理倫理倫理倫理｣｣｣｣研究会研究会研究会研究会のごのごのごのご案内案内案内案内    

 1）日時：12 月 21 日(火) 16：00～19：00(※３時間の拡大研究会になります)    

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：①｢キーワード｣の討議と分類  ②濱口座長からの総括      

4）その他：①研究会参加費として 300 円を徴収させていただきます。 

      ②研究会終了後、恒例の忘年懇親会を開催します。 

※ お問い合わせ等は、事務局島村までお願い致します。 

 

５５５５．．．．シニアニュースシニアニュースシニアニュースシニアニュース    

◇◇◇◇シニアシニアシニアシニアのためののためののためののためのミニミニミニミニ講座講座講座講座＜＜＜＜福祉福祉福祉福祉デザインデザインデザインデザイン研究所研究所研究所研究所（（（（主宰主宰主宰主宰：：：：川村匡由川村匡由川村匡由川村匡由    当学会理事当学会理事当学会理事当学会理事・・・・運営委員長運営委員長運営委員長運営委員長）＞）＞）＞）＞    

    場所：武蔵野市境 3-12-10 ソフィー武蔵野１０１ “ぷらっと” 

           【２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年    １１１１月月月月ののののミニミニミニミニ講座日程講座日程講座日程講座日程】    

 １月８日(土)  14:00～18:00  新年会 

       ～ビール、ワイン、焼酎、サンドイッチ、つまみ、おにぎりなど、１品持ち寄り～ 

 １月９日(日)  10:00～16:00  新春の富士を見る会 

       ～“ぷらっと”の屋上から富士山を仰いで初詣～ 

 １月１５日(日) 14:00～15:30 アパート・マンション経営のノウハウ 

       ～『はじめての不動産投資に成功する本』の出版に寄せて～ 

                       不動産コンサルタント 唐沢 稜 

 １月２９日(土) 相州(神奈川)大山新春ハイク     山岳紀行家 川村 匡由 

       ～10:00、小田急線伊勢原駅北口前、集合。要予約～  参加費 1000 円 

       申し込み：090-8749-3093  藤森   080-1109-4171  須之内 
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６６６６．．．．学会機関誌学会機関誌学会機関誌学会機関誌「「「「エイジレスフォーラムエイジレスフォーラムエイジレスフォーラムエイジレスフォーラム」」」」第第第第９９９９号号号号からおからおからおからお知知知知らせらせらせらせ    

(社)シニア社会学会の広報誌の１つ、学会機関誌「エイジレスフォーラム」第９号に掲載する『会

員の声』、過去３年以内に出版した『著書紹介』の原稿募集いたします。下記の募集要項に基づき

応募をお待ちしています。 

【【【【募集募集募集募集要項要項要項要項】】】】        

    

（（（（１１１１））））『『『『会員会員会員会員のののの声声声声』』』』    

 テーマ：「シニア社会学会のこれからの１０年」や、日頃お考えのことなどテーマは自由です。 

 文字数：７００字（５０字前後の長短は可能） 

 投稿方法：シニア社会学会・事務局宛に E-mail で送付。不可能な場合は FAX または郵送にて 

お送り下さい。 

 締切り：２０１１年１月３１日 

 送り先：E-mail：jaas@circus.ocn.ne.jp     FAX：０３－５７７８－４７２８ 

     〒１５０－０００２ 東京都渋谷区渋谷３―１５―５ パールビル４階 

      一般社団法人シニア社会学会・編集担当 武者宛 

（（（（２２２２））））『『『『著書紹介著書紹介著書紹介著書紹介』』』』    

        過去３年以内に出版されました、著書及び共著をご紹介いたします。ぜひお寄せ下さい。 

応募方法：紹介いただく著書と書評を下記送り先宛、お送り下さい。 

   ＊著書は表紙面を掲載します。編集作業が終了次第返却いたします。 

書評文字数：５５０字。５５０字で納まらない場合は１２００字前後で記載願います。 

送り先： 〒１５０－０００２ 東京都渋谷区渋谷３―１５―５ パールビル４階 

            一般社団法人シニア社会学会・編集担当 武者宛 

         ＊書評のみ電子メールでお送り頂いても可能です。 E-mail：jaas@circus.ocn.ne.jp 

  締切り：２０１１年２月２８日 

   

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/ 

 


