ＪＡＡＳ Ｎｅｗｓ 第１３４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 8 月 18 日
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１．2010 年度連続講座・
年度連続講座・第１回講座の
回講座の参加申し
参加申し込み受け付け中
◆第１回講座は９
９月４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：
「見直
テーマ：
「見直そう
見直そう家族関係
そう家族関係」
家族関係」
講師：袖井 孝子（お茶の水女子大学名誉教授・東京家政学院大学客員教授、当学会会長）
定年後は夫婦ふたりで海外旅行というのが、大方のサラリーマン男性の夢のようです。しかし、
長寿の親となかなか自立しない（できない）子どもに挟まれて、夢の実現にはほど遠いのが現実
です。また、海外旅行ならば夫よりも友だちと行きたいという妻も少なくありません。
長寿時代の夫婦・親子関係および年老いた親との関係を見直し、どのようにしたらより安心で安
定した家族関係が築けるのかを考える。
「遠くの親戚よりも、近くの他人」というように、近年、
血縁を超えた新しい関係が模索されています。血縁や伝統といったしがらみを超えた新しい家族
のあり方について、その可能性と実現方法をさぐりたい。
１）第 2 回以降のテーマと講師（第２回以降も随時受け付けています）
・第 2 回 2010 年 10 月９日（土）
「地域活動のすすめ」
（堀池喜一郎）
・第 3 回 2010 年 11 月 27 日（土）
「新しい学びのチャンス」
（笠原清志）
・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 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）
※8 月 27 日までは、全 6 回一括申し込みも受け付けています。
一括申込みの場合、会員：￥12000、非会員：￥15000 となります。
お申し込み後、事前の振り込みをお願いいたします。
・郵便振替
口座番号 00110－2－123821 口座名：シャ) シニアシャカイガッカイ
・銀行振込
みずほ銀行 渋谷支店 普通口座 1322265 口座名：一般社団法人シニア社会学会
※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/ ）
※各回ごとの参加の場合の参加費は、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．研究会の
研究会の案内
（１）第４２回社会保障研究会
回社会保障研究会報告
１）日時：２０１０年７月１５日
２）場所：高齢者生活協同組合連合会・会議室
３）講師： 辻 哲夫（東京大学高齢社会総合研究機構）
４）テーマ：
「迫りくる超高齢社会への挑戦」
日本人口はかつてないほどのスピードで高齢化を遂げているが、今後は都市部での高齢化と死亡
数の増加が予想される。機能的健康度の変化を２０年間にわたり追跡した調査結果によると、男性
では２割弱、女性では１割強の人が７０歳前後で健康度が急低下するが、男性の７割、女性の８割
弱は８０歳前後から徐々に低下することが明らかにされている。機能的健康を維持するためには、
治療中心の医療から予防重視にシフトさせる施策が必要である。高齢者にとっては、なじみの環境
で医療も介護も受けられることがＱＯＬの向上につながるという理念から、柏―東大モデルプロジ
ェクトを発足させた。プロジェクトでは、Aging in place をモットーに、超高齢化社会対応型のま
ちづくりをめざして地域医療福祉システムを構築するという社会実験を、柏市と東京大学が協同で
実践しつつある。
（林葉子）

（２）第４３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９月１６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 : 吉武民樹（元厚生労働省年金局長）
４）テーマ : 「どうなる年金制度」
（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４４回社会保障研究会開催
４４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１４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基礎年金制度まで」
（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。

（４）濱口研究会第 5 シリーズ：
シリーズ：第 4 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：9 月 21 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：
『君たちはどう生きるか』を読んで、荻野義雄氏、土岐啓子氏、中村英昭氏の三人
からの発表と意見交換
４）その他：①参加者は吉野源三郎箸『君たちはどう生きるか』
（岩波文庫）をご持参ください。
②研究会参加費として 300 円を徴収させていただきます。
お問い合わせ等は、事務局島村までお願い致します。
（事務局 島村記）

３．シニアニュース
（１）濱口副会長講演のご
濱口副会長講演のご案内
のご案内
濱口副会長が相模原市の｢シニアいきいきライフセミナー｣で下記の通り講演されます。
1）日時 ： 9 月 3 日（金） 13：00～15：30
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2）場所 ： さがみはら市民活動サポートセンター・会議室
相模原市中央区富士見 6-6-23
電話 042-755-5790
3）テーマ ： 生きがいさがし～自立と共生～
4）参加費 ： 1、000 円
5）申込先 ： NPO 法人ビューティフルエージング協会
〒252-0333 相模原市南区東大沼 4-14-12
Fax 042-810-9877 電話 090-2748-6658（携帯：佐伯）
E メール nsaheki@jcom.home.ne.jp
6）締切り ： 定員になり次第締切ります
なお、当団体は当学会会員・佐伯信夫氏が主宰している団体です。
（島村記）

（2）第８回読売福祉文化賞のお
回読売福祉文化賞のお知
のお知らせ
「読売福祉文化賞」は、２１世紀にふさわしい福祉活動に取り組んでいる団体などを応援しま
す。豊かで活力ある長寿社会の実現を目指して今回から、高齢者を支援する福祉活動を対象とする
「高齢者福祉部門」を新設、障害者福祉を中心に福祉全般を対象とする従来の「大賞」は「一般部
門」に改め、一般部門３件(賞牌と副賞１００万円)、高齢者福祉部門３件を顕彰します。新たな福
祉文化を創造する“担い手”を募集します。
（http://www.yomiuri-hikari.or.jp）
1）主催：読売光と愛の事業団 読売新聞社 後援：厚生労働省 日本福祉文化学会
2）応募締切り ２０１０年９月３０日（木）
3）応募要項の郵送先 社会福祉法人読売光と愛の事業団「読売福祉文化賞」事務局
〒100-8055 東京都千代田区大手町 1-7-1

４．事務局から
事務局から年会費納入
から年会費納入のお
年会費納入のお願
のお願い
２０１０年度の年会費納入期限は過ぎておりますが、いまだ未納の方がおります。
会員の皆さまはご承知の通り、社）シニア社会学会は会員の皆さまの年会費で運営しておりますの
で、お忘れになっていらっしゃる方は早急に納入下さいますようお願いたします。
【振込先】
◇郵便振込 口座番号 ００１１０ー２－１２３８２１ 口座名 シャ)シニアシャカイガッカイ
◇みずほ銀行 渋谷支店 普通口座１３２２２６５ 口座名 一般社団法人シニア社会学会
年会費納入状況のご確認は、事務局にお問い合わせ下さい。

５．経理・
経理・専門家の
専門家のアドバイザー、
アドバイザー、応援してください
応援してください
シニア社会学会が一般社団法人になったことに伴い、会計・経理も勘定科目や会計処理を将来の公
益法人化に堪えられるよう今からやっておく必要があります。会員のみなさんの中に経理の専門家
も多数おられますので、年に１回か２回ご指導ご協力くださる方、事務局までご連絡ください。
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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