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ＪＡＡＳ Ｎｅｗｓ 第１３５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９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２２２２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２回講座は１０１０１０１０月月月月９９９９日日日日（（（（土土土土））））開催開催開催開催です。定員（４５名）になり次第締め切りとなります。◆ 

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。 

テーマテーマテーマテーマ：「：「：「：「地域活動地域活動地域活動地域活動のすすめのすすめのすすめのすすめ」」」」 

講師：堀池 喜一郎（ＮＰＯ法人 シニア SOHO 普及サロン 三鷹前代表理事、当学会理事） 

シニアの地域参加を自治体やNPOが期待しています。市民活動参加ノウハウ「１０ヶ条」の提言。 
第一部 なぜ、個人ではなく地域がテーマなのか 

①長いこれからのシニア生活を、地域で過ごすことの意味 
②会社人から、社会人・地域人へ、変身の覚悟と楽しさ 

第二部 地域への戻り方 
③まず地域で出来そうなことに関わる。地域を知り周りを見渡す 
④自分がしたいこと、できることが何より大切 
⑤貢献できる相手はだれか。何をして地域に役立つか 
⑥小額でもお金を稼ぐ 

第三部 ここまで考えなくてもよいけれど…面白いことが沢山ある 
⑦地域に役だつ事業のNPO。例えば｢協働｣という仕事 
⑧コミュニティビジネスに3種類の関わり方 
⑨地域に信頼を受ける方法 
⑩ＩＣＴを使いこなす、自分流なやり方 

これから地域社会のために何か貢献したいと思っている皆さんや、“一歩”を踏み出したものの、い

ろいろ疑問をお持ちの皆さんへのすばらしいエールとなることでしょう。ぜひご参加ください。 

１）第３回以降のテーマと講師（第３回以降も随時受け付けています） 

 ・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） 

※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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（（（（１１１１））））連続講座第連続講座第連続講座第連続講座第１１１１回参加者回参加者回参加者回参加者のののの感想感想感想感想    
【９月４日 第１回講座「見直そう家族関係」講師：袖井孝子】  

①渡辺美代子さん（新潟市） 

シニア社会塾が「銀座の資生堂」で開催されるというご案内を JAAS ニュー

スで知って、団体登録している私どもは、会員が交代で出席して学ぶ機会にと、

全６回一括申し込みをしました。一時間有余の講師のお話のあと、資生堂心尽くしのケーキとお茶で

一息入れていると、マイクが参加者にも回りはじめました。多くの方は、人生の第３ステージを積極

的にいきいきと生きておられるご様子がわかる発言で（それだけに、時間が少しオーバーしてしまい

ましたが）活力をいただけたことに感謝です。この中に「銀座」だから来てみました、という発言が

２～３名からあり、実は私もその気持が少なからず・・でしたので、同じようなお仲間がおられてホ

ッとしながら「銀座サロン」をたのしみました。 

②目々澤富子さん（江戸川区） 

 今回のテーマは「見直そう家族関係」（袖井孝子講師）で、子育て後の人生を家族関係の視点から

話された。夫と妻で気持に差があることや経済自立が困難な子を抱えた親など厳しい話が多かった。

一方、女性の社会進出が進んだことで、子世代家族の家事・育児を引き受けざるを得ない親も増えて

きている。人間の一生は、従来は末っ子の結婚あたりで余生となったが、今は、子の経済的・生活的

依存が何時までも続き、働き盛りの生活から抜け出せない親も少なくない。最後に参加者全員が感想

を述べ、予定時間を大幅に超えたが、具体的で興味深かった。雰囲気も活性化するし、参加した実感

が得られるので、今後は全員参加を組み込んだ構成もやって欲しいです。 

２２２２．．．．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 

（（（（１１１１））））福祉医療機構福祉医療機構福祉医療機構福祉医療機構のののの助成助成助成助成事業調査事業調査事業調査事業調査受託受託受託受託    

福祉デザイン研究所（所長 川村匡由当学会理事）は、独立行政法人福祉医療機構の平成 21 年度

の助成事業として「限界集落・自治体の地域コミュニティ再生事業」で 1,847,000 円の調査費用が

全額認められました。 

これは「平成の大合併」で日本一高齢化になった群馬県南牧村の限界集落および自治体を対象に、

向こう３年にわたり再生をめざして調査、シンポジウム・ワークショップ、およびパイロット事業に

取り組むもので、本年６月の日本地域福祉学会で報告済みです。当学会理事の荒井浩道さんも参加さ

れています。 

（（（（２２２２））））川村会員主催川村会員主催川村会員主催川村会員主催のののの地域地域地域地域サロンサロンサロンサロン「「「「ぷらっとぷらっとぷらっとぷらっと」」」」    １０１０１０１０月月月月のののの予定予定予定予定    

①１０１０１０１０月月月月 2222 日日日日（（（（土土土土））））    14141414：：：：00000000～～～～15151515：：：：30303030、、、、「「「「豊豊豊豊かなかなかなかなシニアライフシニアライフシニアライフシニアライフのためにのためにのためにのために」（」（」（」（要予約要予約要予約要予約））））    

～人生 100 年を考える。生きがいとは。シニアの働き方（仕事）、高齢期の男女の関係～ 

（老後問題研究家・「ぷらっと」スタッフ 藤森洵子） 

②１０１０１０１０月月月月 3333 日日日日（（（（日日日日））））  11  11  11  11：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000、「、「、「、「ふれあいふれあいふれあいふれあいカフェカフェカフェカフェ」」」」 

～ドリンク付き 200 円でご自由に。福祉の本やＣＤもあります～ 

③１０１０１０１０月月月月 16161616 日日日日（（（（土土土土））））    14141414：：：：00000000～～～～15151515：：：：30303030、「、「、「、「年金相談年金相談年金相談年金相談」」」」    

～定年退職と年金生活についてのトークも～ （社会福祉学者 川村匡由） 

④１０１０１０１０月月月月 17171717 日日日日（（（（日日日日））））  11  11  11  11：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000、「、「、「、「フリーマーケットフリーマーケットフリーマーケットフリーマーケット」」」」 

～何でも。ただし、中古品はお断りします～  

⑤１０１０１０１０月月月月 23232323 日日日日（（（（土土土土））））、、、、２４２４２４２４日日日日（（（（日日日日））））    11111111：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000、「、「、「、「軽井沢写真展軽井沢写真展軽井沢写真展軽井沢写真展」」」」    

～四季折々の軽井沢のパネル写真１０点～ （出品者 唐沢 稜（山岳紀行家））    

会会会会        費費費費  ・ミニ講座・個別相談   500 円（飲料代込み） 

    ・ふれあいカフェ      200 円（飲料代） 

・フリーマーケット    500 円（参加費） 

申申申申しししし込込込込みみみみ  ＴＥＬ090-8749-3093（藤森）、ＴＥＬ080-1109-4171（須之内） 
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（（（（３３３３））））VVVV----JAASJAASJAASJAAS「「「「ブログブログブログブログ活用講座活用講座活用講座活用講座」」」」開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

“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。 

詳細は後日あらためてお知らせしますが、日程が確定しましたので取り急ぎお知らせします。 

（近日中に学会ＨＰの「シニア村」欄に詳細情報を掲載します） 

◆11 月 13 日(土）13：30～16：30 

◆11 月 20 日(土）13：30～16：30 

①会場：両日とも、三鷹産業プラザ １階 PC ルーム 

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）他です。 

要受講料（資料代など若干の費用がかかります） 

（（（（４４４４）「）「）「）「アジアアジアアジアアジア太平洋太平洋太平洋太平洋アクティブエイジングアクティブエイジングアクティブエイジングアクティブエイジング会議会議会議会議」（」（」（」（福岡福岡福岡福岡 AAAAＣＣＣＣAAAAＰＰＰＰ２０１０２０１０２０１０２０１０））））のごのごのごのご案内案内案内案内    

堀池理事も参加する世界の元気高齢者のあり方について有益な国際会議が11月29日から福岡市

で開催されます。（詳細はＨＰで、http://aabc.jp/jp/acap2010.html 申込締切は９月末） 

３３３３．．．．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        

（（（（１１１１））））ナルクナルクナルクナルクからからからから子育子育子育子育ててててセミナーセミナーセミナーセミナー開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

シニア社会学会で子育て、と思われるかも知れませんが、当学会の副会長である高畑敬一さんと理

事・運営委員である筑摩孝雄さんが所属するニッポン・アクティブライフ・クラブ（略称：ナルク）

が（財）こども未来財団と共催して、子育てへのシニアの参加や、地域に密着したボランティア活動

のあり方を学ぶ為に、毎年全国でセミナーを行っています。 

このたび、袖井会長のご助力で、会場としてお茶の水女子大学教室借用や講演者のご推薦を頂き、

開催の運びとなりました。基調講演は森田明美（東洋大学福祉学部）教授と事例発表は食育指導のＮ

ＰＯ、母とこどもの居場所つくりをしたＮＰＯ、野原に伝統技術の上総堀で井戸を掘りこども達の遊

び場を作ったＮＰＯ、こどもの緊急電話相談をしているＮＰＯなどを予定しています。 

【開催要領】 

①日時：平成 22 年１１月６日（土） 午後１時３０分～４時３０分 

②場所：お茶の水女子大学 共通講義棟２号館２０１ 

 文京区大塚２－１－１（地下鉄丸の内線茗荷谷下車５分） 

お問合せ先：ニッポン･アクティブライフ・クラブ（ナルク東京） 

Tel＆Fax（０３）３４７１－４３２０ 担当・筑摩    

（（（（２２２２））））公益財団法人労働問題公益財団法人労働問題公益財団法人労働問題公益財団法人労働問題リサーチセンターリサーチセンターリサーチセンターリサーチセンター設立設立設立設立 25252525 周年記念周年記念周年記念周年記念シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム    
清家篤・慶応義塾長（当学会・副会長）がコーディネーターとして出演されます。 

①日時：平成 22 年 11 月 1 日（月）午後 1 時 30 分開会 

②場所：アルカディア市ヶ谷（私学会館）6 階 霧島 

③テーマ：今日の労働問題と明日への展望  ～我が国労働問題四半世紀の回顧と展望～ 

④プログラム：特別講演「労働問題の四半世紀－労働政策の変化の視点から－」 

         菅野和夫氏 中央労働委員会会長・東京大学名誉教授・日本学士院会員 

        パネルディスカッション「今日の労働問題と明日への展望」 

        （コーディネーター）清家 篤 氏 慶応義塾長 

                  荒木 尚志氏 東京大学大学院教授 

                  佐藤 博樹氏 東京大学社会科学研究所教授 

                  武石恵美子氏 法政大学キャリアデザイン学部教授 

                  樋口 美雄氏 慶應義塾大学商学部長 

詳細及びお申し込みは、ホームページから http://lrc.jp/event/index.html 
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（（（（３３３３））））2010201020102010「「「「男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画 NPONPONPONPO フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム inininin かながわかながわかながわかながわ」」」」開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

シニア社会学会もブースを設けて参加します。 

①主催：NPO 法人かながわ女性会議 県立かながわ女性センター 

②日時：平成 22 年 10 月 16 日（土）13：00～15：30（13：00 より受付） 

③場所：県立かながわ女性センター 2 階 第 1 研修室 神奈川県藤沢市 1-11-1 

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/02/0050/center/kanri/access.html 

④テーマ：親子でできる就活支援講座「児玉神社宮司に学ぶ『若者と歴史』」 

⑤企画内容： 

「坂の上の雲」で有名な児玉源太郎翁を祀る児玉神社が、江ノ島にあります。その児玉神社の山本 

白鳥宮司をお招きしての日本ベンチャー大學の公開講座です。児玉源太郎翁を学生とともに一緒に 

学びましょう。「若者と歴史」をテーマに講義をしていただくともに、学生とのフリーディスカッ 

ションをします。 

お問い合わせ・お申し込みは、事務局・黒澤まで。 

（（（（４４４４））））「「「「家族家族家族家族力大賞力大賞力大賞力大賞」」」」募集募集募集募集のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 東京都（家族力大賞事務局）では、家族や地域の「きずな」を感じた体験作文や写真の募集をして

いますので、概要の抜粋をお知らせします。（詳細は学会のＨＰに掲載のチラシをご参照ください） 

 ①主催：社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 

 ②後援：東京都、社会福祉法人 東京都共同募金会 

 ③協賛：東京新聞 

 ・応募資格や応募方法は学会ＨＰ掲載のチラシをご参照ください。 

 ・賞状および賞金 

■最優秀賞 １編（東京都知事賞状・賞金20万円） 

■優秀賞  １編（東京新聞賞状・賞金10万円） 

■奨励賞  ３編（東社協会長賞状・賞金5万円） 

■佳作   10編程度（運営委員会委員長賞状・記念品） 

 ・締め切り 平成22年11月30日（火） （当日消印・あるいは送信有効） 

 ・応募についての問い合わせなどは下記へ 

家族力大賞事務局（小野・柳澤）  〒162－0823 東京都新宿区神楽河岸1－1 

Tel : 03-3235-1171 Fax : 03-3235-0050 

E-mail : info@kazokuryoku-gp.jp  ホームページ : http://kazokuryoku-gp.jp 

４４４４．．．．事務事務事務事務局局局局からからからから年会費納入年会費納入年会費納入年会費納入についてについてについてについて再度再度再度再度のおのおのおのお願願願願いいいい    

２０１０年度の上期も間もなく終了しますが、いまだ年会費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重ねてお願いいたします。 

【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。 

 

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/ 

 


