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１．今年度連続講座の
今年度連続講座の受付開始のお
受付開始のお知
のお知らせ
本年（２０１４年度）の連続講座について開催概要と受付開始のお知らせをいたします。従来と同
様、６回全講座の
基本的に参加申込は各回ごとに自由
回全講座の一括申し
一括申し込みも割引参加費
みも割引参加費にて
割引参加費にてお受けします。
にて
にお選びいただけます。
※本日（7 月 18 日）から受付開始とさせていただきます。ホームページでも随時お知らせします。
《 ２０１４年度
２０１４年度 シニア社会学会
シニア社会学会・
社会学会・連続講座開催のお
連続講座開催のお知
のお知らせ（ケーキ、コーヒーor 紅茶付き） 》
１）全体テーマ：
『人生１００
人生１００年時代
１００年時代 ～明るく、
るく、楽しく、
しく、健やかに 』
各回テーマと講師
・第 1 回 ２０１４年９月２７日（土）
「人生１００年丸の出航」
（樋口恵子）
・第 2 回 ２０１４年１０月１１日（土）
「地域に居場所を」
（澤岡詩野）
・第 3 回 ２０１４年１１月２９日（土）
「NNK から PPK」
（星 旦二）
・第 4 回 ２０１４年１２月２０日（土）
「ICT で社会につながる」
（森やす子）
・第 5 回 ２０１５年１月２４日（土）
「安心・安全の住まい選び」
（近山恵子）
・第 6 回 ２０１５年２月１４日（土）
「人生 100 年時代、あなたはどう生（逝）きたいですか」
（袖井孝子）
２）場 所 ：東京銀座・資生堂 ９Ｆホール
３）開催要領：各回とも、14 時～16 時の開催。募集人数は最大 45 名。
各回の参加費は、会員 2,500 円、非会員 3,000 円。
6 回分一括前納の場合、会員 12,000 円、非会員 15,000 円。
（参加証を発行）
※お申し込みは、①氏名
氏名、②参加
参加の
連絡先を明記し、ｅメール、ＦＡＸで事務局まで。
氏名
参加の講座、③連絡先
講座
連絡先
※各回参加費は、当日、会場にてお支払いください。
（６回一括申込
一括申込は
一括申込は事前のお
事前のお振込
のお振込となります）
振込
※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）

２．第１３回大会
１３回大会アンケート
回大会アンケート報告
アンケート報告
去る 6 月 15 日に開催されました第 13 回大会で実施しました「ワールドカフェ」
。シニア社会学
会として初めての試みでしたが、出席者全員に参加いただき、意見交換をしていただくことを目的と
して実施いたしました。アンケートの回収率 61%。年齢別に見ますと 20 代～50 代→32%、60
代～80 代→68%です。シンポジウム、ワールドカフェともに約 90%の方々が「とてもよかった・
よかった」と回答していました。また、今後取り上げて欲しいテーマ（複数回答）は「生涯学習」
(17%)・
「生きがい」(15%)が 1 位・2 位となり、
「年金」
・
「医療」
・
「介護」はそれぞれ 5%前後で
した。
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☆シンポジウムに
シンポジウムに関して（
して（自由回答抜すい
自由回答抜すい）
すい）
回答１：シニアだけでなく、若者世代と多様な立場の人々の率直な意見が聞けた。(60 代男性)
回答２：シニア世代と若者世代、それぞれの視点からのお話がとても興味深かった。(20 代男性)
回答 3：違った角度のご意見を聞くことが出来とてもよかった。(50 代女性)
回答４：もう少しじっくりお話を伺いたかった。
・・長ければ良いというものでもありませんが・・
(40 代男性)
回答 5：2020 年問題というテーマは大変重要だと思う。(60 代女性)

☆ワールドカフェに
ワールドカフェに関して（
して（自由回答抜すい
自由回答抜すい）
すい）
回答 1：はじめてのワールドカフェに参加しました。他の人の様ざまな意見が聞けて面白かった
です。(30 代女性)
回答 2： 全員が参加するという形式に不安もあったが、それが出来たことは大きな成果だと思う。
(70 代男性)
回答 3： 多様な立場の人々の率直な意見が聞けた(もう少し時間があると良かった)メンバー同士
がしゃべる時間が不足。(60 代男性)
回答 4： 心理的に壁を取り払うのに効果があると感じた。(70 代男性)
回答 5： 話しやすい“しくみ”のワールドカフェに参加できて意義深い時間でした。(50 代女性)
回答 6： 大学や職業研修でも最近取り入れられていますが、シニア社会学会の取り組みが新鮮で
した。(60 代女性)

３．研究会からのお
研究会からのお知
からのお知らせ
（１）第１１回
１１回「シニア社会
シニア社会の
社会のリテラシー」
リテラシー」研究会開催のお
研究会開催のお知
のお知らせ
１）日 時：２０１４年７月２５日（金） １６:３０～１９:３０
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：前田肇さんによる発表と討議 － 「地域コミュニティの事例報告」
ご自身が居住する地域コミュニティづくりの活動を発表いただく。
４）参加費：３００円
※お問い合わせは、事務局・島村までお願いします。

（２）第１６回
１６回「災害と
災害と地域社会」
地域社会」研究会開催のお
研究会開催のお知
のお知らせ
１）日 時：２０１４年７月２５日（金） １８:００～２０:００
２）場 所：早稲田大学戸山キャンパス 39 号館６F 第 7 会議室
３）報告者：野坂真（早稲田大学大学院博士課程）
４）報告タイトル：岩手県大槌町の災害復興過程、その後の経過（仮）
５）参加費：５００円（学生は無料、ただし社会人入学者を除く）
※お問い合わせ、参加申込は事務局・福原（fukuhara@jaas.jp）迄お寄せ下さい。

（３）第７９回社会保障研究会
７９回社会保障研究会のお
回社会保障研究会のお知
のお知らせ
１）日 時：２０１４年７月３１日（木） １８:００～２０:００
２）場 所：高齢者生活協同組合会議室
３）講 師：磯部 文雄氏（福祉未来研究所代表・元厚生労働省老健局長）
４）テーマ：
「介護保険の課題」
※ご質問がございましたら、佐藤までご連絡ください。
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090-4436-6853
fujiko-s@jeans.ocn.ne.jp
※８月の研究会は休会です。９月の研究会に関しては次号 JAAS News181 号でお知らせしま
す。

（４）第４回ガバナンス研究会開催
ガバナンス研究会開催のお
研究会開催のお知
のお知らせ
１）日 時：２０１４年 8 月 10～11 日（日～月）13：００～17：００
２）場 所：軽井沢（王領地の森 1310、川村山荘）
３）テーマ：
「軽井沢サマーガバナンス研究会～川村匡由教授を囲んで～」
４）参加費：５０００円（1 泊２食付き）
５）定 員：４人（先着順）
６）申し込み：m_kawa@musashino-u.ac.jp（川村理事）

（５）
「シニア
「シニアの
シニアのＩＣＴ活用研究会
ＩＣＴ活用研究会」
活用研究会」第 1７ 回 開催のご
開催のご案内
のご案内
7 月の月曜日に開催の予定で調整を進めています。
開催日、話題提起者が決定次第、シニア社会学会のホームページでご案内いたします。
１）日 時：２０１４年７月の月曜日 17:00～19:00
２）場 所：（公財）ダイヤ高齢社会研究財団 会議室
新宿区新宿一丁目 34 番 5 号直田ビル 3 階
３）話題提起者：未定
４）テーマ：未定
５）参加費：500 円
※参加のご連絡およびご質問については、澤岡 sawaoka＠dia.or.jp（＠は、半角
にしてメール送信ください）までご連絡ください。
以上

例年通り、今年も８月１2 日（火）～１9 日（火）を夏季休暇期間とさせていただきます。
したがって事務局のクローズ日は、13 日（水）・15 日（金）・18 日（月）の３回となります。
予めご承知おきくださるようお願いいたします。
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 メール：jaas@circus.ocn.ne.jp URL：http://www.jaas.jp/
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