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１． 年頭のご挨拶
一般社団法人 シニア社会学会
会長 袖井孝子
明けましておめでとうございます。新しい年を皆様は、どのようにお迎
えになりましたか。
今年は戦後 70 年、そしてシニア社会学会 15 周年の記念すべき年にあ
たります。70 年の長きにわたって戦争に巻き込まれることがなかったお
かげで、私たちは世界一の長寿国になることができました。今なお、いく
つかの国では、戦争や飢餓や感染症のために大量の命が失われています。
私たちは、平和であることの有難味を忘れているのではないでしょうか。
昨年末の総選挙で国民の信任を得た（と思っている）安倍首相が、憲法
を改正し、戦後体制からの脱却を図りつつある現状をはらはらしながら見
守っております。日本が危険な道をたどることのないよう、戦中・戦後の
苦しい生活を知っているシニア世代が歯止めをかけることの必要性はますます高まっています。
高齢者が医療や福祉サービスの受け手にとどまることなく、できるだけ自立し、社会に参画す
ることで、活力あるシニア社会を創り出すことを狙いとしてシニア社会学会が発足して 15 年目
にあたります。年齢によって輪切りにされる日本社会を見直し、たとえ失敗しても何度でもやり
直しのきく柔軟な社会を実現したいものです。
本年 6 月 7 日（日）にお茶の水女子大学で開催される大会のテーマは、
「エイジフリー社会の
実現を目指して」です。清家篤慶応義塾長（シニア社会学会副会長）の基調講演を受けて、参加
者全員で話し合うワールドカフェを開催いたします。できるだけ多くの皆様のご参加を期待して
おります。
東日本大震災から、5 年目の春がやってきます。シニア社会学会では 3 月 14 日（土）に東京
電力福島第一原子力発電所の事故をテーマにシンポジウムを企画しております。今後とも、シニ
ア社会学会は、東日本大震災を風化させない、福島を忘れないよう努めてまいります。
2015 年元旦

２．本年度連続講座『人生１００年時代 ～明るく、元気に、健やかに～』
第５回、第６回の概要と受付のお知らせ
第５回、第６回講座の概要をお知らせいたします。お申し込みをお待ちしております。
◆第５回講座は、今週末 201５年１月２４日（土）開催です。◆
講演テーマ：
「安心・安全の住まい選び」
講師：近山 恵子（一般社団法人コミュニティネットワーク協会理事長、当学会会員）
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（講演要旨）
私ども、一般社団法人コミュニティネットワーク協会では、高齢者情報センターを東京と大阪に
開設し、会員の方々のニーズにあわせながら、多様な情報提供を行い、一人一人の新し暮らし方相
談をお受けしております。
しかし、相談内容に見合う手ごろな住まいがないことが多く、ニーズを出来るだけ活かした「ゆ
いま～る」という高齢者住宅を提案し、実践可能としてきました。
また、入居相談にこられる９割の方ができれば、高齢者住宅に住み替えず、住み慣れた場所で暮
らし続けたいと考えています。この矛盾を解き明かし、安心・安全の住まい選びの一助になるよう
運営の仕組み、立地、価格、暮らし方、開設前と開設後のありようなど高齢者住宅「ゆいま～るシ
リーズ」の現状を通してお話しいたします。
１）場 所 ：東京銀座・資生堂 ９Ｆホール
２）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 2500 円、非会員 3000 円。
※お申し込みは、①氏名、②参加の講座、③連絡先を明記し、ｅメール、ＦＡＸで事務局まで。
※参加費は、当日、会場にてお支払いください。
※今後とも JAAS News やホームページ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）
※なお、２月１４日は、第６回（最終回）の開催となりますので、併せてご案内いたします。
◆第６回講座は、201５年２月１４日（土）開催です。◆
講演テーマ：
「人生１００年時代、あなたはどう生（逝）きたいですか？」
講師：袖井 孝子（お茶の水女子大学名誉教授、当学会会長）
（講演要旨）
「死は人生の終末ではない。生涯の完成である」とマルティン・ルターは言いました。生涯を完
成させるには、本人はもとより、家族や医療・福祉関係者にとっても悔いのない生を全うすること
が必要です。人生の最終段階をどのように迎えたらよいのかを、皆様とともに考えたいと思います。
※開催要領は、上記第５回と同様です。

３．研究会合同シンポジウム
「あれから５年～私たちはフクシマをわすれない～」のお知らせ
会員全体を対象とする研究会合同イベントを企画することになりました。第 1 回の試みは、5 つの
研究会の一つ「災害と地域社会」が担当して、以下のようなシンポジウムを開催します。前号のニュ
ースに引き続き、現段階の準備状況をお知らせます。できるだけ多くの会員およびご関心のある方の
ご参加を期待しております。
１） 日 時：２０１５年３月１４日（土） １３：３０～１６：００
２）場 所：日本労働者協同組合連合会（高齢者生活協同組合）会議室（池袋東口 ISP ビル８階）
３） タイトル：あれから５年～私たちはフクシマを忘れない～
４） 報告者：坂田正顕（学会員、早稲田大学名誉教授）
白木里恵子（早稲田大学理工学部助手）
コメンテーター：伊藤まり（福島県浪江町民）
、皆川靱一（当学会理事）
コーディネーター：長田攻一（当学会理事）
５） 内 容：居住地を奪われた人びととそれらの人びとを受け入れる社会をめぐる諸問題を通
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して、原発災害の特異性を明らかにするとともに、この問題が被災地社会の問題に
とどまらない全国的な問題であるという認識をできる限り多くの人と共有したい。

４．研究会からのお知らせ
（１）第 1８回「シニアのＩＣＴ活用研究会」開催のご案内
2015 年始めの研究会は、2 月 16 日（月）に開催となります。
今回は、「iPad で 65 歳からの毎日を 10 倍愉しくする私の方法」の著者である牧
氏をお迎えし、著書を題材に、著者を囲んでの気楽な読者会形式で行います。
シニア社会学会の非会員の方、ICT に関する知識が無い方のご参加も大歓迎です。
参加をご希望の方は、前日までにお申し込み下さい。
１）日時：2015 年 2 月 16 日（月） 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
http://dia.or.jp/access/
３）話題提起者：牧 壮 氏(牧アイティ研究所代表，新老人の会スマートシニアア
ソシエイション代表)
４）テーマと概要(仮)：「iPad で 65 歳からの毎日を 10 倍愉しくする私の方法」
シニアの ICT(情報通信技術)の活用とは，どういうことが挙げられるのでしょうか。
シニアが ICT を活用する際に直面する課題とはなんでしょうか。
これらをシニアの目線から、その可能性と解決策を考え、提案していきます。
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。

（２）第８３回 社会保障研究会 開催のお知らせ
１）日 時：２０１５年１月２２日（木） 18：00～20：00
２）報告者：藤森 克彦（みずほ情報総研株式会社 社会保障・藤森クラスター主席研究員）
３）テーマ：
「単身世帯の増加とその影響―高齢単身世帯を中心に」
４）会 場：高齢者生活協同組合 会議室（会場が変わりましたので、ご注意ください）
東池袋１－４４－３ 池袋ＩＳＰタマビル ７・８階 会議室は８階になります。
※ご質問がございましたら、佐藤まで。090-4436-6853
fujiko-s@jeans.ocn.ne.jp

（３）第１６回「シニア社会のリテラシー」研究会開催のお知らせ
１）日 時：２０１５年１月２６日（月） 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：濱口座長からの問題提起（そのⅡ）
＜タイトル＞：
『コミュニティ文学の可能性―社会学的理解にもとづく提案―』
前回（第１５回・１２月２２日開催）に引き続いて濱口座長から、後半のレクチャーを
いただきます。ご期待下さい。
４）参加費：３００円
※お問い合せは、事務局・島村までお願いします。

（４）第２０回「災害と地域社会」研究会開催について
１）日 時：２０１５年１月２８日（水） １８：００～２０：００
２）場 所：早稲田大学戸山キャンパス 戸山キャンパス ３９号館 第７会議室
３）報告者：長田攻一（
「災害と地域社会」座長）
４）テーマ：岩手県田野畑村の災害復興について（中間報告）
５）打合せ：３月１４日シンポジウムに向けて
６）参加費：５００ 円（学生は無料、ただし社会人入学者を除く）
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※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。

（５）第１１回「ガバナンス」研究会開催のお知らせ
１）日 時：2 月 28 日（土）18：00～20：00
２）場 所：地域サロン「ぷらっと」
（JR 武蔵境駅北口徒歩５分）
３）テーマ：
「介護保険とガバナンス」Ⅱ
４）テキスト：川村匡由『介護保険再点検」ミネルヴァ書房（割引即売可）
５）参加費：700 円（資料代など込み）
６）申し込み： m_kawa@musashino-u.ac.jp（川村座長）

６．学会機関誌「エイジレスフォーラム」第１３号掲載原稿募集
（一社）シニア社会学会の広報誌のひとつである「エイジレスフォーラム」第１３号に、会員が執筆
された著書をご紹介します。下記の要領でお送りください。
○過去３年以内に出版された著書または共著を紹介します。
○応募方法 : 紹介します著書（表紙画像掲載の為）と書評（著者による内容紹介でも可）を下記
あてお送りください。
○書評文字数 : １１００字以内厳守
○書評は e メール（jaas@circus.ocn.ne.jp）で事務局宛お送りください。
○締切り : ２０１５年２月末日必着
○著書送り先 : 〒150-0002 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・事務局 担当武者宛て
尚、著書は編集終了後返却いたします。

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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