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１．２０１５年度定時総会および第１４回大会速報
２０１５年度定時総会および第１４回大会は６月７日（日）、今年もお茶の水女子大学 本館３階
３０６室で開催されました。
まず第一部の定時総会では、本会の定款第１８条にもとづき、会員総数２０２
名、その過半数である定足数１０２名に対し、出席者４８名、委任者７８名の計
１２６名で有効に成立していることを司会の吉竹弘行運営委員より報告があり、
全会一致で了承したうえ、袖井孝子会長より挨拶がありました。
次いで、司会者より議長に長田功一理事を選出するむね推薦があり、全会一致
でこれを了承して議事に入り、事務局より第一号議案（２０１４年度活動報告）、
第二号議案（同決算報告）が説明され、全会一致で了承されました。続いて第三
号議案（２０１５年度活動計画）と第四号議案（同予算案）が説明され、こちらも全会一致で了承さ
れました。
第二部では、創立１５周年記念大会のテーマ「エイジフリー社会をめざして」に併せ、澤岡詩野理
事の司会のもと、竹川勝雄（一般社団法人人材支援機構代表理事）、中村昌子（立教大学大学院修士
課程）、小宮健吉（社会保険労務士）、高島芳美（高島平団地ボランティア活動家）、牧野俊浩（音
楽家ボランティア）の計５名の会員より日ごろの活動を踏まえた意見や提案がされました。
このあと、昼食をはさみ、清家篤副会長（慶応義塾長）より「エイジフリー社
会をめざして」と題し、基調講演がありました。そのなかで、清家副会長は政
府の人口統計などを紹介しながら、２０２０年を見据えて年齢による差別や偏
見をなくし、シニア世代の雇用の促進や社会保障の見直し、生涯学習の充実を
図り、エイジフリー社会を国際標準にすべきであるむね提言されました。
これを受け、黒澤眞澄事務局の進行のも
と、全員が１０グループに分かれ、計３
セッションにわたるワールドカフェを開
催し、エイジフリー社会のあり方につい
て意見交換しました。そして、大会への
アンケートへの回答に協力後、川村匡由理事の講評を得たのち、濱口晴彦副会長の挨拶を得て閉会し
ました。
最後の第三部の懇親交流会では、会場を同大学の生協マルシェに代え、有志約５０名が参加、花崎
良政理事の司会で開会し、坂巻煕会員の音頭によってビールで乾杯のあと、袖井会長らから差し入れ
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のあった日本酒やワインなどを酌み交わし、和やかに懇談しました。今大会は梅雨入り前のなか、晴
天に恵まれ、高畑敬一副会長は所用で参加されなかったものの、２０～４０代の中堅の研究者や団体
職員、会社員などが多数参加し、例年になく盛り上がりました。なお、島村健次郎事務局より総会、
大会会場で参加者に協力を依頼した義援金は計 5,651 円、また、荒井浩道理事、川村匡由理事、望
月幸代運営委員の持込による書籍も即売され、その売り上げの一部が学会に寄付される予定です。
（川村記）

２．今年度連続講座のお知らせ
本年（2015 年度）の連続講座について開催概要をお知らせいたします。参加は各回ごとに自由
にお選びいただけます。従来と同様、６回全講座の一括申し込みも割引参加費にてお受けします。
概要につきましては、大会で配布した暫定版チラシやＨＰをご参照ください。
※受講申込の受付は、7 月中旬以降から始めます。ホームページでも随時お知らせします。
《 2015 年度 連続講座・銀座サロン開催のお知らせ（ケーキ、コーヒーor 紅茶付き） 》
１）全体テーマ：
『人生１００年時代 ～最期の時を安心して迎えるには 』
各回テーマと講師
・第 1 回 2015 年９月５日（土）
「人生１００年時代、悔いのない人生のしめくくりに向けて」
（袖井孝子）
・第 2 回 2015 年１０月１０日（土）
「長寿時代の生活設計」
（木村嘉男）
・第 3 回 2015 年１１月２１日（土）
「相続が争族にならないために」
（加藤 隆）
・第 4 回 2015 年１２月１９日（土）
「老妻介護と在宅看取り〜個人的体験から」
（沖藤典子）
・第 5 回 2016 年１月２３日（土）
「あなたらしい葬儀と墓」
（荒井浩道）
・第 6 回 2016 年２月２０日（土）
「納得の旅立ちのために」
（志藤洋子）
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。
※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
いただき、多数の方のご参加をお願いいたします。
（事務局担当 鈴木）

３．研究会からのお知らせ
（１）第８７回 社会保障研究会 開催のお知らせ
１）日 時：２０１５年６月２４日（水） １８：００～２０：００
２）報告者：酒井 忠昭（NPO ホームケアエクスパーツ協会・理事長）
３）テーマ：
「改めて医療基本法を」
４）会 場：労働者協同組合 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 ８階
※ご質問がございましたら、佐藤まで。090-4436-6853
fujiko-s@jeans.ocn.ne.jp

（２）第２１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：６月２５日（木）１５：００～１８：００
＜開催曜日・時間が変更になっています。ご注意下さい。＞
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：濱口座長のレクチャー：
『コミュニティ再々論―コミュニティをどのように理解す
ると実用的かつ理論的かをめぐって』
座長レクチャーの後、討議を行ないます。
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４）その他：研究会費として３００円徴収させていただきます。
＊お問い合わせ等は、事務局・島村までお願いします。

（３）第２３回「災害と地域社会」研究会開催について
１）日 時：2015 年 7 月 23 日（木） １８：３０～２０：３０
２）場 所：早稲田大学戸山キャンパス 33 号館 16 階第 10 会議室
３）報告者：宮定 章（博士[工学]、認定 NPO 法人 まち・コミュニケーション代表理事
専修大学 非常勤講師、同大学社会科学研究所客員研究員）
４）タイトル：
“集落存続危機”と“集落存続への模索”～復興事業（長期化）の中で、石巻
沿岸部の被災者の生活再建・居住地選択から見えること～
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

（４）
「シニアのＩＣＴ活用研究会」第 21 回開催のご案内
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致します。
１）日 時：2015 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。

４．各研究会の概要報告
（１）第 86 回 社会保障研究会
１）日 時：2015 年 5 月 20 日
２）場 所：日本労働者協同組合会議室（豊島区東池袋１－４４－３ 池袋 ISP タマビル８階）
３）講 師：望月幸代（ミズ総合企画）
４）テーマ：
「2015 年介護保険法等の改正」
本年 4 月から施行された「改正介護保険法」について、主として利用者の立場から説明された。
今回の改正では、増大する介護費用を抑制するために、介護報酬の切り下げや利用者負担の見直しな
どが行われた。とりわけ大きく変わるのが、予防給付の「訪問介護」
「通所介護」が地域支援事業に
移行することであり、
「新しい総合事業」として 2017 年度末までに、国から市町村の管理運営に任
されることになった。要支援１、２の軽度者については、これまでにもサービスの乱用がある、費用
がかかっている割には効果が上がっていないことが指摘されてきた。介護予防の管理運営を国から市
町村に移行させ、従来の介護事業所に加えて、ＮＰＯやボランティアなど住民による多様なサービス
を提供するという案については、軽度切り、福祉の後退という意見もあるが、その半面、高齢者がサ
ービスの受け手から、その持てる能力を活かしてサービスの支え手の側に回れるチャンスでもある。
地域支援事業の成否は、自治体行政の姿勢の如何に加えて、住民がどれだけ主体的に地域生活の向上
に取り組むかによって相違が出ることは明らかであり、地域間格差の拡大が懸念されるところである。
（袖井孝子 記）

（２）第２０回「シニア社会のリテラシー」研究会の報告
１）日 時：２０１５年５月２５日（月） 1５：００～１８：００
２）場 所：早稲田大学国際会議場４階第７共同研究室
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３）テーマ：出版の実行計画についての討議
＊編集委員会で検討された内容をまとめた配付資料をベースに、討議が行われた。主なテーマと
しては、編集方針そして出版社から提示された 300 冊の当方引取り条件の負担配分について、
活発な意見交換があった。
（島村記）

５．事務局からのお知らせ
去る６月７日に行われた総会・大会後の懇親会会場で写真のよう
な眼鏡の忘れ物がありました。事務局でお預かりしていますので、
お心当たりのある方は事務局まで電話あるいは e メールにてお問い
合わせください。なお、事務局は月・水・金の対応となっておりま
すのでご注意願います。

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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