JAAS News 第１９４号
一般社団法人シニア社会学会・事務局 ２０１５年９月１６日
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１．今年度連続講座第２回の受講申し込み受付中です
第２回講座の概要をお知らせいたします。受講のお申し込みをお待ちしております。

◆第２回講座は、2015 年１０月１０日（土）開催です。◆
講演テーマ：「長寿時代の生活設計」
講師：木村 嘉男（野村證券 投資情報部・証券学習開発課）
（講演要旨）
「人生 100 年時代」の到来。長寿は喜ばしいことですが、喜んでばかりもいられません。「人生
60 年時代」に比べると 40 年もの生活費を考える必要が出てきます。しっかりとしたライフプラン
を立てることが必要な時代。 「生きがい」・「健康」を支える「家計」の重要性が更に増してきて
います。
少子・高齢化に伴う年金の問題、消費税増税、医療費、超低金利、インフレ時代の到来など私たち
を取り巻く環境は、大きく変化をしています。そんな環境下、豊かなセカンドライフを送るために
「考えないといけないこと」「やらなくてはならないこと」「知っておくべき基本的な知識」などに
ついてわかりやすく解説します。「自分のお金の育て方、皆様と一緒に考えましょう！」
※全６回については既にお送りしましたチラシかホームページをご参照ください。
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。会場にてお支払いください。
※ 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。
※ 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）

◇連続講座第１回参加者の感想（アンケート回答より抜粋）
第１回講座「人生 100 年時代、悔いのない人生のしめくくりに向けて」講師：袖井孝子
・感想１ 分かり易くて良かった。現実が厳しいことも知らされた。気を引き締めた。
（会・60 代）
・感想２ 当たり前のこと、家族関係に努める事、日々心に思って努めており、関係の難しさ、お
話の通りで頑張っています。
（非・70 代以上女性）
・感想３ 終末期のケアについて、家族の意向がとても重視される日本では、当事者だけでなく家
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族への「死の準備教育」もとても重要だと思いました。そのようなテーマの講演があれば・・・
（会・
30 代以下男性）
・感想４ 105 才、95 才の２人の母が逝きました。悔いはありません。今、相続もきちっと進め
ていますが、
（遺言書作成済）自身の今後において経済、その他プロの方の知識を頂きたくて参加
しました。
（非・６０代女性）

２．戦後 70 年座談会『言いたい・聴きたい・反論したい会』第２回・第３
回、参加申込みのご案内
前号でご案内しました表記座談会の第１回は、９月１６日（水）9 名の方の参加を得て開催致
します。第２回及び第３回はまだ数名の余裕がありますので、改めて参加申込み下さいます様ご
案内致します。
『言いたい・聴きたい・反論したい会』の開催要領
１）開催方法：各回論点（テーマ）を設定し、袖井会長を囲み座談会形式で自由に討議する。第
２回及び第３回の論点（テーマ）は下記の通りです。
第２回：「安倍政権の日本国憲法拡大解釈と集団的自衛権の行使」―同じ間違い
を繰り返そうとしていないか、反省力を問う。
第３回：「次世代にどう道をつけるか」―開戦、敗戦、復興、高度成長、成熟の
全てを経験したシニアの構想力、推進力を問う。
２）開催日時：第２回：１０月２１日（水）１４：００～１６：００
第３回：１１月１８日（水）１４：００～１６：００
３）開催場所：シニア社会学会事務所（〒150―0002 東京都渋谷区渋谷 3-15-5 パールビ
ル 4 階 TEL：03-5778-4728）
４）参加費 ：無料
５）参加人数：各回 8 名（会員・非会員共可、先着順・定員になり次第締切りとさせていただ
きます。）
６）申込み方法：➀氏名 ➁参加の回数（各回でも２回一括でも可）③連絡先を明記し、ｅメー
ル（jaas@circus.ocn.ne.jp ）、FAX（03-5778-4728）で事務所まで。
※お問合せは、事務局までお願い致します。
（島村記）

３．研究会からのお知らせ
（１）第２５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９月１７日（木） 1５：０0～１８：００
２）場 所：早稲田大学国際会議場４階第６共同研究室
３）テーマ：３名の事例執筆者からの発表と意見交換
➀駒宮 淳子さん
➁佐藤 敬さん
③福元 公子さん
４）参加費：300 円
（島村記）

（２）第２４回「災害と地域社会」研究会開催のお知らせ
１）日 時：2015 年９月 2８日（月） １８：００～２０：００
２）場 所：早稲田大学戸山キャンパス 39 号館 6 階第 7 会議室
３）報告者：川副早央里（早稲田大学大学院博士後期課程）
４）タイトル：
「災害記録の収集と記憶の継承
―いわき明星大学震災アーカイブ室の取り組みから―」(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。
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（３）第８９回 社会保障研究会 開催のお知らせ
１）日 時：２０１５年９月３０日（水） １８：００～２０：００
２）報告者：王 凍（城西国際大学大学院）
３）テーマ：
「一億人を超えた中国の高齢者の介護事情について
～山東省青島市での調査を通して」
４）会 場：労働者協同組合 会議室
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

（４）「シニアのＩＣＴ活用研究会」第２１回開催のご案内
２015 年 10 月の研究会は、通常の月曜日開催ではなく、１０月１３日（火）に開催となり
ます。今回は、コミュニケーションを専門領域とされる社会学者 長田攻一氏をお迎えします。
高齢期のコミュニケーションについて改めて学び、モバイルや通信といった ICT の可能性につ
いて考えてみませんか？
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１０月１３日（火） 17:３０～19:３０
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：長田 攻一氏(シニア社会学会理事・元早稲田大学教授)
４）テーマと概要：「コミュニケーションとメタコミュニケーション」
普段、我々はあまり意識することなく「コミュニケーション」を繰り返しています。しか
し、そもそも「コミュニケーション」とは何なのでしょうか？
「コミュニケーション」と「メタコミュニケーション」をキーワードに、高齢期のコミュ
ニケーションについて改めて考えると共に、ICT の可能性を考える場としていきます。
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。

（５）第２5 回「災害と地域社会」研究会開催のお知らせ
１）日 時：２０１５年１１月３０日（金） １８：００～２０：３０
２）場 所：早稲田大学戸山キャンパス（会議室は未定）
３）報告者：柄本三代子（東京国際大学準教授）
４）タイトル：食の『安全・安心』をめぐる取り組みについて
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．各研究会の概要報告
（１）第２４回「シニア社会のリテラシー」研究会の報告
１）日 時：２０１５年８月２７日（木） 1５：０0～１７：３０
２）場 所：早稲田大学国際会議場４階第６共同研究室
３）テーマ：5 名の執筆者からの発表と意見交換
5 名の方（荻野 義雄さん、福元 公子さん、杉山 由美子さん、安田 和紘さん、島村 健次
郎さん）から、 各々執筆に当たっての考え方、まとめ方、内容等について発表があり、意見
交換と共に濱口座長から各々の執筆者に対しコメントがありました。
(島村記)
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５．共催イベントご参加へのご案内
（１）「大磯コミュニティ・カレッジ」講演会のご案内
濱口副会長が発起人として立ち上げられ、当学会が後援する表記講演会については、ＪＡＡ
ＳＮｅｗｓ第１８９号（４月１５日刊）でご案内しましたが、秋の講座で、当学会会員・運営
委員である安田和紘さんと、濱口副会長が講演されますので、ご案内致します。
１）安田和紘さんの講演
・日 時：１０月１日（木）１４：３０～１６：３０
・テーマ： 限界集落は明日のわが街かもしれない～黒野伸一『限界集落株式会社』をコミ
ュニティ論で読み解く～
２）濱口副会長の講演
・日 時：１２月３日（木）１４：３０～１６：３０
・テーマ：鬼退治をしない桃太郎物語～争うという現象はどういう構造をもっているか～
３）会 場：ＪＲ大磯駅前のエリザベス・サンダース・ホーム交流スペース
４）申込み・問合せ：電話０４６３-６１-０４７６（こみゅにて－・パティオかりん・富山氏）
５）参加費：１回 １，０００円
（島村記）

（２）「あれから 5 年～わたしたちはフクシマを忘れない」 第 2 回シンポジウムのご
案内
本年 3 月 14 日（土）に開催されました、研究会合同シンポジウムには、盛況のうちに終
えることができました。ご参加いただいた多くの会員の皆様のご協力に、心より感謝申し上げ
ます。
このテーマは 1 回のシンポジウムで終わらせることのできない重要なテーマであり、「災
害と地域社会」研究会では、「早稲田大学総合人文科学研究センター」と共催で、本年、第 2
回のシンポジウムを企画いたしました。今回は、
「浪江町」から舞台を「いわき市」に移して、
外部からのサポートの仕方やその意義について考えることが中心になります。また、このよう
な取り組みと福島県内の危険区域から各地域に避難されている方々に対するサポートの取り
組みとの関連についても、ご一緒に考えていきたいと思います。
１）日 時：２０１５年１１月１４日（土） １４：００～１６：００
２）場 所：早稲田大学戸山キャンパス 33 号館低層棟６階第 11 会議室（スロープを上がっ
て、中庭広場正面に見える新しい建物です。高層の建物ではありませんが、入り口は
高層建物側にあります）
３）パネリスト
◆報告者：
・川副早央里（早稲田大学大学院博士後期課程。いわき市に居を構え、他のグループと連
携しながら、被災者支援を兼ねて、地域コミュニティの変容と未来の再生につい
て 3 年以上研究している）
タイトル：「被災状況が重層する地域で求められる支援―震災アーカイブの取り組みか
ら考える－」（仮）
・佐藤 緑（2012 年より特定非営利活動法人シャプラニール＝市民による海外協力の会の
震災対応タスクフォーススタッフとして 2 年間いわき市に駐在。さまざまな立
場の被災者支援にあたる。会津若松市出身）
タイトル：「取り残される被災者とともに歩んだ、NGO としての支援活動」（仮）
・平山 勉（音楽プロデューサーとして活躍する一方で、出身地である福島県富岡町の「有
限会社ホテルひさご」の代表。富岡町の情報発信サイト、「相双ボランティア」
や双葉郡住民の寄合の場「双葉郡未来会議」も運営する。）。
タイトル：「双葉郡住民としてのリアリティ」（仮）
◆コメンテーター：
・伊藤まり（浪江町から避難し、転々として現在は横浜市に居住。震災前までは、家業の
鉄工所の仕事を手伝う傍ら、社会教育指導員及び社会教育委員として主に高齢
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者教育や男女共同参画問題を担当。浪江町情報公開審議委員、福島県警少年補
導員、浪江商工会女性部副部長、グローバル研究会ふくしまメンバー。福島県
浪江町出身）
・浦野正樹（早稲田大学教授、早稲田大学総合人文科学研究センター＜現代の危機と共生
社会＞研究部門代表。専門は、都市コミュニティ研究、災害社会学）
４）コーディネーター：長田攻一（シニア社会学会理事、「災害と地域社会」研究会座長）
５）共催：早稲田大学総合人文科学研究センター
６）申し込み方法： ➀氏名、➁連絡先を明記し、ｅメール（jaas@circus.ocn.ne.jp）、FAX
（03-5778-4728）で事務所までご連絡ください。
７）参加費：無料

６．事務局からのお知らせ
年会費納入のお願い
２０１５年度も半年が過ぎ、１０月から下期に入ります。４月に会員の皆様に総会開催のご
案内と共に、２０１５年度の年会費納入のお願い状をお送りいたしました。しかし、現時点で
未納入の会員がおられます。ご存知の通り、シニア社会学会は会員の年会費で運営しておりま
す。つきましては、ご自身の会費納入状況をご確認頂き、未納の方は速やかに納入くださいま
す様お願いいたします。尚、年会費納入に関するお問い合わせは、事務局までご連絡下さい。

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 メール：jaas@circus.ocn.ne.jp URL： http://www.jaas.jp/
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