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新しい分野から、
まちの活性化を進める集団
高齢者の孤独化、貧困化、生きがい感の喪失などなどの課題に対して、個
人の健康、生きがいづくり、地域の活性化など、社会的にその解決が求めら
れています。そこでこれらの課題に対して、新しく「創年」のキーワードで、
「生涯学習、まちづくり仕事づくり、青少年育成、国際交流」などを通して、
「元
気まち」づくりに取り組むことになりました。もとより微力ですが、関係機
関団体等の交流を楽しみながら、日本中に元気まちをふやす活動を広げてい
きたいと思います。
女性中心のささやかな組織ですが、夢は大プロジェクトの推進です。みん
なの力を合わせて、元気なまちが増えていくように活動を続ける。社団法人
全国元気まち研究会です。
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○社団法人全国元気まち研究会スタート

ふるさと産品開発研究部

○地域振興・観光企画部、年金プラス 5 万円研究会
○元気まち研の顧問・アドバイザー
○東京湾クルーズ
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研究会結成パーティーに出会い・歓談

５

○優良市民大学 25 団体を発表
市民大学認定指導者・講師 1 期生 30 名を発表
○日中共同創年活動研究会
○会長のページ
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○元気まち横町
○研究員募集
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会員になりませんか
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全国元気まち研究会
新時代のキーワードは「市民活動」
私たちは地域住民の一人という意識が薄れている方がほとんどです。人生 100 歳時代と言われている中で、

地域住民の一人として、貢献できる何かを見つけてみませんか。

今、何かの活動をされている方も一緒にできる何かを探しませんか。

私はかつて、公務員で地域福祉に携わっていました。起業をして高齢者福祉施設経営を続けてきましたが、

日々の仕事に追われ、私自身が地域の住民の一人だという意識がうすれていました。そんな時に福留先生に

お会いして、私も社会の一員として地域に関われると気付きました。皆さんも私のように、日々の生活に追
われているかと思いますが、ちょっと周りをみてください。

高齢の方が数多いということに気がつくと思

います。私もその中の一人ですが・・・何もすることがないからテレビを見るだけではさびしいものです。
社会とつながる何かを一つでも見つけてみませんか？

ぜひ一緒に、研究会の一員として、ともに仲間になって参加してください。

本部長・齊藤広子プロフィール
合同会社マジカル代表社員。上智大学ドイツ語学科卒後、東京都庁に入庁。岩手県社
会福祉協議会に出向後退職。株式会社くるみの家（盛岡市で起業。現在、岩手県の有
料老人ホーム 3 カ所に職員 83 人の施設）経営。中学時代に生け花の草月流師範代資
格取得。ペンシルバニア大学に延べ 10 週間、心理学を学ぶ。心理カウンセラー、フ
ラワーアレンジメントのほか、介護福祉士、介護支援専門士など多くの資格を取得。
2017 年社団法人メンタルヘルスケアフローラル協会設立、代表理事。

創年活動研究所

所長

福留

強

〒 110
－ 0004 東京都台東区下谷
2 － 2 － 1 － 1101
〒 107-0052
東京都港区赤坂
6 － 19 － 46 フロムファースト六本木１０３
Tel / Fax 電話・FAX
０３－５５６２－８３７２
０３ー５８０８ー３６５２
本部長 齊藤広子
事務局長 加藤久美子
事業担当

ふるさと産品開発研究部
■部長

齊藤広子

第 1 号は志布志市の焼酎・創年の志

各地で、学習が活発化し、さまざまな市民活動が展開されています。その中で地域づくり、まちづくり、村づくり
と呼ばれる活動が広がっています。中でも特産品づくりも、人々の生きがいとして、地域の経済活動の向上としてふ
るさと産品の開発研究に努めます。具体的には、
地方の特産を販売します（例：志布志の焼酎「創年の志」の全国販売）
。
都内に販売店を開店します。特産品については、自治体等と連携し未発表の産品などを発掘し商品化を研究します。
たまり場を設置し、地域との交流を図りつつ、販売についても検討します。商品の販売については、マジカル合同会
社の事業として協働して開発、特に生産者を支援する活動とします。
たまり場カフェ・元気まち
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東京浅草

駒形 2 丁目に開店準備中

話題のカフェが、次号で紹介されます

地域振興・観光企画部
加藤久美子

本部事務局長

研修会、地域振興計画、会員向けの研修旅行

各地のまちづくりの手伝いをします
まちづくり事業、研修大会、調査研究など、専門家スタッフがプロジェクトで対応します。実
績のある研究家、実践家が調査し、自治体と共同研究し提案することも可能です。実態に即して
具体的に対応します。とくに、地域間交流、海外交流に関するお手伝いをします。姉妹都市、交
流計画などの実施までお手伝いできるプロジェクト立案、実施まで。地域振興に力を発揮します。
会員を対象に、まちづくりなど、研修会、研修旅行などのイベントを企画します
プロフィール

合同会社マジカル営業総括。国内を中心に旅行やイベントを企画。ネットでのヘルスケア関連商品

販売。これまで、ＡＤＨＤや自閉症スペクトラム専門のアドバイザー、カウンセラーとして、5 年間に 2500 組の当事者・
家族とかかわる経験を持つ。保育士の資格も活かしたいと希望。地域振興・観光企画部を活性化させます。足立区のインター
ネット放送では、パーソナリティを務める。

年金プラス 5 万円研究会
鮫島真弓

部長

創年のたまり場全国ネット、仕事づくり研究

年金だけでは生活していけない
せめて年金プラス 5 万円ぐらい稼ぎたいもの、創年の願いを活動に生かそうとする研究会です。
千葉県酒々井町「たまり場ＫＯＫ O」で総合的に実践しています。その成果をモデルとして研
修会、交流会などのほか、各地のまちづくり、たまり場設置の相談にも応じています。
創年のたまり場をはじめ、各地のたまり場のネットワークを推進
仕事づくりとたまり場セミナーについては、幅広く連携した研修会スタートさせます。
11 月 15 日に開催予定です。
ＮＰＯ法人全国生涯学習まちづくり協会副理事長、日本労働者協働組合東関東事業本部副本部長在
プロフィール
職中に、高齢者介護、子育て支援、障がい者支援事業を中心に活動。たまり場ＫＯＫＯを創設。年金プラス５万円研究会
代表。特に、千葉県酒々井町に設置した、たまり場ＫＯＫＯは、シャッター通り活性化の中心として、たまり場しごとづ
くりの拠点としての機能を果たすモデルとして知られる。

今後スタートする部は・・・
●創年キャリア活用研究部

地域アニメーター、市民大学講師養成などを実施
（資格認定活用事業部）

●創年市民大学協議会

創年市民大学のネットワーク

●出版・広報部会

自分史づくり、一般の研究誌などの出版

●「キッズ大使館」プロジェクト

在日外国人子女と交流、支援するボランティアシステムを検討

日本中国創年活動研究所 東京事務所

（全国創年活動ネットワーク）

中国における創年活動の推進にあたって、国内の研究会の実施などを検討
する部門です。日本側の交流の窓口にあたります。交渉や交流事業等に直接
かかわるとともに、今後の交流の仕方など具体案提案をします。将来、専任
スタッフを擁して交渉、交流を発展させる部門です。
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顧問、アドバイザー

研究会には、必要によって指導、助言をいただく専門分野に顧問、アドバイザーをお願いします。
〈一部交渉中〉
顧問（市長村長）
桂川孝裕

（京都府亀岡市長・全国生涯学習市町村協議会・会長 )

小坂泰久

（千葉県酒々井町長、全国生涯学習市町村協議会・副会長 )

下平晴行

（鹿児島県志布志市長・全国生涯学習市町村協議会・副会長）

高橋由一

（岩手県金ヶ崎町長・前全国生涯学習市町村協議会・会長）

浜谷豊美

（青森県階上町長・全国生涯学習市町村協議会・副会長）

山本賢一

（岩手県軽米町長・岩手県町村会会長）

横尾雅彦

（佐賀県多久市長・元全国生涯学習市町村協議会・会長）

アドバイザー〈一部交渉中〉
原口泉

（志学館大学教授・鹿児島県立図書館長 )

松下倶子

（元国立青少年教育機構理事長、国立青少年総合センター所長）

清水英男

（生涯教育学会栃木研究センター所長・元聖徳大学教授）

長谷川幸介 （前茨城大学准教授・茨城県社会教育研究会会長 )
今西幸蔵

（桃山学院大学客員教授 )

島村善行

（医学博士、島村トータルケアクリニック理事長 )

三輪恵一

（東北福祉大学客員教授、介護知識総合研究所長 )

大田順子

（歯学博士・ＮＰＯ法人全国生涯学習まちづくり協会理事長）

澤野由紀子 （聖心女子大学教授）
山本學

（俳優）

三ツ木清隆 （俳優 )
織田竜二

（事業構想大学院大学雑誌「事業構想」編集長）

連携協力する団体・機関
各部で実施する各種事業では、各分野で活躍の次の団体と連携して、共同研究、共同事
業の形態などを工夫して実施すること等を検討します。
■全国生涯学習市町村協議会

協議会加盟の全国約 80 の自治体に対して、各自治体が行う事業に対する協力、参

加。全国規模の大会等への参加協力

■ＮＰＯ法人全国生涯学習まちづくり協会

協会が実施する事業に対する協力、参加
全国生涯学習まちづくり研究会等の共催

■全国市民大学連合（社団・学びまちづくり推進機構）
市民大学に関する共同事業、研究会の協力

■全日本青少年育成アドバイザー連絡協議会
研修事業、および地区別研修への協力

そのほか、
「ＮＰＯ法人関東シニアライフアドバイザー協議会」「社団法人食の特産品開発学会」「社団法
人たまり場ニッポン」
「守成倶楽部」などの団体に関しても、会長が関係する部分もあり、事業の一部で共
催等も検討します。
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東京湾クルーズ

研究会結成パーティーに
出会い・歓談

社団法人全国元気まち研究会の発足記念を祝って、９月 21 日、東京湾をめぐる船上パーティーを行いました。

東京湾の美しい夕陽と、ネオンの夜景を観賞する東京湾クルーズです。日の出桟橋

16：00 集合、出港と同

時に参加者の交流が盛り上がりました。これから船出する私たち元気まち研の船に乗ってください。という洒

落でもあり、
約 40 名の方々が３時間足らずのクルーズを楽しみました。日中友好交流の橋渡しの三輪恵一氏（東

北風刺大学客員教授）
、稲垣美穂子さん（女優）
、宝船哲央氏（ブルボン本社取締役開発部長・新潟）藤井健次
氏（守成倶楽部会長）
、岡野義広氏（酒々井町財政課長）
、柏シルバー大学院の役員など、駆けつけていただき
ました。マジカル合同の記念製品（写真）などが参加者全員に贈られました。

コスモスの

風に送られ船出する

波のかなたに夢のまち
早山（青木早枝子）

絵本作家の青木早枝子さんから贈られた祝いの色紙。全国元気まち研究会に込められたメッセージを、うれ

しくうけとめました。これからの研究会の各部門を動かすリーダーは、女性たち。男性たちの各部でのサポー

トを受けながら積極的な活動が期待できそうです。組織として、3 割程度完成度ですが、年内には完了予定です。

当日の出席者
白石みどり、横井房子、稲垣美穂子（女優・劇団目覚まし時計）、宝島哲夫（ブルボン）、宮島典子（K. クラブエコ
ウォーター）
、菊地長月（税理士）
、三輪恵一（東北福祉大学）、藤本享子、山下慶幸、有馬進、山田克巳（柏シルバー
大学院）、岩本洋一（行政書士）
、宮川春美、綾瀬好美、村田陽子、金谷昇子（事務局スタッフ）
、佐藤達哉（埼玉新
聞社）
、梶原朗（食の特産品開発学会）
、藤井健次（守成倶楽部）、大久保寛之（デザイナー）、長谷川幸介（茨城大学）
、
工藤日出夫（北本市議会議員）
、岩本美紀恵、福留強、清水英男（生涯教育学会、栃木生涯学習研究センター）
、岡
野義広（酒々井町）
、
幸田浩一（ADOK3）
、
大和哲（市民大学研究）、大山由美子（丹青研究所）、大山裕（博物館研究）
、
青木早枝子（絵本作家）
、大野智恵子（子育てアドバイザー）
、石垣裕子（白井市市民まちづくりセンター）
、仁平健
児、齊藤広子、丸野久美子（マジカル合同）
、松下倶子（元国立青少年教育機構）
（家族の同伴者名は省略しましたが、出席予定者で当日、欠席者も記載）

5

優良市民大学

25 団体を発表

全国市民大学連合（社団法人学びまちづくり推進機構）

昨秋、各地の市民大学に呼び掛け交流組織｢全国市民大学連合｣を結成。その活動の一環として
「市
民大学の学習成果をまちづくりに生かす」という観点から調査を実施。具体的に全国の情報から優
れた事例を集め、その活動を誇る 25 の団体を選定、推薦することにしました。コンクール形式を
とらず、申請団体だけでなく審査員（調査委員）が、一定の基準で選定したもの。平成 17 年以降
の活動を中心に 50 団体中まず 25 を検討し、発表したものです。
審査の視点

①学習活動が、終了後も継続されているか
②学習成果が地域・まちづくりに生かされているか
③成果が具体的に地域に残されているか

市民大学名

所在地

事業内容、特色等

花巻シニア大学

岩手県花巻市

12 年在籍可能。「シニア大学ふれあい農場」修学旅行、私の
主張など多彩な事業

ケセンきらめき市民大学

岩手県大船渡市

よねざわ鷹山大学

山形県米沢市

矢板市ふるさと創年大学

栃木県矢板市

みと弘道館大学院
さきがけ塾

茨城県水戸市

しすい青樹堂師範塾

千葉県酒々井町

柏シルバー大学院

千葉県柏市

ふなばし市民大学校

千葉県船橋市

中野区民大学

東京都中野区

関東シニアライフアドバイ
ザー協議会

東京都渋谷区

東松山きらめき市民大学

埼玉県東松山市

市民大学きたもと学苑

埼玉県北本市

さやま市民大学

埼玉県狭山市

山梨市成人大学

山梨県山梨市

まちが好きになる市民大学

前橋市民大学

明寿大学

生涯学習かに
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「まるごときたひろ博物館」員の養成講座、2 年次に実習等
北海道北広島市
実践に入れる工夫

群馬県前橋市
岐阜県可児市

市民が創設 NPO 市民大学。東日本大震災の復興、東京サン
マ祭り、研究誌発行等
上杉鷹山の歴史遺産を活かし講座から誕生した各種グループ
が課題を提示する

駅前美化活動、歴史調査、
「矢板市の歳時記・伝え残したい
年中行事」の発行等

みと好文カレッジ事業、茨城しぐさなどの講座を開設小中学
校対象者に指導
修了者がＮＰＯまちづくり研究会を設立、町内イベント開催
地域情報誌発行
千葉県生涯大学校の修了生が、独自に学習機会を設定した市
民大学約８00 名活動

まちづくり学部生涯学習サポート学科等、OB 会が生涯学習
コーディネーターで活躍

3 年間進級講座、1 年間地域学習、地域体験研修後 3 年目は
地域での実践など

修了者に認定資格を発行し受講生の活動を支援。市民が進め
る事業 13 年継続。

クラブ活動農園倶楽部、専用のキャンパス、4 学部《暮らし
健康など》2 年制

学習者が指導者に回る仕組み。市民主体のプログラム。名称
変更後一貫した活動

まちづくり学部、6 コース ｢まちづくり担い手、生涯学習案
内人養成学科等多彩な活動

「生き生き創年樂部」
。早くから創年活動に取り組む成果地域
の団体をつなぐ

4 年制。講座学習､ 必修クラブ活動､ オトナの林間学校、成
果の地域還元を目指す

全国に先駆け創年講座、
「学校地域連携ふるさとの歴史を学
ぼう」を発行

市民大学名

所在地

事業内容、特色等

御坊市民大学
（はまぼう学園）

奈良県御坊市

栗東 100 歳大学

滋賀県栗東町

新居浜市民大学

愛媛県新居浜市

瀬戸内しまなみ大学

広島県尾道市

ふるさとちっご市民塾

福岡県筑後市

おおむら市民大学

長崎県大村市

ニューライフカレッジ霧島

鹿児島県霧島市

志布志創年市民大学

鹿児島県志布志市

〈継続調査の団体

御坊社会福祉協議会の事業、４年制、研究課、大学院もある中国
山東老年大学と交流

基礎科目、専攻科目（集い場担い手、介護従事者、防災士養成、
企業創業塾）等多彩。修了者は認定資格取得できる。長寿福祉課
修了者が自主的に学習機会の創設を目指す。生涯学習センターの
イベント実施等

本四連絡橋の沿線の自治体が共同で設立。全国会員 1500 人地域
内交流が活発

生涯学習ＴＭの会、筑後郷土史研究会等、連合で活動。「ちっご
ふるさと探検」発行
基礎講座半年、専門講座 ( 地域活動、起業、等）
、意欲的な事業
は男女生き生き推進課

大学、国立高専と連携し地域学習を継続。エコミュージアム、地
域特産や名物駅等

卒業後の組織創年団、独自に焼酎「創年の志」を生産発売、全国
的評価の活動が続く

候補に挙がっている市民大学〉

以下の団体は、２次発表のために再調査を予定しています。なお、今後さらに多くの市民大学が
調査申請を行うことが予想されます。
かみしほろ塾（北海道上士幌町）

帯広市民大学講座（北海道帯広市）

ひたち百年塾市民大学（茨城県日立市）
白井市市民大学校（千葉県白井市）

みと好文カレッジ（茨城県水戸市）

鎌ヶ谷市民大学（千葉県鎌ヶ谷市）

まつど生涯学習大学（千葉県松戸市）

相模原市民大学（神奈川県相模原市）

所沢市民大学（埼玉県所沢市）

富山インターネット市民大学（富山市）
亀岡生涯学習市民大学（京都府亀岡市）
平戸創年産業大学（長崎県平戸市）

えべつ市民カレッジ（北海道江別市）
シプヤ大学（東京都渋谷区）

入間市民大学（埼玉県入間市）

山梨ことぶき勧学院（山梨県）

飛騨ジモト大学（岐阜県高山市）

兵庫いなみの学園（兵庫県加古川市） 筑後創年短期大学（福岡県筑後市）

都城市民大学（宮崎県都城市）

隼人シニア大学（鹿児島県霧島市）

全国市民大学連合認定の指導者
鮫島真弓（千葉県千葉市）

大山由美子（東京都）

野口晃一郎（岐阜県池田町）
天池浜夫（名古屋市）

木村幸一（兵庫県北淡路町）

藤井健次（大阪府門真市）

藤井真紀（大阪府門真市）
水田明日香（東京都）

牧野誠也（東京都）

齊藤広子（東京都）

植村美智子（鹿児島市）

大山裕（東京都）

垣内奈々美（千葉県印西市）

嶋村和男（神奈川県大和市 )

相墨輝子（東京都）

藤倉洋 （横浜市）

末代雅子（神奈川県茅ケ崎市）
青木早枝子（静岡県長泉町）

大野智恵子（東京都）

幸田浩一（東京都）

牧野めぐみ（東京都）

楓るり子（兵庫県南あわじ市）
宮本初枝（千葉県香取市）

大久保寛之（神奈川県相模原市）

仁平健児 （東京都）

宮川春美（東京都）

佐伯裕子（千葉県松戸市）

綾瀬好美（東京都）

村田陽子（埼玉県川口市）

永島靜（千葉県松戸市）

平岡昭和（東京都稲城市）

岩本美紀恵（大阪市）

丸野久美子（東京都）

菅原恵（千葉県松戸市）
佐藤達哉 （埼玉県さいたま市）

金谷早子（秋田市）

村上洋子（東京都八王子市）

■クルーズ、東京、関西地区、ＮＨＫ講座の 4 講座の規定の内容修了者
■氏名で青表示は ｢地域アニメーター認定資格｣ 該当者
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中 国 で 創 年 活 動 が 進 め ら れ る
北京に中国創年活動研究会本部

10 月 10 日発足

超高齢社会の中国では、年金制度がないなど深刻な課題に直面しています。高齢化に向かい自立し
健康を保持し、地域づくりを進めるなど、高齢期の役割は、日本、中国でもより重要視されています。
日本での創年運動を知った関係者が、日本とそっくり同じ創年運動を中国で取り上げる必要を報告
した結果、
中国国内にも創年活動を広げようということになりました。そこでこの「創年」の提唱者（福
留会長）を迎え、まず北京から全国発信することとし、その研究会も発足することになりました。
中国北京市に中国創年活動研究所（仮称）の開設にあわせて、日本では、日中両国の交流と研究所運営・
推進にかかわる連絡機関として東京事務所が都内に開設されました
日中創年活動研究会推進

東京事務所

千代田区九段南 4-7-5 パークノヴァ九段 201 号室
介護知識総合研究所長

市民交流の活発化に期待

三輪恵一

日本の実質的な本部は、今後、社団法人全国元気まち研究会に置かれる予定です。10 月の調印式に

は日本から福留会長ほか 8 名が参加します。今後、市民交流の活発化を目指し、日中政府間交流の回
復基調とともに、市民交流がさらに活発に進むことが期待されています。

当面の交流日程
2019 年

2020 年

10 月 10 日（木）
11 月 30 日（土）
2月

交流旅行会

10 月 第 2 回訪中

調印式・発足式

第1回

中国創年活動研究会の発足

中国創年活動研究会

福留会長

基調講演

日本創年活動研究会の発足（東京）国内の研究体制の確立
3 月には具体的なビジネスの開始

｢第 2 回

中国創年活動研究会（北京市、瀋陽市候補）

中国・日本両国に期待
中高年の活性化、創年活動を拡大する ｢市民学習、コミュニティ形成、仕事づくり｣ などを基調に、
生涯学習まちづくりの手法を取り入れることで、中高年 ｢創年｣ の活性化をはかることが期待されます。
交流の狙いは、
両国の市民大学等の交流を通じて農村の活性化を図る
日中の創年交流を活発化させ、観光の振興を図る

日本の生涯学習まちづくりの手法を中国の農村に取り入れる

学習と健康づくりの関連を定着させる。｢認知症予防カレッジ｣ などの実施

将来は中国全土に創年活動を広め、日中相互の市民交流を広め、日本から多くの観光客を誘客したい。
これらは、中国だけでなく、日本にとっても大きな期待が膨らみそうです。

三輪恵一教授（左）
袁暁利中国代表（右）

漢字文化の中国と日本。けっして友好が成熟しているわけではありません。中国と大人の学び合う
関係を築き、市民交流の動きを加速させるための一歩になるものと期待されています。
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女性パワーが中心でスタート
★人生 100 歳時代という言葉
すっかり日常語のようになってしまいました。先に金融庁が、年金に、およそ 5 万円が不足する云々を発
表して話題になりましたが、私のところにも何人かの友人から電話がありました。16 年前に「年金プラス 5

万円」を創年活動の柱の一つとして提唱していたことが話題になったそうです。
15 年も前に予想されていたのか、というものが大半の内容でした。実感として、5 万円はほしいもの、と
いう声を反映させただけのことでしたが、やはり言われてみるとみんなが同感なのですね。そのためにはや
はり健康で、創年活動を充実させることが必要のようです。

★年金時代

「青春時代」の
替え歌でどうぞ

退職までの半年で

答えを出せと

言うけれど

加入期間が短くて

年金だけでは

暮らせない

体はもはやあの頃の

盛りをすぎて

しまったか

年金時代の真ん中は

医者に通って

いるばかり

年金暮らしが

夢なんて

現役時代の甘い夢

胃腸に肝臓ガタガタで

おまけに糖尿五十肩

年金時代が夢なんて

もってのほかの

甘い夢

年金時代の入り口は

道に迷って

いるばかり

♪

歌詞の内容は、身に覚えのある人が、多いのではないでしょうか。志布志市創年市民大学の皆さんの行き
つけのバーで歌われていました。創年時代の歌は、もっと前向きかと思いますが、何かのハンディにもめげず、
むしろ受容して明るく生きるのが創年の本来の姿です。

★市民学習の時代
生涯学習時代が終わり、これからは市民学習の時代、と
いう人がいます。全くの同感ですが、実際は、ますます生
涯学習時代になると思われます。文部科学省に筆頭局「生
涯学習政策局」が消え、その部局も大幅に削られているよ
うです。この影響が都道府県、市町村の行政組織にもでて
くるかもしれません。しかし文科省が力説するように、
「生
涯学習が今後も重点であることは変わりません」は、本当
でしょう。しかし、行政依存はもうやめるべきでしょう。
その意味では協働と言いつつも市民学習の時代であること
は変わりません。本会の活動内容は、役所では実施困難な、
または不可能なことばかり。…いろいろなことにチャレン
ジ。それは楽しいものです。

福留 強 プロフィール
現在

聖徳大学名誉教授

職歴

鹿児島県教育委員会、国立社会教育研究所

研究会会長

社団法人全国元気まち

学びまちづくり推進機構代表

教務課長、文部省社会教育官、九州女子大学、聖

徳大学で教授、生涯学習センター所長等を歴任。
文部省当時、全国生涯学習まちづくり研究会の結
成生涯学習まちづくりブーム仕掛け人として知ら
れ、全国 1070 自治体を生涯学習まちづくりで
指導。

2000 年「ＮＰＯ法人全国生涯学習まちづくり協

会」を設立、理事長就任。2003 年 内閣府男女
共同参画チャレンジ支援検討委員。2007 年度内

閣府地域活性化伝道師。自治体の生涯学習審議会
長、全国生涯学習市町村協議会代表世話人等、行
政関連の役職も多い。

著書 『生涯学習まちづくりの方法』日常出版

『創年のススメ』
( ぎょうせい「わくわく創年時代」
)
「まちを創る青少年」( 東京創作出版 ) など
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わくわく創年チャレンジ大学
青森県階上（はしかみ）町

前期開講

八戸市に隣接する階上町で、東北地方では初の創年市民大学として「わくわく創年チャレンジ大学｣
が開講しました。ふるさと写真交流倶楽部の藤倉洋氏を招き、写真によるまちづくりの講義、実習のほか、
浜谷町長の講話など、まちづくりに成果を活かす取り組みが始まりました。後期は、元気まち研究会も
関わる大きな事業に発展させようと計画が進められています。

大空町

写真でヒット中

北海道大空町
女満別空港の大空町は、パナソニックの都。ふるさと写真交流倶楽部と連携して町内でフォト交流を
目指した撮影会を実施しました。その成果が反響を呼び、町のＰＲに大きな役割を果たしています。公
募された優秀作品など、その成果は全国発信されています。優れた写真が横浜市の神奈川県庁前のシル
ク博物館半地下 l 階にある、ふるさと写真交流倶楽部事務所・展示場で公開されています。

酒々井

千葉県酒々井町は、東京から特急電車で約 1 時間、

公民館は、文部大臣表彰を受け、市民大学「青樹堂

成田市に隣接する人口 3 万に満たない美しい田園

師範塾」は、まちづくりを標榜するユニークな講座

都市です。この、酒々井町が、いま、市民活動とし

です。図書館活動も盛ん。駅にある図書の棚は、住

て注目されています。

民が設置した無料の文庫。公民館講座から生まれた

今年は、町制施行 130 周年。日本で一番古い町な

ＮＰＯまちづくり研究会は、幅広い活動で、今では、

のです。人口が多くなれば市制に昇格する時代に

近隣に知られる団体に成長しています。元気まち研

あって 130 年間変わらないということは極めて珍

究会の鮫島真弓さんが経営する「たまり場ＫＯＫＯ」

しく、日本で一番古い町というわけです。田園と

は、酒々井駅前に活気を取り戻す起爆剤といわれる

森。緑いっぱいの都市に成長しつつあります。アウ

ほどです。福留会長が所長を務める「酒々井まちづ

トレットには、多い日は 5 万人が来ると言います

くり研究所」（公民館内に設置）が提唱した「第７

が、町内の市街地には影響がないという現状が悩み

回輝く創年コミュニティフォーラム」は、11 月 10

の種です。ＪＲ（上の写真）と新京成の 2 つの駅は、

日住民の交流研究会として、準備中です。町境には

かなりの立派な駅で、この駅間２㎞が中心街で、中

順天堂大学もあり、今後、若者にどのように町に活

小の郊外型店舗、レストランなどが点在します。明

躍してもらうかが課題となっています。

るくのどかな住宅都市といえる町です。
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日本で一番古い町

第1回

関西地区市民大学指導者セミナー

6 月 15 ～ 16 日

大阪府立労働センター「エル・おおさか」

関西地区市民大学指導者セミナーは、兵庫、大阪から。すでに各種研修会等で講師を務めているリーダー
たち 15 名が、参加して開催されました。参加者の交流と事業の認識度が高まり、参加者が次回から指導
者になる場面が示されるなど、参加者の意欲が高まったようです。交流会後は、雨の道頓堀などを楽し
みました。

ＮＨＫ文化センター講座修了

市民大学の講師養成

ＮＨＫ文化センター青山教室
市民大学の講師養成講座として、ＮＨＫ文化センター講座が開催されました。講師
は本会の会長、福留強氏（聖徳大学名誉教授、学びまちづくり推進機構代表 )。７月
12 日から６回、金曜日の夜、受講者は青山会場に集まりました。現在の元気まち研究会の各部門のリーダー
を含む 20 名が参加。新組織の現職研修を兼ねる形で、ＮＨＫ文化センターの授業でした。市民大学の指
導者として最低限理解しておくべき社会教育の課題や、行政の理解など具体的な内容に真剣に学びました。
修了者は、
「地域アニメーター」の認定資格も取得できるようになっており、活躍が期待されています。

認知症サポーター養成講座
島村トータルケアクリニック内
千葉県松戸市の島村トータルケアクリニックで市民大学・創年認知症予
防カレッジが実施され、12 回のプログラムが修了しました。当初、認知症
予防を前面に出して受講生を募集しましたが、参加者の心理的な抵抗が強い
のか、多くを確保できませんでした。参加したいけど周囲の目もあり認知症
患者と誤解されたくないという意識が強いという事情があったようです。途中から、認知症予防サポーター
認定資格講座として再スタートしたことから充実した講座になり、10 名の有資格者が実現しました。第 2
期は、同様なプログラムで実施する予定ですが、前半は教育委員会との共催としてスタートし、またより広
域に受講者の参加を募ることになっています。総長は、わが国でも名医に挙げられている島村善行・医学博
士であり、全国に拡大する構想です。実行本部を、全国元気まち研究会に置くことも話題となっています。

広告掲載ご案内は次ページ

丁寧な編集で素敵な本を作ります
自費出版・全国書店販売・執筆代行
ファミリーヒストリー企画取材

〒 271-0082 千葉県松戸市二十世紀が丘戸山町 53-1
☎ 047-391-3685 https://www.sosaku.info/
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元気まち研究会

研究員募集

会員になりませんか

研究員

募 集 !!

多彩な分野の追求を楽しみます
社団法人元気まち研究会の、各部門が行う事業に参加する人は、すべて会員となることができます。また、今後、
様々な事業について参加すること、研究、発表等を行うことができます。各地の多くの研究会で活躍してください。
無料

一般会員

会員名簿登録

研究員登録法人会費
研究員

研究員の特典

登録年会費

一口 50,000 円

5,000 円

講座等優遇参加

研究誌等への投稿

研修・大会、交流事業などへの参加
特産品開発の販売の割引

バッジ及び名刺、身分証の発行

機関誌、年報送付、イベント、研修旅行等のご案内

申込方法

●名刺を提供し「会員になります」と告げてください。本部スタッフが名
簿登録の手続きを行います。

●情報は、ネットで常時、利用できる体制にします。会員名簿に登録しま
すが。外部団体等に名簿を提供することはありません。

「元気まち情報」への広告掲載のご案内（ご参考：11 ページ広告）
お電話かＦＡＸにてお申し込みください。

申込方法

全国元気まち研究会（電話・ＦＡＸ

03-5562-8377）

浅草・駒形橋交差点隣接地に
販売展示交流館（たまりバー・居酒屋・カフェ）
都内で創年たちが集まり、話し合う場として、
「創年のたまり場」をという強い声に、
今、
その要望を実現しそうです。
会員の喫茶や、ふるさと産品の販売機能や、焼酎を飲める場、にと構想が広がり、なんと居酒屋、カフェなどの一体
化したものを構想しています。次号には店の案内等が発表される予定です。
アイスクリームアカデミー結成？
アイスクリームを食べながら研究しようという会が生まれます。アイスクリームには目がないと
いうリーダーたちが、本気になって研究しようと考えています。暑い日が続いたせいで発作的に生
まれた発想でしょうが、考えも甘いので？？？。せめて食べる、なめるに力点をおこうと考え中で
す。少しでも興味のある人は、ぜひ参加を。いずれ大ヒット商品を生み出すかもしれませんよ。

社団法人

全国元気まち研究会 ９月

〒 107-0052

東京都港区赤坂 6-19-46 フロムファースト六本木 103

電話・FAX ０３ー５５６２ー８３７７（090-1504-7092）
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