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創年活動が中国に

北京市で中国創年活動の推進協力に関する調印
深刻な高齢者問題・市民交流のモデル・高齢化の問題に国境はない

高齢者問題は深刻です。高齢化に向け自立し、健康を
齢社会の中国では、年金制度がなく制度上からも高

保持し、地域づくりを進めるなど、高齢期の役割は日本、
中国も共通で、より重要視されています。日本の「創年
活動」の取り組みに学び広げるという中国の要請に訪中
団は一様に感動しました。
中国に創年活動を広げる
日本での創年運動を知った関係者が、中国でも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ったそう
です。「創年」の提唱者（福留会長）を迎え、まず北京から全国発信を
目指すことになり、このたびの研究交流が実現しました。民間の窓口
となる NPO 北京陽光高齢者福祉事業所研究センターと社団法人全国元
気まち研究会が業務協力協定し、両代表の調印式が行われました。小
さな一歩ですが、大きく広げようと、積極的な声が多く聞かれました。
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日中友好市民交流を活発化させよう

この交流会では、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、中高年 ｢創年｣ の活性化を図
ることが確認されました。

創年活動の交流事業協力の調印
中国側代表は、北京市民政局主管
学求委員会副主任委員

北京陽光高齢者福祉研究センター理事長、国家友政委 “ 財政界 ” 吉家

王超氏ほか、大学教授、医療、医療機器、福祉などの分野から 10 名の委員が参加。

日本側は、福留代表以下、9 名が調印式に臨みました。

協定日
会場

2019 年 10 月 10 日
北京陽光高齢者福祉研究センター（北京市朝陽区和平街 14 区華表ビル）

事務局以外の主な出席者は、大学教授、医療、福祉の分野で、北京大学政府管理研究中心（センター）副
主任教学仏、北京大学政府管理研究中心顧問（大学教授）王健貨氏、同理事の田衣氏、森友琳氏。
当日は、中国側の活動状況に関する講義のあと、「創年の提唱者」として福留代表の「創年の意義と現状」
の講義、討議の後、調印が行われました（内容の概略は以下の通り）。
「中日平和友好条約」の締結 41 周年に当たり、北京陽光高齢者福祉事業所研究センター（以下甲方と略称）
と日本全国元気まち研究会（以下乙方と略称）は誠実と信用、平等、互恵の原則に基づいて、友好的な協議を
経て、以下の協定を結ぶ
1、 双方は各自の特徴を活かし、共同で中日高齢者創年活動研究会を立ち上げ、中日民間交流事業を促進する
ことで一致する
２、
「研究院」を双方の地方政府との橋渡しとして、中日友好都市の創建活動を促進し、高齢者の健康水準を
さらに高め、高齢者の生活の質を改善し、健康高齢化を目指す
３、初年度に 1 ～ 2 回の高齢者の心身の健康に有益な文化交流プロジェクトを実施する
４、中日高齢者たちはお互いに案内役をしながら異国観光協力を通して楽しい生活体験になること
５、時機を選び中日両国で創年活動と健康産業の創新大会を開くこと
６、本協定は実行中、双方が補足、変更が必要と判断した場合、補足協定を締結することができる。補足協定
は本協定と一致しない場合、補足協定を基準とする
７．党協定書を甲乙の代表が署名する日より 5 年間有効とする。その後両方から異議ない場合順延する
今後の交流の狙いは、両国の市民大学等の交流を通じて農村の活性化、観光の振興を図ること。日中の創
年交流を活発化させ、将来は中国全土に創年活動を広め、日中相互の市民交流と相互の観光交流をすすめ、
多くの創年が日本の農村を中心に体験旅行を拡充すること、学習と健康づくりの関連と事業の実施などが話
されました。
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当面の交流計画
１．全国創年活動研究会の発足
11 月 30 日 ( 土 )

( 東京 )

国内の体制の確立

東京都台東区生涯学習センターで開催

中国でスタートした研究会は、今のところまだ十分に構成員に理解されている様子ではありません。そのため当分

は、中国内で創年に関する研修を充実させることが必要とされており、その実施がまず課題となっています。日本で
は、全国元気まち研究会がその基本を担いますので、国内の拡充と中国への応援を要請されています。国内では、後
述（８ページ）のようにまず組織のスタートを明確にし、学習活動を充実させることになります。同時に、新規事業
を推進する必要があります。多くの会員の参加が期待されています。

２．第 2 回

中国創年活動研究会

5月

北京での今回の評価は、意外に高く今後も積極的に学習する必要があることが王氏（中国側の指導者）の意見とし

て届いています。
■５月

北京市または、瀋陽市候補

大都市だけでなく地方都市との交流が目的ですので中国側でまず 1 カ所のモデル都市を選定します。北京市、瀋

陽市だけでなく近隣の地方開催地が、日本の数カ所の自治体から希望されています。決まれば、訪中団を募集し、5
月には第 2 回の中国での研究会が開催される予定です。
■ 2020 年 2 月

ビジネス関係の交流開始

相互の組織が動き始めれば 2020 年 2 月にも、ビジネス関係の交流は開始します。まち研でも特産品開発部では、

販売を準備中です。
「創年」と銘打った商品があれば中国側で国内に販売するということですので、大きなビジネス
になる可能性もあります。

３．国内の研究大会へ中国指導者を招聘
中国側の研究会の幹部は、近々の日本側の大会などにオープン参加することになり情報提供をすることになってい

ます。6 月の志布志市での全国生涯学習まちづくり研究大会（仮称）では、出演も計画されており、今後各地の交流

都市では中国の指導者の招聘が増えそうです。当然その逆もあり、日本側の指導者、首長の中国での参加が促進され
ることになりそうです。

４．姉妹都市交流の推進
全国には中国の自治体と都市間交流として、長い間姉妹都市交流を続けている自治体が少なくありません。岩手県

金ヶ崎町は長春市と姉妹都市交流を続けており、中国の大都市と人口 2 万程度の金ヶ崎町とは釣り合いがとれませ
んが、それでも市民交流や職員の定期交流が続いています。相互訪問の交流を継続しようというものですが、両国で
130 程度の自治体でも実施されているという報告もあり、より活発な交流を希望しています。
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日中創年活動研究会

参加者を募集

日本・中国創年活動研究会（日本）の発足
日中の創年活動研究会が連携し、今後の交流の活発化を目指しますことになりました。
そのため、日本でも創年活動研究会を名乗り組織化することとなり、10 月の調印式の報告会を兼ねた
日本・中国創年活動研究会の立ち上げの会を開催することとなりました。ささやかなスタートですが、今
後、全国元気まち研究会の研究が継続的に活動することによって、より大きく発展していくことが期待さ
れます。発足に当たり、多くの関係者が参加されるよう、募集しています。なお、今後の研究会は、定期
的に在日中国人も加えた組織として、市民交流の活動を広げる計画です。

主催

社団法人元気まち研究会

協力

中国と姉妹都市締結等の自治体、まち研と協力関連の団体

対象

国内の市町村担当者、教育関係者

在日中国関係者

元気まち研究会会員

一般ボランティアなど 40 名
期日

2019 年 11 月 30 日（土）13:00 ～ 16: 00

会場

東京都台東区生涯学習センター

地下鉄日比谷線入谷駅下車 4 番出口

徒歩８分

研修日程
13:00

開会のあいさつ

【経過報告】 三輪恵一教授
13:20

中国報告「創年活動。中国の取り組み展望」袁暁利氏

14:00

講話・シンポジウム「創年と日中民間交流について」
①講話「日本の創年活動の動向」福留強（聖徳大学名誉教授

14:30

元気まち研究会会長）

②シンポジウム「これからの日中交流のすすめかた」
袁暁利（中国、創年活動研究会世話人、弁護士）、三輪恵一（東北福祉大学客員教授）
澤野由紀子（聖心女子大学教授）ほか。齊藤広子（社団法人元気まち研究会専務）

15:50

設立宣言

日本創年活動研究会の設立宣言

（当日の研究会参加者の合意をもって、研究会がスタートしたことを宣言します。研究会
推進員 30 名程度は、希望者の中から、事前に確定しておきます）
16:00

閉会

17:00 参加者の交流会（会場の近辺で。会費自己負担。周辺国の関係者も参加）

交流会（日本創年活動研究会発足の記念パーティ）
今後日中のビジネスを考える企業、団体関係者の参加も歓迎します。参加希望者は事前に申込みが必要です。
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創 年時代
創年とは

可能性大 創年時代を見直す

①自己を生かし、よりよく創り変え、積極的に生きようとする生き方。自律的な生き方
②限られた年齢ではなく、
「本人が自覚した時から」 ※ 50 歳以上提案

創

まちづくり参加をめざす

③「老人」
「高齢者」と呼ばず、生涯現役として活動することを目指す。生きがいづくり。

実際に肉体年齢は、
10 歳程度は、若返っています。具体的に以下のような創年活動を実施します。

学

ぶ

年

場

創年市民大学

集まる場

創年のたまり場

参加する場

コミュニティビジネス

（仕事づくり）

（各種資格取得）

第７回輝く創年とコミュニティフォーラム
（2019 年 11 月）

創年活動アドバイザー認定講座

実施計画

旅のもてなしプロデューサー養成を兼ねた新しい認定資格講座を実施が決まりました。
全国各地に創年活動が広がりつつある今、創年活動に関する問い合わせと、各地の活動が増えつつありま
す。さらに日中創年活動研究会の活動の拡大と、中日両国の交流が活性化するのにともない、旅の受け入れ、
案内と助言する指導者が求められてきています。そこでこの計画はその指導者を養成するものです。
主催

社団法人元気まち研究会

協力

たまり場ニッポン

会場

開催日時

開催地

事業名

関東

創年アドバイザー講座

関西

旅のもてなし創年講座

中京

創年旅のもてなし講座

月

青少年育成アドバイザー協議会

日

会場（予定）

備考

令和 2 年

さわやかちば

柏市シルバ―大学院

1 月 18 ～ 19 日

県民プラザ（柏市）

と共催

令和 2 年

2月8～9日
令和 2 年

3月7～8日

大阪市
岐阜県可児市

アド連と共催

研修内容

規定のカリキュラムによる 7 科目（詳細のプランは、会場ごとに発表。）

受講料

12,000 円 （1 科目受講 2,000 円）

研修日程

各会場の状況により実施されます（1 回 80 分）

1 日目午後

①②基調講義

③事例研究

④講義・討議

２日目午前

⑦演習（ワークショップ） ⑧講義・討議

⑤交流・討議

⑥交流会

⑨閉講（修了証）

参加資格

学歴、性別、経験の有無など制限はありません。誰でも参加できます。40 名程度

指導者

科目により当研究会所属の研究者および各分野の専門家、実践家が担当します

認定証

参加者は終了後、報告書を提出し、認定資格が得られます

実施担当

全国元気まち研究会本部 （詳細は近日中に発表）
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全国元気まち研究会

齊藤広子

鮫島真弓

大山由美子

各部の紹介

上村美智子

綾瀬好美

ふるさと産品開発研究部（部長 齊藤広子）
、年金プラス 5 万円研究会（部長 鮫島真弓）
は前号で紹介しましたが、その後に設立された部会を紹介します。いずれも女性リーダーで
すが、実際は、各部門とも男性の活躍の場が多いので、男性も募集しています。

地域振興ミュージアム研究（地域振興・観光企画部） 部長

大山由美子

地域にエコミュ―ジアムの構想、設計などハード、ソフト両面から地域の創年活動に対応するまちづくりに

かかる専門家集団を結集し、地域のプランづくり、活性化を応援します。
プロフィール

株式会社丹青研究所特任研究員。武蔵野美術大学非常勤講師。日本エコミュージアム研究会理事。前

文化庁文化審議会第三専門調査会委員。丹青研究所で、文化施設の事業活動・展示計画等に関する調査・研究、企画、設計

に従事。エコミュージアムの理念・手法をもとに地域資源を活かしたまちづくり観光振興など、地域の活性化事業に携わる。

創年キャリア活用研究部

部長

綾瀬好美

創年の仕事として資格づくりと、資格の活用の場の確保について検討します。とくに、まちづくりにかかる

資格として地域アニメーター、創年活動アドバイザー、旅のもてなしプロデューサーなどの資格講座を実施し
ます。またこれらの基本名簿を置き、全国での活用が促進されるよう推進します。
プロフィール

国際コミュニティセラピスト協会、国際ビジュー・セラピー協会等に所属してメンタルトレーナーと

してこころとからだ解放サポートを目指して活動。具体的には各種講座のトレーナー。カウンセラー。セラピストとして多
方面で活躍。

日中創年活動研究部

部長

上村美智子

日中創年活動研究会の日本本部として、事務局を担当します。中国との交流、国内への広報など、交流の拠

点として両国を結び付ける役割を担う部門です。交流計画の立案実施、までの窓口です。将来は中国人スタッ
フも置きたいと考えています。

鹿児島 薫風館セラピースクール主宰。セラピスト育成スクールと併設サロンで、アロマテラピー他
プロフィール
各種療法の講座と施術は 20 年以上のキャリア。現在はそのほか、カルチャースクールやＰＴＡ等での出張講座も多数実施。
病院、福祉施設、ホテル内のサロン営業、東京への出張ケアなど月 2 回以上の東京、鹿児島を往復する活動家。

キッズ大使館プロジェクト

〒 110 － 0004 東京都台東区下谷 2 － 2 － 1 － 1101
在日外国人子女の孤立化を防ぎ、地域で温かく支援し、子ども同士の交流を図る組織を検討中です。日

本のボランティアを募り、子どもを中心に大人も含めた組織化を目指します。出来れば常時、子どもたち
電話・FAX ０３ー５８０８ー３６５２

が集まるたまり場を「キッズ大使館」として地域に位置づけ、そのネットワークづくりを目指すものです。
各国の子ども大使が、交流して、日本での生活で意義ある体験をする日をつくってあげたいものです。
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全国生涯学習まちづくり研究大会（仮称） 決定
全国創年のまち研究大会（志布志

令和 2 年 6 月 7 日

全国大会）

海外からも参加します

この研究大会は、まちづくりに関わる人々が一堂に会して、｢生涯学習｣「創年時代」をキーワードに基調講演、分
科会、シンポジウム、交流会を通じて、参加者相互の交流を図り、これからの地域活性化に役立てようとするものです。
創年市民大学､ 創年団青少年育成の取り組み、手作り焼酎など全国をリードする志布志市で、全国規模の研究大会開
催が決定しました。近隣の国からも生涯学習関係者の参加が考えられており、初の国際大会になる可能性があります。
日中交流の第 1 段階であり、とかく厳しい国交が続いていますがこれからは市民交流の時代として期待されています。
主

催

後

援

会

場

開

全国生涯学習まちづくり研究会志布志大会実行委員会（仮称）日中創年活動研究会

（志布志市

社団法人全国元気まち研究会、社団法人学びまちづくり推進機構）

全国生涯学習市町村協議会、文部科学省、鹿児島県教育委員会、南日本新聞社他

催

令和 2 年６月７日 ( 土 ) ～ 8 日（日） 10：00 ～ 18：00

参加対象者
参加費

志布志市文化センター

企業内教育担当者、教員、全国生涯学習まちづくり協会会員など
無料（交流会参加者

日

程

中央図書館

一般町民、生涯学習行政担当者、まちづくり担当者、市民ボランティア、学生、各種団体、
参加費自己負担 2,000 円程度）

( 講師等・敬称略 }

■１日目 6 月 7 日（土）
10：30

分科会事例研究会「人と人とを結びつける地域活動の実践」

６分科会で、全国の 20 事例の発表を元に研究会を行います。参加者は、市内

の指定の分科会場に集合し、研修交流を行います

13：10

オープニングアトラクション

14：00

基調報告 「志のまち・志布志からの発信」下平晴行（志布志市長）

15：00

シンポジウム「人生 100 歳時代は、輝く創年時代」（出演者一部交渉中）

13：30

14：20

全体会

主催者あいさつ、祝辞

優良市民大学発表

オリエンテーション

全国優良市民大学が、紹介されます

基調提言「新しいまちづくりの潮流・学びの交流都市」

福留強（聖徳大学名誉教授・全国生涯学習まちづくり研究会会長）
文科省

原口泉 （志布志創年市民大学学長・志学館大学教授）
谷一文子（図書館流通センター取締役）

袁暁利 （中国創年活動研究会世話人、弁護士）
17：00

小坂泰久（全国生涯学習市町村協議会副理事長、酒々井町長 ) ほか

交流会 ( 参加負担会費 2000 円程度

■２日目 6 月８日（日）
10：00

エクスカーション

立食パーティー )

18：30

終了 ( 予定 )

志布志市及び周辺の観光、見学を楽しみます

市民大学連合の全国大会も兼ねる
全国の優良市民大学の代表が、志布志市に参集。第 1 回の優良市民大学コンテストに推薦された各市民大学が多く参加し

ます。地元志布志創年市民大学をはじめ、新規に参画する市民大学等もあり創年のまちづくりにふさわしい大会になりそう

です。南九州の自治体関係者はもちろん全国各地の参加者を迎える準備をしたいと思います。来年 6 月志布志で会いましょう。
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金ヶ崎町
生涯教育の町宣言 40 周年

志布志市創年市民大学
焼酎「創年の志」発売

岩手県金ヶ崎町が、生涯教育の町宣言 40 周年を

市民大学受講生が手作りの焼酎と知られる焼酎

記念して 10 月 19 日記念大会を開催しました。全国

「創年の志」が、公民館生まれとしては全国初の製

から、酒々井町長、青森県階上町長、文科省の浅田

品として発売される予定です。1 ０月 25 日本年度

和伸総合教育政策局長など、多数参加しました。シ

の米作り（稲刈り、脱穀）が行われました。

ンポジウムアドバイザーとして、本会の福留会長が
出演しました。

連携団体の紹介
まち研と活動上、連携を図りつつ相互に発展をめざすグループを紹介します
社団法人

たまり場ニッポン

たまり場運営者の団体。年金プラス 5 万円を唱える創年運動を、たまり場を拠点として展開するグルー
プ（代表

垣内奈々美さん）
。隔週単位で、加入のたまり場（店舗等の事業所）で、店舗の内容に応じたイ

ベントを通して交流を楽しんでいます。新しい仲間を増やし、事業を拡大することが当面の目標ですが、次
第に各地に会員も広がっているようです。フェイスブックで連日、会員の動向が報告されています。地域の
新しい試みとして成果を上げています。

守成クラブ江戸
中小企業の経営者を中心とする異業種交流の団体。全国に組織があり約 2 万人の会員が、各地区で交流
を行っています。
「仕事バンバン」の合言葉で、毎月の交流で会員相互の仕事を繋げるというのがねらい。
全国元気まち研究会の各部にリーダーは、大半がこの守成クラブ江戸会（藤井健次会長）の会員。参加者全
員が、
自己発表を行い名刺交換と仕事に関する情報交換を行うという仕組みです。全員が情報提供者であり、
有利な情報を活用して仕事を拡張するチャンスを期待できるというもの。今後、まち研とは、自治体と企業
の交流を学ぶ、
「企業のまちづくり参画セミナー」などを合同で行うこと等が考えられます。企業家たちが
地域参画に努力することで事業拡大が期待されることが証明されており、今後、同会も発展しそうです。
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あなたもライター・編集者

募集中

創年出版・広報部員募集
創年に関する図書の出版や、自分史づくりの手伝いを行います。自分史作りの取材、編集

執筆

まで多様な仕事があり、自宅でも活動できる分野です。さらに、また、当研究会の機関誌の発行や
図書の編集等、委託事業も行います。東京創作出版と協力し、取材、編集、出版、など広報にかか
わる部です。文章を書くことに抵抗のない人、関心のある人は、事務局に連絡を。なお、この部は、
全国元気まち研究会組織に位置づくものです。

認知症予防カレッジ

令和元年Ⅱ期

5 年後は、65 歳以上の５人に 1 人が認知症になるという衝撃的な報告があってから、認知症に関
する心配が大きく広がってきました。松戸市の島村トータルケアクリニックと、全国元気まち研究会
が共催して実施した 1 期では、10 名が「認知症予防サポーター」の認定資格を受けましたが、この
ほど第 2 期の講座を実施することになりました。プログラムは前回同様、医者グループと開発した
もの。医療知識だけでなく、社会参加、健康スポーツ、食生活、生涯学習など社会とのかかわりで軽
度認知症などは回復されることが立証されており、この方式を全国に広げようと検討されています。
第 2 期は、実行委員会（全国元気まち研究会、島村トータルケアクリニック）のほか、松戸市教
育委員会の協力を得て、より多くの参加者を確保したいと考えています。
時期

令和 2 年 1 月～５月 （10 回講座）

会場

松戸市文化ホール、島村ト―タルケアクリニック

指導者

島村善行理事長ほか

参加費

10,000 円 （登録認定料は別途 53,000 円）

秋の厳島、出雲大社巡りツアー

神在月の出雲

6 月には。伊勢神宮参りで 16 名が、台風を目前に行き、見事台風を避け話題を創りましたが、今回は、中国地方、

広島県の世界遺産、厳島神社、島根県の出雲大社を訪ねました。

会員には、なぜか神社が好きな人が多いようです。なかには訳も分からずついて行った人もあり、興味のある人、

ない人など、いろいろですが、勉強になりました。今回は、日本 3 大名勝の地、安芸の宮島・厳島大社（広島県）と、
島根県の出雲大社、美保神社を訪ねました。
１1 月 6 日
7日

厳島神社

10 時広島駅

出雲大社と美保神社

集合レンタカーで移動

宮島へ。さらに島根県浜田市に移動

この日は日本中から神々が集まる日だそうで、まとめて多くの神様に会えるのではないかという厚かましい担当者

たちの魂胆でした。あまり神様に縁のない人も、神様を裏切っている人も、時には、手を合わすこともいいものです。
いろいろなしきたりもあり勉強になるものです。研究会の企画も魅力的な事業の一つです。

この機関誌が、会員に届くころは、参加者は、もう帰宅し疲れが取れたころでしょう。なかには行った記憶さえな

くなっている人もいるかもしれません。？？
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たまり場の、
あらゆる機能は、

ＫＯＫＯ

にあり

創年のたまり場をうたい、千葉県酒々井町にオープンしたたまり場ＫＯＫＯが、今では町内どころか広く県

外からの視察もあるようなたまり場に発展しています。連日、創年の来客が多く、町の名所になりつつあります。
ＮＰＯ法人全国生涯学習まちづくり協会の事務局として誕生したものですが、現在では、「年金プラス 5 万円研
究所」を名乗る拠点に変わろうとしています。（写真下はＫＯＫＯ。ＪＲ酒々井駅前通り。駅から徒歩 3 分）

「創年のたまり場」は、平成 16 年 11 月 24 日研究会、17 年 3 月にワークス（白井市）にオープンしました。

「創年」の商標登録とともに「創年のたまり場」も登録された用語となっています。
■創年のたまり場は──

①喫茶店、薬局や書店などの店舗

②民宿・旅館・ホテル ・会員制度を活用した指定宿泊施設

③無人駅や､ 寺院、学校や幼稚園等の教育機関等
④個人の家（自宅開放） ⑤空き店舗

■その機能は──

⑥会社の事務所の一角など、多様な形態があります。

お茶やコーヒーを飲みながら多世代が交流する地域の交流の場、ボランティア交流の場、青少年育成の場、

観光の拠点、まちづくり振興の拠点、高齢者の憩いの場、特産品開発と流通の拠点、仕事づくり実験の場など、
いずれも地域に薄れつつある機能を補うものです。これらの機能をことごとく果たしているのがＫＯＫＯでしょ
う。多くの視察者から学ぶＫＯＫＯスタッフが注目されています。

仕事づくりとたまり場セミナー参加者募集
人生 100 年時代。創年活動が注目されています。このセミナーは、創年活動として仕事づくり、た
まり場にかかわるリーダーや企業経営者が、一堂に会し情報を交換し企業のまちづくり参画と、仕事
づくりについて、研究協議するとともに、今後の活動の在り方を探るものです。
主催

社団法人全国元気まち研究会

日時

令和２年２月１日 ( 土 )

共催
場所

社団法人たまり場ニッポン

東京都台東区民会館（予定）

参加費
日程

13:00 ー 17：00 （予定）

2,500 円

13：00
13：30

14：00
14：40

受付（開場）

基調講演「創年活動をめぐる課題と展望」福留強（全国元気まち研究会会長・聖徳大学名誉教授）
提言 「たまり場と年金プラス５万円の可能性
元気まちレポート

■社団法人全国元気まち研究会から

斉藤広子（全国元気まち研究会専務理事）

■たまり場ニッポン

垣内奈々美（社団法人たまり場ニッポン）

■日本のお寺・たまり場

16：00
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ＫＯＫＯの実験から」

鮫島真弓（創年のたまり場全国ネット代表）

■日中創年活性化研究会の構想

参加者の近況（各団体の報告）

松村和順（寺小屋ブッダ代表）

三輪恵一 《日中創年活動研究会世話人・袁暁利》

交流会

元気まち研究会カフェ（仮称）

中国に日本の市民情報を伝えたい
★地道な市民交流が当面の課題
人口 14 億 1142 万人（日本の 11 倍）、全人口の 92％は漢族、残り９％は少数民族で構成。
共産党一党による社会主義国家。成長著しい大国家で、アメリカに次ぐ経済大国に成長しています。
テレビ放送はすべて国営放送。5 日間の滞在でホテルにいる時間帯はできるだけテレビを観て、チャンネ
ルを変えながら観ましたが、日本に関する放送は新宿駅での、台風接近に不安顔の日本人インタビュー
がありましたが、わずか 60 秒。ちなみに香港の市民のデモの映像は一切報道されていないようでした。
建設途上の美しい国家をたたえる映像が続いているようです。世界ラグビーの日本での映像も一度も見
る機会がありませんでした。
中国国民には日本についてはあまりに知られていないような気がします。日本について通訳で付き合っ
てくれた若い女性の王さんに聞くと、東京、新宿、渋谷、日本女性のファッションなど、ごく普通の女
性の関心で、とにかく美しい日本にあこがれるという話でした。地道な市民交流を活発化させることが
両国の当面の課題であることは間違いありません
■ 澤 環さん（シンガーソングライター）
鹿児島県霧島市在住。日本青年団で歌われた応援歌「もっと。もっ
と」などの作詞作曲など。社会運動をすすめる。神宮で神楽舞など
にも参画。地域のＦＭ放送や、イベントの司会などで多忙。このた
び、新曲「創年の華」を発表しました。ＣＤも発売されています。

新曲「創年の華」
を発表しました

創 年 の 華

心はいつも輝きの華をさかせてゆこう

生きてきた証 今もなお喜び満ちた

創年の華を咲かせてみようよ

生きる か
t らは町を想うふるさと魂
人々の願い共に語ろう

これからの未来を一人一人の歩みの中で

☆今出会いの中で感じ合う心

君に伝えよう創年の想いを

歌にのせてこれからの人生

夢を語ってあなたらしく華を咲かそう

笑顔という華を

思い思いの素敵なあなたを

創年の華を咲かせてみようよ

会 員 の 話 題

♪

各地の仕掛け人 女性に呼び掛け中
全国元気まち研究会は、女性が中心でスタートしましたが、各地には、まだ多くのメンバーが、参

加の誘いを待っているという声があります。当然です。四国の佐藤芳美さん、鹿児島の山口庸子さん、
小窪久美子さん、大阪の藤井真紀さん、淡路島の楓るみ子さん、北九州の古川恵子さん、全国の卑弥
呼たち…一度、元気まち研に力を結集しましょう。
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社団法人全国元気まち研究会

研究員
募 集 !!

会員になりませんか
一緒にやってみませんか！

「まちづくり」
「生涯学習」
「創年活動」
「年金プラス５万円」「国際交流」「青少年育成」「文化交流」「たまり場」
と、すべてのキーワードが実践されている研究・実践の集団です。希望者はだれでも会員になれます。各種事業の
案内、イベント、研修旅行等参加できます。
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
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

たまり場カフェ「元気」

03-6658-4544）

浅草・駒形橋界隈回覧板

事務局からのお知らせメモ

■「元気に行こう」 が合言葉 そうなるとうれしいですね・・・
六本木から事務局が引っ越すことになりました。まだ十分に慣れていた場所ではありませんでしたが、都合により下記に引っ
越すことになりました。マジカル合同事務所の２軒隣に、カフェを兼ねた事務所になります。まだ、事務所の体をなすには時
間がかかりますが、年末にはにぎわいを創ることができるでしょう。一度、のぞいてみてください。
■交通手段
地下鉄都営浅草線。浅草駅を出て、駒形橋を渡ると、そこは五又路交差点。その一角に、
のマークを探してくださ
い。そこが、
「元気」ですよ。甘党、辛党等に関係なく、また季節に関係なく、アイスクリームを味わうことになるでしょう。
スタッフが待っています。いらっしゃい。
社団法人全国元気まち研究会が、事務所として活用させていただく場所は、以下の通りです。
（オーナー・齊藤広子）

社団法人

全国元気まち研究会 11 月

〒 130-0005

東京都墨田区東駒形２－ 22 －４

電話・FAX ０３ー６６５８ー４５４４（090-1504-7092）
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2019
令和元年

