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　「マジカルカフェ浅草」は、レストランカフェ（食堂の認可も取得）
であり、地域交流拠点、たまり場です。創作アイスクリーム、独占契
約のカレーライス（行列ができることで有名）、弁当などが用意できま
す。連日、若い女性や、外国人の来客が増えてきました。さらに定期的に、
講座がスタートしました。12 名定員のゼミも、カフェの売り物になり
そうです。
　酒々井町の「たまり場ＫＯＫＯ」は、仕事づくりのたまり場、「年金
プラス 5 万円研究所」としてさらに活動を充実し、町内にさらにたま
り場を受託し経営することになりそうです。全国に話題のたまり場を、
さらに大きく発展するよう支えていきたいものです。
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日本は、東京オリンピック、パラリンピック開催を機に、さらに明
るい話題が増えてくると、期待を込めて予想します。自治体も、

コミュニティも地域資源の活用だけでなく、様々な交流が、まちを、日
本を元気にすると信じてまちづくりに努力しています。「全国元気まち
研究会」は、その一端を担うことを目指しますが、その手法は、言うま
でもなく交流・連携を図るということです。会員の交流、世代間交流、
地域間交流、異業種交流、国際交流…。交流は、人を、まちを元気にす
る重要な資源であることは、疑いもありません。これらの交流を日常的
に実践する場所を、東京・浅草の駒形橋にオープンしました。

新時代

マジカルカフェ浅草 たまり場 KOKO（酒々井）

期待されるたまり場の役割
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浅草駒形橋を渡ったところに、研究会の本部も兼ねる「マジカルショップ浅草」がオープンし地域の話題
になっています。現状では行列は出来ませんが、外国人、若者も多く、地域に異色のコーヒー、アイスクリー
ムカフェとして、認知されはじめているようです。この拠点の特色は次のような点を上げることができます。

マジカルショップ浅草がオープン

特　色　

①アイスクリームカフェ開発中　

　十数種のオリジナルアイスクリームを開発しており、好みのものを選べます。

②コーヒー、お茶、ランチ

　ユニークなコーヒーや、お茶なども研究中です。また、話題のカレーライスの

　限定食が登場し話題となっています。

③マジカル合同の通販商品があります

　楽天市場を通じて全国各地で開発された特産品製品を展示販売しています。

④ふるさと産品、商品開発研究部本部です

　各地の産品を発掘し、さらに商品を開発して販売拡充します。一部は海外（中

　国向け）に販売網を広げることがきまり、注目され一部で人気上昇中です。

⑤元気まち研の事務所です。研究会スタッフが常駐しています

　全国元気まち研究会の本部として位置づけられています。いつでも立ち寄って

　ください。

⑥研究会スタッフによる様々なセミナーが、連日開設されます

全国元気まち研究会の本部も兼ねる

元気まち研メンバーは、各々の仕事を通じて講座、セミナーを実施し、その指導者としても活躍していま
す。マジカルカフェ浅草では、これらの人材を活用して、店内でゼミ方式の研修講座を開設することになり
ました。すでにいくつかのユニークで、魅力的な講座を開設、スタートしました。

女性が輝く　シリーズ マジカル玉手箱 開講

●齊藤広子「花講座」（ストレスケアの講座２）、「男性だけの花講座」（初めての方でも）、「笑い
の講座その１」がスタートしました。大学のゼミ形式で、なごやかな研修風景が見られます。　
　以下、方々のユニークな講座が予定されています。　
●坂東叙子　永島靜　鮫島真弓　佐伯裕子　植村美千代　岩本美紀恵　綾瀬好美

坂本早苗さんマジカルの顔

（談）美味しいオリジナルアイスクリームを、皆さんに、笑顔になってい
ただくように、元気に販売しています。お気軽に遊びにおいでください。
地域に親しまれるたまり場になるよう頑張ります。

（火、水、木、金の 16 時まで勤務）

マジカルカフェ浅草の特別セミナー

各講座の詳細のプログラムは近く発表されます。インターネットで確認してください。
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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します。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、各地の活動が増えています。
さらに日中創年活動研究会の活動の拡大が、中日両国の交流の活性化につながり、旅の受け入れ、案内と
助言する指導者が求められています。そこでこの計画はその指導者、協力者を養成するものです。

日 中 両 国 の 交 流 の か け は し に な り ま せ ん か

主催　　　社団法人全国元気まち研究会

会場　　　マジカルカフェ浅草　18 時～ 20 時　研修日程　別表の通り（1 回 80 分）

研修内容　規定のカリキュラムによる 7 科目　　研修方法　講義、討議、演習、見学

受講料　　1 科目受講 2000 円　　全講座 8 科目（資格取得）の場合 12000 円

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。12 名

認定証　　参加者は終了後、報告書を提出し「創年アドバイザー」認定資格が得られます。

人生 100 歳時代。少子高齢社会、情報化社会、国際化時代、認知症の可能性大・・・・
なんだか生きづらい、不安な世の中のようですが、案外面白いものです。
いま「創年時代」は、生きがいを持って輝いて生きるための考え方が注目されて
います。全国各地で、「創年」の取り組みが広がり、海外にも…文部省時代に生涯
学習の推進者として活躍し、いま、「創年」の提唱者として知られる講師が、これ
からの活動の仕方などをわかりやすく解説します。

生涯学習の広がりは、創年、まちづくり、年金プラス 5 万円…

生涯学習の基礎の基礎を学ぶ入門ゼミ

日時　　　　　令和 2 年 2 月 19 日　　13 : 30 ～ 16 : 00
会場　　　　　台東区生涯学習センター　
参加資格　　　誰でも参加できます。気楽にご参加ください　定員 40 人
参加費　　　　無料
問い合わせ　　東駒形 2 丁目「マジカルショップ浅草」内。全国元気まち研究会事務局
　　　　　　　電話　０３－６６５８－４５４４

聖徳大学名誉教授　社団法人全国元気まち研究会理事長
内閣府地域活性化伝道師　全国生涯学習市町村協議会代表世話人

講師　福留　強

回 開催日 　学習課題　 指導者 ( ゲスト ) 備考
１ 2 月 27（木） 高齢社会の市民生活の課題 福留強（各回にゲスト参加）
２ 3 月 12（木） 創年時代 福留強
３ 3 月 26（木） 年金プラス五万円の意義と方法 福留強
４ 4 月２　（木） 市民活動と地域の活性化 福留強
５ 4 月 16（木） 市民学習とまちづくり 福留強
６ 4 月 30（木） 観光と地域づくり・人づくり 福留強
７ ５月 9　（土） アジアに広げる創年活動 福留強　
８ 未定 市民大学交流等 市民大学との交流体験 見学
９ 未定 受講者パーティー 全国元気まち研究員

創 年 活 動 ア ド バ イ ザ ー 認 定 講 座
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11 月 30 日 ( 土 ) 東京都台東区生涯学習センター
で、日本・中国創年活動研究会が結成されました。
昨年 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として開催されまし
た。日中の創年活動研究会と連携し、今後の交流の
活発化を目指します。今後、全国元気まち研究会の
活動が継続することによって、より大きく発展して
いくことが期待されます。
日本・中国創年活動研究会は、定期的に在日中国
人も加えた組織として発足（東京）し、国内の推進
体制の中心として、位置づくことになりました。
会の設立の発起人・三輪恵一教授の経過報告に始
まり、中国からの報告「創年活動。中国の取り組み
展望」を袁暁利氏が行いました。　　　　
「創年と日中民間交流について」、福留代表の講
話、「日本の創年活動の動向」、齊藤広子さんが登壇
するシンポジウム「これからの日中交流のすすめか
た」の後、参加者全員で、日本・中国創年活動研究

いよいよ始動。日本・中国市民交流
日本・中国創年活動研究会が発足しました

新型コロナウイルスによる新型肺炎が世界に広がり患者も 63000 人（死者 1380 人）を超える勢いです（2 月
14 日現在）。中国では国をあげて海外旅行を禁止という国家的な決定をしました。連日、マスコミで報道されて
いますが、新型肺炎の蔓延が加速しており世界的に大打撃を与えています。日中交流は、当面、この世界的な恐怖
が収まることが前提となりました。

「お互いに苦境を乗り越える努力をしましょう。こういう時こそ、力を合わせ、苦難を乗り越えましょう」とい
う連絡が中国側から入ってきました。一刻も早く、収まってほしいものです。

会の設立宣言をして修了しました。また、当日は、
北京研修に参加した皆さんの発表会をはさみなが
ら、研修を楽しみました。韓国の生涯学習推進に尽
力された金得永氏（東洋大学東洋学研究所客員研究
員）のほか多くの関係者の意見の交換もありました。
当面の事業として、中国側幹部の来日、ビジネス
交流、第 2回訪中団等が計画されています。（現在、
新型コロナウイルス感染拡大の影響で変更もあり。）

日中創年活動研究会の発足のイベント終了後
は、出席者を中心とする関係者が交流会に参集し、
これからの活動と、仲間との交流を楽しみました。
駒形に誕生したマジカルショップ浅草開店記念
パーティーを兼ねて参集した関係者 35 名が、超
満員のなかで、秋田の「きりたんぽパーティー」
で盛り上がりました。

交流会
（日本創年活動研究会発足の記念パーティー）

2 月の中国からの代表団の訪日延期

中国から新型肺炎　世界に猛威



金谷昇子（まち研本部事業推進員・秋田在住）

中国で感じたこと・レポートから

会員の話題

　名古屋市緑区のサロン活動は、平成 17年 6月地方誌に紹介され産声を上げました。
　サロン活動は、「肩書なしで、気楽に話し合いましょう」として、私を中心に始めました。その気楽さが人気で、
たちまち多くの支持を得たようです。集会の方式は開会行事はなく、話をしている人が主役で、後の方は聞き役、そ
れを上手に回転して、みんなが主役になるという仕掛けでした。
　「サロンとは何か」という問に、「子育てを終えた主婦や現役をリタイヤして時間に余裕のある人が新しい自分づく
りに挑戦して創造的に生きること」と答えます。そしてサロンに参加して若返るそれが「創年」です、とも説明します。
　サロンでは「作家」や「歌人」が誕生します。サロンが自然に、高齢者問題・介護や老後の問題、終活・遺産相続
問題の研究等に発展し、研究者や評論家等も誕生します。私は、このサロンの必要性とサロンの継続を願い、その意義・
重要性を訴えてきました。現在は全国生涯学習まちづくり協会愛知支部とし、創年倶楽部、元気クラブ、ピンコロク
ラブ、ＩＴクラブの 4部門を有する団体に発展しました。介護・認知症予防の高齢者サロン普及に努め、プログラム
も日替わりメニュー、いろんな素材をそろえ、さらに楽しいサロンを目指しています。創年アドバイザーとは、サロ
ンの情報と、若返りのコツをいただくのです。いま、井戸端会議から楽しいサロンに向けて初期の目的達成と満足し
ています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※小野さんは「創年アドバイザー」認定第 1号です。

北京で思ったこと

日中友好元気まちとの調印式に参加させていただ
きました。まさか、こういう機会に巡り合うとは、
まったく人生とは、面白いものだと思います。調印
式は感動的でした。まず、あの中国からお誘いがあ
ることに驚きました。こういうご縁を進められた三
輪先生、福留先生の努力に恐れ入りましたし、個人
的には福留先生の講演に聞き入ってしまい、驚いた
ことばかりでした。日中の距離や空間・時間の違い、
地下鉄のセキュリティの厳しさ（空港並み）、偽札
が普通に出回っていること、軽自動車が走っていな
いこと、交通ルールがさっぱりわからないこと、女
性が活躍していること、食事の量の多さ、そして監
視カメラのおかげで事件が少ないこと等々、多くの
現状を見ることができました。中国に対して漠然と
して持っていたイメージの違いを見られたことは、
実に楽しい経験でした。同時に、後 2 ～ 3 日滞在
すればみんなが現地の人になってしまいそうな勢い

に、一人クスクスしておりました。
後悔したことがあります。質問のチャンスはあっ

たのですが「中国では、冬の寒さの中でも体を動か
す太極拳や踊りを日々行い、また、漢方薬は日常的
に常備されているように思われるのに、なぜ糖尿病
が多いのか」を質問しなかったことです。

納得したことは、「中国ではなぜ外での運動が多
いのか、冬には施設の中で行った方が体に良いので
はないか」ということを袁先生にうかがったところ、

「それは大地の気を感ずるため」と教えていただい
たことです。なるほどと、とても新鮮な感じがしま
したし、「大地の気を感ずる」とは、近頃忘れてい
たような気がします。

とにかく十分過ぎる楽しさと感動を得た 5 日間
でした。至福の時間を持たせていただき皆様に感謝
したいと思います。今後、「まち研」の活動を通じ
て今後の事業に役立てられたらと思います。

元気まち研

サロン活動を定着させる 小野碩鳳さん
（創年アドバイザー、まち研愛知支部長）

5
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仕事づくりとたまり場セミナー参加者募集

仕事・創年・青少年

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を対象に行うも
のです。情報交換を通して企業のまちづくり参画と、仕事づくりついて、研究協議を行い、今後の活動の在
り方を探るものです。

青少年に関するいじめ、非行の増加、家庭内暴力など深刻な社会的課題が指摘されています。これらの課
題に対処するため青少年の社会参加の意義が見直され、なかでも地域活動への参画が重要な施策になりつつ
あります。そこで文教行政の中で緊急の課題としてまちづくり参画が検討され、従来の生涯学習政策に変わ
る中心課題として、行政施策の取り組みが広がっています。この研究会は、これまでの全国生涯学習まちづ
くり協会の活動実績を基に新しい活動手法を検討し、これからの青少年育成に寄与しようとするものです。

日時　令和２年３月１日（日）　13 : 00 ─ 16：00（予定）
場所　東京都台東区民会館（予定）　　　参加費　2000 円　
内容
13：00　 受付（開場）
13：30　 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）
14：00　 提言「たまり場と年金プラスαの可能性」ＫＯＫＯの実験から～（対談）
　　　　　鮫島真弓（創年のたまり場全国ネット代表）　　
　　　　　長谷川幸介（茨城県社会教育研究会会長）
14：40　 元気まちレポート　
　　　　　■社団法人全国元気まち研究会から　齊藤広子（全国元気まち研究会本部長）
　　　　　■日本のお寺・たまり場　松村和順（寺小屋ブッダ代表）
　　　　　■社会福祉協議会　　　　　　■たまり場ニッポン　ほか　　　　　　　　
16：00　 参加者の近況（各団体の報告）
交流会　　元気まち研究会本部カフェ「マジカルショップ浅草」

主催　　　ＮＰＯ法人全国生涯学習まちづくり協会　緑が丘学院　
協力　　　全国元気まち研究会
参加対象　創年日々タイムズ読者、横浜市、横須賀市内社会教育団体、一般市民
会場　　　横須賀市　　　　　日時　３月下旬（検討中）
内容（総合司会　鮫島真弓）　　　　　　　　
13:00　①オリエンテーション（基調提言）「創年と子どもをめぐる課題」
13:40　②事例発表「おもてなしカレッジ」緑が丘学院
　 　　　　　　　　「若者が創るフォトコミュニティ」　
15:30　③シンポジウム「青少年育成と創年の活動」
　　　　大田順子（ＮＰＯ法人全国生涯学習まちづくり協会理事長）
　　　　創年日々タイムズ編集長　ほか
16:00　④創年と子ども市民会議の提案（宣言）
　　　　大田順子（ＮＰＯ法人全国生涯学習まちづくり協会理事長）16:30　終了
　　　　　※終了後は、交流会もあり。参加費を含めて 4000 円程度

参加申込　ＮＰＯ法人全国生涯学習まちづくり協会　電話　０４６－８８７－０９０５

研修事業の情報

創年と青少年のまちづくり研究会（仮称）開催案



全国生涯学習まちづくり研究大会

主催　全国生涯学習まちづくり研究会亀岡大会実行委員会（仮称）日中創年活動研究会
　　　亀岡市、市教育委員会、全国元気まち研究会、ほか
開催日　令和 2 年 10 月３日（土）～４日（日）　10：00 ～ 18：00　
会場　亀岡市生涯学習センター「ガレリア」
参加対象者　一般市民、生涯学習行政担当者、まちづくり担当者、市民ボランティア等
内容　
1 日目 10 月３日（土）
　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 20 事例発表
　基調報告　「生涯学習発・亀岡市からの発信」
　基調提言「新しいまちづくりの潮流・学びの交流都市」　
　シンポジウム「人生１００歳時代は、輝く創年時代」
２日目 10 月４日（日）　エクスカーション　亀岡市及び周辺の観光、見学を楽しみます。

今年、再び、亀岡市が注目されます

亀岡駅 子ども環境教育センター生涯学習センター・ガレリア

全国創年のまち研究大会（亀岡市）　令和 2 年 10 月３～４日（予定） 

　亀岡市人口 87000 人。京都府では京都市、宇治市に次ぐ 3 番目の都市。京都の中の小京都としても知られてい
ます。保津川峡の川下り、トロッコ電車も有名。
まちづくり研究会がスタートしたまち
　●文部省主催　第2回全国生涯学習フェスティバルの主管事業「全国生涯学習まちづくりサミット」の会場となっ

た亀岡市で、まちづくり研究会が、全国組織として提唱され「全国まちづくり研究会」設立の契機になった生
涯学習宣言都市。

　●ガレリアは、全国最大規模の生涯学習センターで、教育と、福祉、商工関係の総合施設。
　　この建設を提唱したのは文部省生涯学習局、九州女子大学で活躍した福留代表。軽井沢で１週間、生涯学習施

設建設計画を立案するため担当 7 人が合宿（工藤日出夫氏、西村美東士氏も参画）。
　　6 年後に実現、完成。初代亀岡市生涯学習研究所所長に就任。聖徳大学教授と兼任（1 年間）
　●全国的に優れた生涯学習実践者、団体に贈られる亀岡市の生涯学習賞。第 1 回受賞者は世界的な生涯学習提

唱者エットーレ・ジェルピ氏（ユネスコの生涯学習責任者・イタリア生まれ）。国内賞は、全国生涯学習まち
づくり研究会・福留強代表が受賞。

　●江戸時代の国学者石田梅岩は、生涯学習の祖とも言える人物。また、明智光秀ゆかりの地であり、ＮＨ K 大
河ドラマ「麒麟が来る」の舞台になることから、全国的にも注目されそうです。

　●全国生涯学習まちづくり研究会（平成 12 年ＮＰＯ設立）から生まれた全国生涯学習市町村協議会の新会長に
亀岡市市長の桂川孝弘氏が決定。これらの記念行事を含む、全国生涯学習研究大会が 30 年ぶりに開催される
ことになります。10 月は美しい亀岡市に参集しましょう。 7

この研究大会は、全国生涯学習市町村協議会の会員及び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。
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特産品開発と販売（齊藤広子）
マジカルショップ浅草　販売展示、交流館（齊藤広子）
アイスクリームカフェ、通販商品展示

ふるさと商品開発部

出版・広報部
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、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、事務局にご連絡ください。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。

市民大学研究部（全国市民大学連合）
市民大学に関するプログラム開発、指導者養成などを実施します。全国市民大学連合の本部を担当し、市民
大学の発展のために活動します。優良市民大学の推薦、市民大学の指導者の養成研修などを担当します。担当
者は次号で紹介します

編集者。自分史、地域史、文芸、大学等各種学校の生涯学習冊子の編集～出版（印刷・製本まで）を行っ
ています。市民活動支援として、千葉県および都内にて自分史、エッセイ教室講師として、自分史作りの普及に奮戦中。

永島　靜（東京創作出版・代表）
プロフィール

全国元気まち研究会 組織各部の紹介

観光地域振興企画

地域振興ミュージアム研究

全国たまり場ネット

創年キャリア活用研究部

出版・広報事業部

日中共同創年活動研究所

全国市民大学研究部

本部事業推進員
地方在住ですが、本部事業に協力していただくとともに地域のまとめ役になる人です。大迫さん、岩本さん
は県外でも本部同様に活動しています。

会員対象の各種イベント、旅行等の開催　
自治体活性化プロジェクト

地域ミュージアムの構想、設計など（大山由美子）

たまり場ＫＯＫＯ（鮫島真弓）・・・・年金プラス 5 万円研究会

出版、自分史出版　広報（永島靜）

資格認定活用事業部（綾瀬好美）・・・創年に関する資格認定事業

日中共同創年活動交流推進（植村美智子）

全国市民大学連合事務局　　　　　　　　　
本部事業推進員

（本部スタッフ）
仁平健次

（大阪府）
岩本美紀恵

（宮崎県）
大迫　勉

（出版・広報事業部長）
永島　靜



★令和 2 年の活動計画

全国元気まち研究会　発足から今日までの足跡
５月１日　　　令和元年　年号が変わる
６月１日　　　全国創年まちネット(仮称)スタート　
　  27日　　　美食と健康、伊勢参りツアー
７月12(金)　　総合研修(ＮＨＫ文化センター事業への参加・全6回)
８月３日　　　わくわく創年チャレンジ大学(階上町) 
　　17(土)　　六本木事務所開き　市民大学連合審査会
　　17(土)　　社団法人全国元気まち研究会　事務所発足式
　　18(日）  　六本木事務所開き　市民大学審査　
９月21日　　　全国元気まち研究会クルーズ（発会式）
　　28日　　　志布志創年市民大学ＩＫＩＫＩ発見塾
10月9～13日　中国創年研究所訪問
　　12(土)   　 中国創年活動研究会調印式
　　 24(木)　   志布志創年の志作業　　　　　　　
11月6～7日　  出雲大社ツアー
　　16(土)　　 駒形橋新事務所開所（マジカルショップ浅草）
　　30(土)　　 日中創年活動研究会発足式
12月７日　　　茨城社会教育研究会（水戸）
1月15日　　　 役員会　新年会　
　　30(木)　    霧島市交流会
　　31(金　     隼人シニア大学、志布志創年市民大学卒業式
 2月１(土）　　宮崎日南市交流会
２月５(水)　　  秩父神社巡りツアー

これから
２月10日　　  佐伯市、延岡市
　　19日　　  台東区生涯学習センター　合同研修
３月１日　　　仕事づくり・たまり場セミナ―
７～８日　　　創年旅のもてなしプロデューサー養成講座（亀岡市）
５月５日　　　子ども商店・店長事業
９月　　　　　全国創年元気まち研究大会東北大会（階上町）
10月３～４日  全国生涯学習まちづくり研究大会　亀岡市大会（京都府亀岡市）
11月　　　　  第3回訪中研修旅行　瀋陽市
　　　　　　　全国生涯学習まちづくり研究大会酒々井大会
　　　　　　　日中両国で、創年活動研究大会開催予定（会場等検討中）
２月　　　 　  中国視察旅行団来日
２月13日　　  全国生涯学習まちづくり研究大会（志布志大会）

これまで
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令和元年

令和２年

令和２年

令和３年



全国生涯学習まちづくり協会は、現在、横須賀市を中心に、城ケ島の活性化、たまり場運動など、活発に
活動しています。さらに、今後、青少年事業に特化する創年と青少年育成団体としても進展することになり
そうです。

　平成 13年には、ＮＰＯ法人全国生涯学習まちづくり協会となり大きく発展しました。海部俊樹元総理大
臣を顧問に、資格講座の実施などを推進し、地域アニメーターやまちづくりコーディネーターが国の答申で
も事例として紹介されるなど、生涯学習体制に一石を投じました。
　また、韓国の生涯学習推進に貢献するとともに、子どもをほめよう研究会発足などの話題も多くありまし
た。海外研修旅行やローンボウルズの国内導入など多くの試みが定着したこともありました。
　聖徳大学生涯学習研究所との共同研究で「創年」「創年のたまり場」などが発表されました。
　大学の研究所長を退任し、事務局が東京（根岸）、千葉県酒々井町と変わるなか、主要スタッフの退職な
どで、事務局維持が思うようにいかなくなりました。会員の高齢化、減少、代表の健康状況などの諸影響か
ら、全国規模の事業が大幅に減り、生涯学習体制の衰退とともに活動が停滞したことはいなめません。そう
したなかで、本部を横須賀とし、拠点が神奈川県横須賀市中心となって、内容としては充実したものがあり
ます。また、神奈川新聞社の協力もあって「創年日々タイムズ」が発行されるなど従来と異なる新しい分野
での活動が充実してきました。
　この流れを支えた現・大田代表は、さらに時代に即応した活動を目指そうと意欲的に活動を続けています。
今後、さらに新しい団体として飛躍する可能性もあります。
　もとより、全国の会員たちは、生涯現役、創年を目指しており、これからも両輪として、生涯学習を推進
していくことでしょう。研究すべきことは数多くありますが、令和時代にふさわしい団体としてさらに発展
させていきたいものです。
　なお、全国元気まち研究会は、この全国生涯学習まちづくり協会が発足し、そこから芽生えたといえるで
しょう。協会で十分に実施できなかった分野を、活動の中心として発足したものです。特に、全国元気まち
研究会は、本来のまちづくり事業や、ビジネス事業などを拡大させていく予定です。新分野に挑戦していく
という流れのなかで、相互に発展できるよう連携し、さらに勢いを増していきたいものです。

全国生涯学習まちづくり研究会の発足から、今

ＮＰＯ法人　全国生涯学習まちづくり協会

平成元年、文部省は、臨時教育審議会の答申を受け、教育改革の重点として、生涯学習を推進する体制を
整備しました。その推進方策として、国民の啓発のために、国体、国民文化祭に次ぐ 3番目のイベントを実
施しました、それが全国生涯学習フェスティバルでした。この中に生涯学習推進の柱として生涯学習まちづ
くりが効果が大きいと判断して、特に首長の力を重視しようと考えたのが全国生涯学習まちづくりサミット
（首脳会議）でした。

全国を持ち回りのサミットは、生涯学習フェスティバルのメイン事業となりましたが、これが各県、各都
市でも行われるようになりました。いずれも福留代表が設立したボランティア団体が支えたのでした。これ
が第 2回文部省主催大会で、全国組織にすることが提案され、「全国まちづくり研究会」となりました。さら
に福留代表が文部省を辞し、大学教官に転身したことから会の所在も、名実ともに民間団体となり「生涯学習」
団体の全国生涯学習まちづくり研究会となったものです。
九州女子大学、聖徳大学が、全国の生涯学習まちづくり推進のリーダーとなったのは、研究会の事務局を、
大学の生涯学習研究所においたことから大きく発展していきました。今日、大学が地域まちづくりに協力し、
地域、生涯学習と結び付ける大きな役割を果たしたことは、その後の、何人かの研究者も言及しています。

全国生涯学習まちづくり協会発足の経緯

まちづくり研究会から、　全国まちづくり研究会、全国生涯学習まちづくり研究会へ

history
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足立経済新聞　Ｃｗａｖｅ

足立区をエリアとする地域のインターネット放送局。毎月 1 回のマジ
カルアワーをもっています。まちづくりや地域の話題、女性の課題など、
軽いトークショーです。

齊藤広子さんをメインに、鮫島真弓さんが司会の、軽いおしゃべり番組
です。ネットではユーチューブ映像も見られます。次第に認知度も上がっ
ているとか。ゲストとして多くの皆さんが今後出演することになりそうで
すが、よろしくお願いいたします。

この本では、創年時代が楽しくなるという主張で
一貫しています。この本で述べるとおりで、あらた
めて読み返してみると、各地の事例が数多く紹介さ
れています。
著者の、いつもの主張や論点が整理されています。
創年アドバイザー講座のテキストを意識して書かれ
たものですが、各地の活動家や、地方創生のノウハ
ウなどが網羅されています。中国で評価され、この
たびの日中交流の契機になったものです。中国の農
村部の、むらおこし、生涯学習、老人問題に「創年」
をとりあげるということになったものです。現在改
訂版の発行と中国版翻訳作業に入る予定です。

平成 28 年 10 月 10 日　東京創作出版

足立区のインターネット放送局の番組を持っています

理事長 やや多忙中。入谷と駒形の事務所をほぼ一日おき

に顔を出しています。通行人を観察したり…

打ち合わせをしたり…まちの顔が見えてきました。

まだ完全ではありませんが、社団法人全国元気まち研究会のホームページがスタートしまし
た。フローラルの画面で、いきなり子どもの絵と美しい花で飾られていますが、今後順次デー
タが充実します。女性の写真が圧倒的ですが、順次、男性が加わっていくはずです。

ホームページが開設されました

創年活動研究会発足が、1週間後の 11 月 30 日、韓国文化経済新聞に詳しく紹介されまし
た。全国元気まち研究会のホームページは、1月 15日、姿を現しました。今後内容を充実して、
全国に発信できるように内容を充実させたいものです。

韓国の文化経済新聞が「全国元気まち研究会」を紹介

Check!

創年時代わくわく

Check!
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会員募集 社団法人全国元気まち研究会
一緒にやってみませんか！

 
無料　会員名簿登録
研究員　年会費　5,000 円　会員の中から研究員として地域で関わってい
く特別会員

一般会員

名刺を提供し「会員になります」と告げてください。または電話でご連絡、
お申込みください

申込方法

講座等優遇参加、研究誌等への投稿、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など

研究員の特典

研究員
募集 !!「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」など、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。

全国元気まち研究会社団法人

電話・FAX  ０３ー６６５８ー４５４４（090-1504-7092）
〒 130-0005　東京都墨田区東駒形２－ 22 －４（マジカルショップ浅草内）

2020
令和２年２月

お電話かＦＡＸにてお申し込みください。
全国元気まち研究会（電話・ＦＡＸ　03-6658-4544）

申込方法

創年活動の全国的な動き
全国のどこで、創年活動が行われているか、という質問が増えています。
実際にかかわった自治体についてはわかりませんが、インターネット等で調査した範囲では、意外に広く
行われているようです。中国からの観光客が、今後、日本の自治体を訪問し学ぶために、創年活動の盛んな
10自治体程度を紹介してほしいとの依頼がありました。中高年の活動の実際を学ぶために中国国内でも紹
介し、さらに訪日視察、旅行の目的地にしたいというものです。以下の自治体の例によらずまだ多くあるか
もしれませんが、増えつつあることは、わが研究会にとっては頼もしい限りです。

『創年』を
冠している例

行事　　　　　　　「創年の日」　大会名「輝く創年コミュニティフォーラム」
学級講座　　　　　「創年セミナー」「創年アドバイザー講座」
団体活動　　　　　「光輝創年の会」「16 創年の会」「創年の会」など
たまり場運動　　　 各地のたまり場運動
商品名を冠した物　 焼酎「創年の志」、化粧品「創年の華」
市民大学　　　　　「創年市民大学」「ふるさと創年大学」など　

そのほか、学級講座等で使用されている場合、まち研との連携事業を行う自治体等で、会議名など、多様
に「創年」の文字がつかわれており、少しずつ、創年の趣旨が広がっていることが推察されます。
また、創年運動にかかわる人は、2年前、全国生涯学習まちづくり協会がおよそ 1万 2千人と発表しました。
現在 32の都道府県で、創年活動が、自治体等で見られ、次第に広がっていることから、さらに広がるもの
と思われます。
なお、創年にかかる用語は商標登録されており、使用に当たっては、当研究会本部に相談していただくこ
とになりますが、公的事業の場合は、そのまま使用していただいています。

「元気まち情報」への広告掲載のご案内


