平成
26年度

高齢社会フォーラム

in
東京

全員参加型社会を目指して 〜多世代が経験を分かち合う〜
超高齢社会を迎えている日本において、
シニアも若い世代も全員が活躍できる社会を実現するために、
シニア自身が今まで培った様々な経験を社会全体で共有することは非常に重要です。
地域の中で、
現役世代のみならず、
意欲と能力のある高齢者にも社会の支え手となってもらい
「全世代で支え合える社会の構築」
に向け、
今年度のフォーラムでは、
シニアの経験を分かち合う具体的な手法や取組について話し合います。

日時

平成26年7月29日（火）10：00〜16：30（9:30開場）

会場

イイノカンファレンスセンター（定員：200名）

※裏面の申込書にてお申し込みください。

プログラム

東京メ
トロ 霞ヶ関駅より徒歩1分

9：30 受付開始

参加費無料

プロフィール
〈堀田 力〉

10：00 ［開会挨拶］内閣府

［基調講演1］

「あたたかく助け合う地域社会へ」
堀田 力（さわやか福祉財団 会長）

現、公益財団法人さわやか福祉財団会長・弁
護士。高齢社会NGO連携協議会共同代表、
高齢者介護研究会座長、東京の地域ケアを推
進する会議委員長ほかを歴任。新地域支援構
想 会 議 発 起 人として国や市 町 村へ提 言する
他、
さわやか福祉財団として全国各地でのフォーラム等を通じて、強
力に絆のある地域づくりを推進中。

［基調講演2］

「全員参加型社会を目指して」
樋口 恵子（高齢社会をよくする女性の会 理事長）
［高齢社会対策説明］ 内閣府高齢社会対策担当参事官
12：00 休憩（90分）

プロフィール
〈樋口 恵子〉
評 論 家 。高 齢 社 会 N G O 連 携 協 議 会 共 同 代
表。高齢社会をよくする女性の会理事長。東京
家政大学名誉教授・同大学女性未来研究所
長。社会保障審議会、男女共同参画会議民間
議員等を歴任。著書は、
「 祖母力」、
「 女、一生の
働き方」、
「 私の老い構え」、
「 人生１００年女と男の花ごよみ」、
「人
生１００年時代への船出」、
「おひとりシニアのよろず人生相談」等。

13：30 ［分科会］
第1 分 科 会

「地域社会活動の活性化」 ●地域社会で様々なテーマで活躍されている実践者の活動内容や課題
●地域活動の活動動機や仲間づくり等におけるシニアの経験の分かち合い
〈コーディネーター〉

伊藤 実
高齢社会NGO連携協議会 理事

〈パネリスト〉

佐々木 照子 高齢社会をよくする女性の会
杉 啓以子 江東園ケアセンター「つばき」施設長、経営企画管理本部 本部長
丹 直秀 さわやか福祉財団 常務理事
渡邊 武 浦安市民生委員児童委員協議会 会長、浦安市社会福祉協議会 理事

第2 分 科 会

・ミドル・女性・多世代からみたシニアへの期待と課題
「多世代からみたシニアの意識改革」 ●若者
●失敗しないシニアの地域デビューと多世代間の経験の分かち合い

〈コーディネーター〉

松田 智生
三菱総合研究所
プラチナ社会研究センター
主席研究員・チーフプロデューサー

〈パネリスト〉

菊池 一弘 東北を緩やかに長期的に応援する会 代表
高平 ゆかり マイスター60 取締役 シニアビジネス事業部 部長
中嶋 美年子 三菱地所 開発推進部 エコッツェリア担当

第3 分 科 会

「スマートシニア」
に期待される役割
「シニアと多世代がつながるために」 ●ICT(情報通信技術)を活用して主体的に活きる
●多世代がつながり、
シニアの経験を分かちあう手段としてのインターネットの可能性

〈コーディネーター〉

澤岡 詩野
ダイヤ高齢社会研究財団
主任研究員

〈パネリスト〉

阪本 節郎 博報堂 新しい大人文化研究所 所長
檜山 敦 東京大学大学院 情報理工学系研究科知能機械情報学専攻 特任講師
牧 壮 牧アイティ研究所、新老人の会・スマートシニアアソシエーション代表

16：30 ［ 閉会 ］（分科会終了）
主催：内閣府 協力：高齢社会ＮＧＯ連携協議会（高連協）

平成26年度「高齢社会フォーラム
平成26年度「高齢社会フォーラムin東京」
に参加希望の方は、お手数ですが、

in 東京」参加申込票

■会場案内図

WEBサイトまたはFAX、郵送にて下記宛先までお申し込みください。
（なお、
日比谷線霞ヶ関駅

このフォーラムは、全日参加を原則としています）。応募は先着順に受け付け、
定員になり次第締め切りとします。受付後に
「参加証」
を郵送します。

■お申し込み方法

日比谷
図書館

環境省

日比谷
公会堂

富国生命ビル

イイノ
カンファレンス
センター

経済
経済産業省
産業省
別館
日本郵政ビル
大同生命ビル

下記申込票にご記入のうえ、

03-5510-4803

日比谷野外
大音楽堂

農林水産省

東京桜田ビル
りそな銀行

へ送信してください。

三田線内幸町駅

http://www8.cao.go.jp/kourei/kou-kei/
26forum/kaisai.html
FAX

日比谷公園

厚生労働省

丸ノ内線霞ヶ関駅

下記URLよりお申し込みください。
桜田通り

WEB

丸ノ内線霞ヶ関駅

銀座線虎ノ門駅

外堀通り
三井住友銀行

東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング ４階

郵 送

下記申込票にご記入のうえ、
次の宛先に郵送してください。

〒105-6201 東京都港区愛宕2-5-1
愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー１Ｆ ＭＢＳ＃530
平成26年度高齢社会フォーラム事務局

◎東京メトロ 日比谷線・千代田線 →「霞ケ関」駅 C3出口 徒歩1分
◎東京メトロ 丸ノ内線 →「霞ケ関」駅 B2出口 徒歩5分
◎東京メトロ 銀座線 →「虎ノ門」駅 9番出口 徒歩3分
◎東京メトロ 有楽町線 →「桜田門」駅 5番出口 徒歩10分
◎JR山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線、都営地下鉄浅草線、ゆりかもめ →「新橋」駅 徒歩10分
◎都営地下鉄 三田線 →「内幸町」駅 A7出口徒歩3分

よみがな

年齢

参加者氏名

歳
所属部署・役職

所属団体名

〒
参加証送付先住所

Eメール
連絡先電話

FAX

希望分科会
※第二希望までご記入ください。

分科会

〈第一希望〉

分科会

〈第二希望〉

〈これまで「高齢社会フォーラム（旧セミナー）」に参加したことがありますか。〉

ある
（

）回

ない

〈希望の分科会で取上げてもらいたい内容、聞きたいことなどありますか。自由にお書きください。〉

〈普段過ごしている中で、＜高齢社会＞について、疑問や伝えたいことなどありますか。自由にお書きください。〉

■ 手話通訳は必要ですか。

1.必要である

2.必要でない

※個人情報に関しましては、本シンポジウム以外の目的では使用いたしません。

お問い合わせ

平成26年度高齢社会フォーラム事務局（土日祝を除く、平日10:00〜18:00）
TEL：0120-322-043

FAX：03-5510-4803

E-MAIL:koureisyakai@hjimukyoku.jp

