


　　　　　　　　　　　　 会場 　三重県総合文化センター大ホール・中ホール
　　○歓迎のうたごえ　○主催者あいさつ   ○来賓あいさつ    ○基調報告
　　○各地・各分野の報告　○記念講演   ○文化行事　○物産展 

記 念 講 演     ｢老人漂流社会…このまちでくらしたい｣
              板垣　淑子さん

 プロフィール

　1970年生まれ。東北大学法学部卒業後、1994年ＮＨＫ入局。報道局制作センター
（首都圏ネットワーク、衛星放送）、仙台局、報道局制作センター（おはよう日本、
番組部）、スペシャル番組センターを経て、現在入局19年。
　これまでの主な担当番組は、ＮＨＫスペシャル「エイズ感染爆発をどう防ぐのか
（2003年放送）｣、同調査報告　日本道路公団（2004年）」、同ワーキングプア～働いて
も、働いても豊かになれない（2006年）」ではギャラクシー賞大賞受賞、ＮＨＫスペ
シャル「無縁社会～“無縁死”３万２千人の衝撃～｣では、菊池寛賞を受賞。
　NHK報道局チーフ･プロデューサー
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基 礎 講 座 #4 高齢期保障の情勢と課題 篠崎　次男 生物資源学部
大講義室 300

三重学（１） #5 四日市公害を考える 萩原　量吉
萩森　繁樹 ３号館1121 130

三重学（２） #6 原発阻止の運動と歴史 手塚　征男
小倉　紀子 ３号館1131 130

三重学（３） #7 小津安二郎・山田洋二の世界～映画に学ぶ家族のあり方～ 吉村　英夫 ３号館1211 130

交　流（１） #8 三重の利き酒　　（参加費1,000円） 各 蔵 元 第二食堂１階 200

交　流（２） #9 うたごえ広場　　（参加費1,000円） みえ・うたごえ
有　　志 第一食堂１階 150

憲法活かし だれもが安心できる国づくりへ  第27回日本高齢者大会in三重に参加を！
　２年余り前の「３・11」東日本大震災、東京電力福島原発事故で大きな災害が起こり、いまだに事故収束の目途が
つかないばかりか、更に深刻な事態も予測されています。避難者は被災当初の47万人から未だに30万９千人（2013．
４．４復興庁）と７割近くの人が地元に戻れず、先の見通しもたたない状況です。政府の社会保障制度改革国民会議
は、８月報告をめざし、医療・介護・年金・少子化・生活保護等改悪の具体な検討をすすめています。そして、高

齢者対策の「市場化」を考えています。
今大会の開催地の県都･津市は、伊勢街道が市街地の中を通り、経済や文化、情報、人の交流を盛んにし城下･宿場
･門前･港町という下町の骨格の上にあります。学習と全国の活動を交流しあい、高齢期運動の発展をいっそうめざ
しましょう。

１日目   ９月12日（木）13:00～16:30　講座・分科会・シンポジウム　会場・三重大学　各教室・講義室・講堂 ９月12日（木） 13:00～16:30　移動分科会　

９月12日（木） 17:00～19:00　夜の企画　会場：三重大学構内　

２日目   ９月13日（金）  開場8:30　開会9:00～11:45　　

教　室 № テ ー マ 講　師 会　場 定員数
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第１教室（前半）
第１教室（後半）

①   どうなる社会保障の動向 相野谷安孝
３号館１F1121 130

②  広がる貧困・真の社会保障とは 唐鎌　直義

第２教室（前半）
第２教室（後半）

③  いま憲法があぶない平和に生きる権利と高齢者 三宅裕一郎
３号館２F1231 144

④  庶民増税に頼らない国の財政と社会保障確立への道 山家悠紀夫

第３教室（前半）
第３教室（後半）

⑤  誰もが安心して利用できる国保に 長友　薫輝
北澤　彰浩 ３号館２F1201 136

⑥  医療と介護をつなぐ地域ケア活動いのちとくらしへの援助

第４教室（前半）
第４教室（後半）

⑦  東日本大震災・復旧・復興３年目の現実と課題 桒田　但馬
３号館1211 130

⑧  福島原発事故、現状と課題 伊藤　　洋

第５教室（前半）
第５教室（後半）

⑨  放射線被ばくと健康問題 松井　英介
３号館1221 128

⑩  原発ゼロへ自然エネルギーを地方から 高山　　進

第６教室（前半）
第６教室（後半）

⑪  TPPってなに？ 植松　隆行
３号館３F1301 106

⑫  TPPと農業、医療 前田　定孝

第７教室（前半）
第７教室（後半）

⑬  日米安保条約と日本国憲法 伊波　洋一
別館１階120 256

⑭ 日米安保条約の現状とたたかい 伊波　洋一
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第１分科会 ⑮ 今風 井戸端会議 福井　典子 ３号館１F1131 130

第２分科会 ⑯
ゆっくり歳を重ねて、さりげないおしゃれをしてみませんか 
「エルダー層（高齢者）にとって帰心地のいい衣装とは」
「内面から輝く美とは」

大鹿　友子
鈴木　京子 １号館４F419 101

第３分科会 ⑰ 高齢者の働きがい・生きがい～86歳の私の生きがいとは～ 廣木　照代 １号館１F101 56

第４分科会 ⑱ 歯っぴいスマイル口から見える健康長寿の秘訣
～口と体の密接な関係～ 大藪　憲治 １号館３

FPBL演習室２ 50

第５分科会 ⑲ 高齢者の交通権コミュニティバスを考える 林　　裕紀 １号館３F304 64

第６分科会 ⑳ 年金削減の流れを変える 岡田　　勲 １号館３F301 96

第７分科会 @1 「障害を持つ人（高齢者）が着たい服をつくる」 平野　由美 １号館２F303 51

第８分科会 @2 高齢者の住まいと介護施設つくり運動
林　　友信
福本　克己
池澤　邦仁

１号館２F205 62

第９分科会 @3
高齢期を健康に健康つくり参加･体験
笑いヨガ・タッピングタッチ・コロモーション

加藤　照美
草川　好子 第一食堂 80

第10分科会 @4 エンディングノートと葬儀と墓 石田　泰則 １号館４F402 58

第11分科会 @5 笑って予防認知症／家族が認知症になったら 中道　和久 １号館１F419 101

第12分科会 @6 国民の生活を支える生活保護を考える 安形　義弘 １号館４F405 55

第13分科会 @7 国連高齢者権利条約つくり 井上　英夫 １号館
３FPBL演習１ 43

第14分科会 @8 自治体へのはたらきかけ・国保・介護・後期高齢者医療 寺内　順子 ３号館３F1321 100

第15部科会 @9 ひとりぼっちをなくす高齢期運動の課題 篠崎　次男 生物資源学部
大講義室 300
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分科会（１） #0 津市に残る戦争遺跡を訪ねてみよう（参加費2,000円） 山口　謙次 40

分科会（２） #1 大黒屋光太夫と伊勢型紙　　　　　（参加費2,000円） 樋口　公允 45

分科会（３） #2 東海道関宿の町並みと亀山の古民家（参加費2,000円） 上原　成郎 45

分科会（４） #3 松浦武四郎と松坂商人　　　　　　（参加費2,000円） 猿木　恭二 45

※移動分科会は①｢バスで移動｣②｢中央実行委･事務局に事前申し込み｣③参加費は当日払い。定員になり次第〆切です。

全 体 会
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