平 成 ２９年度 事 業 報 告 書
実施事業
［ Ⅰ ］ ライフ・ラーニング・メンバーズ事業及び支援事業
生涯学習事業を推進する企業、学校、団体、自治体、個人で構成される
（１） 「生涯学習情報誌」の制作と配布
・ライフ・ラーニング・メンバーズに毎月１０日配布
・生涯学習に関する記事を全国紙や専門誌から抜粋しトピックス別に掲載
・連載「日本の技」インタビュー記事を掲載
４月 染色
小倉淳史
５月 人形
岩田宏子
７月 「文化を日本外交の中心に置くべき」 元文化庁長官 近藤誠一
８月 金工
竹花万貴
９月 日本刺繍と仕覆 竹花万貴
１０月 金工
奥村公規
１２月 漆芸 螺鈿
中條伊穂理
１月 七宝
吉村芙子
２月 ガラス（パート・ド・ヴェール）石田知史
・連載「資格活かしてます！」インタビュー記事を掲載
・助成事業及び博士号取得支援事業他、各関係者のインタビュー記事を掲載
・財団主催シンポジウム及び後援事業などを取材し掲載
・ライフ・ラーニング・メンバーズの生涯学習事業や活動を紹介
・「多元的共生社会における生涯学習を考えるシリーズ」を取材し掲載
・理事長挨拶「エイジレスに生きるため、生涯学習“ライフワイド”」～あなは今年何をみつけますか？～
（２）ライフ・ラーニング・メンバーズ交流会
・第２４回ライフ・ラーニング・メンバーズ交流会２０１８年１月３１日（水）霞山会館にて開催
津軽三味線と篠笛の演奏者 双子ユニット AUN によるミニコンサート
（３）ライフ・ラーニング・メンバーズ事業の普及
・LL会員の会員拡大を目的とするため各事業の新情報を随時HP及び情報誌
に掲載することによって、財団の認知度を幅広い年齢層に高め、その結果ＬＬ会員の獲得、
事業の拡充につなげた
・主催や後援している講演会やイベント等で財団パンフレットやチラシを活用し広くＰＲ
・LL会員主催の表彰式やコンテストで「生涯学習開発財団奨励賞」他を授与
（４）講演事業
①２０１７年６月３日 第１４回「多元的共生社会における生涯学習を考えるシリーズ」開催
「一元的家族観に縛られない新しい働き方の意識を育むには」
登壇者：白河桃子 （少子化ジャーナリスト・相模女子大学客員教授）
会場：東京大学福武ホール ラーニングシアター
②２０１７年１２月９日 第１５回「多元的共生社会における生涯学習を考えるシリーズ」開催
「多元的共生社会を教育から考える」
登壇者：苅宿俊文 （青山学院大学 社会情報学部教授）
会場：東京大学福武ホール ラーニングシアター
③２０１８年３月１１日 第１６回「多元的共生社会における生涯学習を考えるシリーズ」開催

「進化する『プレイフル！』～創造的な大人の学びをつくる～」
登壇者：上田信行 （同志社女子大学 現代社会学部教授 ネオミュージアム館長）
会場：京都市梅小路公園 緑の館イベント室
（５）国際団体支援事業
ハーバード大学男子アカペラグループ「クロコディロス」の日本ツアーを後援
・日本各地での公演 ２０１７年６月１７日（土）－２５日（日）
６月１７日
台湾より日本着
理事長主催 クロコデイロス・ウェルカムパーティー
６月１８日
早稲田倶楽部グリージョイントコンサート 帝京平成大学沖永ホール
６月１９日
（株）コーチエイ主催コンサート イタリア文化会館 アニェッリホール
６月２０日
ハーバードクラブコンサート 六本木ヒルズクラブ
６月２１日
品川カンファレンスセンターロビーコンサート
６月２２日
アンプラン ミニコンサート
６月２３日
ＮＨＫ京都「６３０京いちにち」に録画出演
細見美術館でミニコンサート
６月２４日
清水寺・高台寺拝観・漢検・漢字ミュージアム
京都国際マンガミュージアム
京都国立博物館でミニコンサート
６月２５日
茶道資料館でお茶体験
京都堀川音楽高校ホールでコンサート
日本出発
（６）後援事業
財団の理念に適した活動を共催及び後援
① ２０１７年４月１９日 ザ・シチズンズカレッジ第１１５期講座 共催
「この国のゆくえ」 講師：猪瀬直樹
② ２０１７年５月１７日 ザ・シチズンズカレッジ第１１５期講座 共催
「次世代に伝えることばの力」 講師：村上信夫
③ ２０１７年５月２８日 オールアバウトライフワークス表彰式
④ ２０１７年６月１４日 ザ・シチズンズカレッジ第１１５期講座 共催
「『銀座』は国際性溢れる楽しい街 講師：安達辰彦
⑤ ２０１７年７月１２日 ザ・シチズンズカレッジ第１１５期講座 共催
「アンガーマネジメント『怒り』と上手く付き合おう 講師：戸田久実
⑥ ２０１７年９月１３日 ザ・シチズンズカレッジ第１１６期講座 共催
ドキュメンタリー「銀座裏通りの職人たち」 講師：渡辺新、鈴木勉
⑦ ２０１７年１０月６日「第15回銀粘土でつくるｼﾙﾊﾞｰｱｸｾｻﾘｰｺﾝﾃｽﾄ2017」
相田化学工業（株）主催・生涯学習開発財団奨励賞 準グランプリを授与
⑧ ２０１７年１０月１１日 ザ・シチズンズカレッジ 第１１６期講座 共催
「今に生かす『論語と算盤』の教え」 講師：澁澤健
⑨ ２０１７年１１月８日 ザ・シチズンズカレッジ 第１１６期講座 共催
「笑顔相続落語」 講師：小川実、三遊亭萬窓
⑩ ２０１７年１２月１３日 ザ・シチズンズカレッジ 第１１６期講座 共催
「身につけたいグローバル・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」 講師：荒井弥栄
⑪ ２０１８年１月１０日 ザ・シチズンズカレッジ 第１１６期講座 共催
「歴史の転換期と政局の行方」 講師：倉重篤郎
⑫ ２０１８年２月２２日 健康食育AWARD２０１８主催：（一社）日本健康食育協会

「金賞 生涯学習開発財団賞」 授与及び審査委員
⑬ ２０１８年２月２５日 社会起業大学 ソーシャルビジネス・グランプリ２０１８
社会起業家部門グランプリ受賞者 起業助成金
⑭ ２０１８年３月７日 ザ・シチズンズカレッジ 第１１７期講座 共催
「ミツバチの生態に学ぶ、働き方とは」 講師：田中淳夫
（７）ホームページの運営・更新
財団の実施する全活動への理解促進のためにコンテンツを適宜更新
情報誌掲載内容も含め、より頻繁に更新できる態勢を整えた
・HPの更新を週一回
・スマートホン対応を可能にした
・グーグルアナリティックスの分析により、２９年度最もページビューが多かった
「資格活かしてます」インタビューページを更に見やすく、バナー設置
・トップページの写真変更
・九州小石原焼窯元の地、東峯村が豪雨で被災し、ＨＰに小石原焼伝統産業会館の
寄付金サイトを紹介
・講演会アーカイブ設置
・理事長フォトライブラリー設置、卒寿のため作成したスライドショーをアップ
（８）その他
・財団のブランディング強化のため、昨年度よりＮＨＫ大河ドラマ制作部に働きかけ、
３１年大河ドラマ「いだてん」に大森兵蔵のキャストティングが決定（竹之内豊）

［ Ⅱ ］有隣園研修センター事業
・研修施設として活用した
・研修施設利用１０団体 （３０１名)
・隣地との境界線へイヌツゲの植栽および盛土
・生垣工事（借地の河川敷地）
・有隣園研修センター及び資料館にセコム防犯装置を設置
・大アリやスズメ蜂の駆除
・河川占用許可申請書の提出（町・県）
・有隣園研修センター2階水洗便器修理
［ Ⅲ ］ 助成金支給事業
平成２９年度も生涯学習のより一層の推進を図るため、選考委員による審査の結果、
調査・研究等に対し助成金を支給
募集期間を平成２９年４月１日より平成３０年１月１０日までとし、ホームページを通して広く
一般公募した
（1） 事業名： 日本英語交流連盟（ＥＳＵＪ）創立２０周年記念行事
“公開シンポジウム「英語を使い世界に活路を開く」
“Ｕｓｉｎｇ Ｅｎｇｌｉｓｈ ｔｏ ｍｅｅｔ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ ｉｎ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ”
対象団体： 一般社団法人 日本英語交流連盟
（２） 研究テーマ： 高齢者を対象とした幸福度を高める外国語学習開発に向けて

対象者：
所属団体：

入江 恵
学習院大学 国際社会科学部

（3）

研究テーマ： 語学と放送：ラジオフランス語講座の変遷と生涯学習
対象者：
倉舘 健一
所属団体：
京都大学大学院 人間・環境学研究科

（４）

事業名：社会起業大学 ソーシャルビジネス・グランプリ２０１８
社会起業家部門グランプリ受賞者 起業助成金
対象者：小川 順也

［ Ⅳ ］ 博士号取得支援事業
年齢が５０歳以上で、知的好奇心を持ち、かつ博士号の取得を目指す方々を支援すると共に、来るべ
き高齢化社会の生涯学習を促進しより良い社会作りに貢献するため実施した
平成２９年度博士号取得支援事業
・応募期間：２０１７年９月１日～２０１７年１２月１５日
・ＰＲ活動 ：8月・11月 2回のプレスリリースを行う
新聞社６０社及び文部科学省・内閣府記者クラブにプレスリリース
東京近郊の主要大学（２１大学）にポスター持参、電子掲示板等に告知された
独立行政法人日本学生支援機構のホームページに掲載依頼
財団ホームページ掲載
首都圏有力大学院に個々に聞き取り調査を行い各校舎の適切な掲示板に配布
・応募総数：３７名 選考委員会（５名）により選考と審査を行った
第一次書類選考：３７名通過
第二次選考：面接 ６名合格者
２０１８年３月１６日授与式を実施
各合格者にインタビューを行い情報誌やＨＰに掲載
・平成３０年３月２３日 「GLLC博士号取得者の会」発足記念トークセッション開催
第1回「生涯学習が創る学際プラットホーム」-人生１００年時代を迎えて・平成３０年３月３１日現在 総受給者６１名のうち３３名が博士号を取得
収益事業
［ Ⅰ ］ 資格認定事業
協賛会員
ライフ・ラーニング・メンバーズ会員の中で特に生涯学習に関する講座・プログラムを主催
している企業・団体がレベルアップに応じて資格を与える際に財団がこれを後援する
原則として一業種一社
・現在１５企業が発行している１１１の講座・資格を後援

