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お天気が 

 

 

日増しに秋の深まりを感じる季節となりました。会員の皆様にはお元気でお過ごしのこ

とと存じます。今年は台風や爆弾低気圧の襲来で東北・北海道は大しけが続き、秋サケ

が不漁のようです。そのため、イクラが値上がりし、われわれの口に入る回数が減りそ

うです。秋刀魚や鰯も不漁で今や高級魚のような値段になっているようです。庶民にと

っては味覚の秋も辛い季節になりそうです。 

２０１５年ＢＡＡシンポジウム開催される 

「生涯発達を展望し 新たな設計図を創造する」 

～心豊かに・美しく年齢を重ね、自分を活かすとは～ 

１１月１７日（土）１３：３０～１７：００、

法政大学市ヶ谷キャンパスで、シンポジウムが

開催されました。御蔭様で受講者は１００名を

超え、成功裏に終了することができました。今

回のシンポジウムでは、基調講演に法政大学教

授・ＢＡＡ副会長であります宮城まり子氏をお

招きしました。講師から、生涯発達心理学では、

「人生は生きている限り死ぬ日まで発達し変

化する存在である」とのお話があり。今後の長い人生を展望し、いかに自分らしく働き、

健康で豊かに生きるか、そのために「何をするか」、について多くの気づきをいただき

ました。人にとって幸福の指標は、心身の健康 よい人間関係 美しいものを知る（感

じる）力 ほどよいお金 朝起きた時、いまやるべきことがあることとの指摘がありま

した。さらに、生涯育自の大切さについて、次のように考えると締めくくられ、沢山の

生きるためのヒントをいただきました。 

○人は生きている限り、変化し成長・発達する（質的発達・内的輝き） 

○人生にはその年齢に達しなければ分からないことが沢山ある 

○自分の可能性を高齢期になっても、最後まで大切にする 

○自分独自の強み、長所を磨き（育自する）、他者のために少しでも自分を活かす 

○小さな目標を常に持つ、小さな目標の蓄積が心の充実感を生みだす、今日は何をする

のか、実際に何をしたのか、どんなことでもやることは身の回りに沢山ある 
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○ありのままの現実、ありのままの自分を受容し認める 

○事実をどのように意味づけ、捉え、考えるかは、自分次第、最期まで自分を勇気づけ、

励ますのも自分自身 

○一生連れ添うのは、まさに自分 

宮城さんのご講演は、心に沁みわたる内容と語り口に皆さん聞き入っていました。 

 

引き続きシンポジウムでは、「心豊かに・美し

く年齢を重ね、自分を活かすとは」をテーマ

に、３名の経験豊富なシンポジスト（堀之内

英明さん、奥村彰太郎さん、山田和実さん）

がご自分の体験から、自分を活かし、自分ら

しく働き、生きることについて、苦労話を含

めて中身の濃いお話を語っていただきました。

引き続き参加者によるグループディスカッシ

ョンが行われ、参加者同士で生きることにつ

いて意見交換や気軽に話し合っていただきま

した。参加者からは、学生から９０歳のシニ

アまで、幅広い世代の人々と交流でき、異な

る世代の考え方を知ることができた、９０歳

の方からは大きな勇気をいただきました、な

どの声をいただき、有益な会になりました。

講師、シンポジスト、参加された皆様、大変

ありがとうございました。来年もさらに充実したシンポジウムをご提供して参ります。 

 

１１月２１日（土）１３：３０から、大阪にて同じ内容のシンポジウム開催いたします。

ご案内したところ大変好評で、現在すでに定員を超えるお申し込みをいただいており、

キャンセル待ちの状況で、ご迷惑をおかけしております。（ホームページをご覧くださ

い） 

（事務局）                                               
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ＢＡＡが提供している三鷹ネットワーク大学（ＮＰＯ法人）講座「これからの生き方を

考える」 １０月講座で、ＢＡＡライフデザインアドバイザー、産業カウンセラー、行

政書士の堀之内英明さんが講演された内容をご紹介いたします。 

キャリアと出会いによって社会貢献への第一歩 

～ボランティア活動への参加を考える～ 

ソニーで歩いた「ちゃんぽん」キャリア 

○私のセカンドキャリアは、現役（ソニー）後半の職務経験が大きく関わった。 

・ 対立する不毛の労使関係の「組合体質改革」 

・ 海外生産子会社（韓国・台湾）で「経営改革」「意識改革」「労使関係改善」 

・ 本社人事センターで「組織構造改革」と「特例子会社役員」 

 以上のチャンポンキャリア（キャリアパス）の「改革人生」、組合で得た「ボトムア

ップ型リーダーシップ（説得・組織統括力）」と海外赴任や人事など職務上得た「ト

ップダウン型リーダーシップ、私の行動特性「ＭＢＴＩ分析」を踏まえて、自らソ

ニー丸を離れ異業種の埼玉県立社会福祉事業団の「経営改革担当役員」の公募に挑

戦した。 

異業種の福祉分野で新たな学びと機会を得る 

・ 大変困難な改革をプロパー職員と協力し３年間で達成 

・ ソニー時代に体験のない財務・コストと事業の大改革であったが、現役時代の

キャリアが活かされ、同時に多くの新たな友人を得ることができた。 

・ 新たな仕事で得た知識・経験（福祉の知識・資格取得、自治体・行政の実態把

握、新たな人脈などは、７０歳台からの地域活動へ大いに活かされた。 

今日までの人生（行動思考）を振り返る 

今までの人生を振り返ると仕事も社会地域活動でも、現役時代の行動思考が大きく影

響している。 

・ 現役時代のキャリアの通用度に自信を持てた 

・ 人の依頼事は断らず引き受ける 

・ 安住の地には長々居座らない  

・ 困難こそ興味とファイトで新たな世界へ 

・ 現居場所で次の舞台の田植えを 

７２歳からのシームレス的活動をはじめる 

今後は、仕事的活動と社会地域活動において、時間も労力も金も区切りの無い「混ぜ

ご飯的思考」で、満足とやりがいを目指し愉快な人生を生きていきたい。 

・ 長年雇って頂いた埼玉県への恩返し 

講座内容のご報告 
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・ 在住地域・町会等で共助の強化 

・ 新たなカラオケ仲間と一緒に泥臭い身近なボランティア活動準備 

・ BAA・ライフデザインアドバイザーの会を通じた社会貢献活動 

  社会・地域貢献（ボランティア等）始める方へ 

＜ボランティアの目的＞ 

・ 自己生きがい 

・ 自己啓発の場・チャンス 

・ 人間関係交流の場 

・ ＜ボランティアへの姿勢＞ 

・ 自主性・主体性で選択 

・ 今までの社会経験の力量が試させられる場面 

・ 無理をしない、やらされ感の無いこと 

 ボランティア分野の選択は、興味・関心領域で長く続けること 

・ 始める前に目的の確認、ライフスタイルとマッチさせる 

・ まず焦らずに、軽やかに始めることが肝心 

＜ボランティア活動先の具体的事例＞ 

・ 身近な三軒両隣の助け合いから 

・ 地域の未来を担う子どさんへの関り・・・通学道見守り、工作支援等 

・ 地域の防災、防犯、環境整備活動 

・ 地域社会福祉協議会や自治体広報誌のボランティア案内 

・ 自治体など登録 NPO等 

☆ 手っ取り早く、気軽に入門できる町会、自治会諸活動の参加から！ 

私の現在の主な社会活動と地域活動の紹介 

＜セカンドキャリアを通じた社会活動＞ 

    埼玉県立社会福祉事業団の「経営改革担当役員」の全国公募に挑戦し、採用された

関係で、種々の部署・人脈から講演や指導の依頼が舞い込む。 

・ 現在の職務を通じて立ち上げた児童養護施設の進路サポーターズ 

・ 公募制入職が縁で教育委員会から高校生評議員、進路支援 

・ 県庁職員の指導者職員研修  

・ それ以外の種々単発の支援 

＜地域活動＞ 

  町会の輪番制班長を引き受けた縁で、発展的に要請が広がる。 

 町会役員（副会長・区長） 

 市長委嘱の市政協力員・行政と住民の橋渡し役 
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会員会社情報 

 

  ＜具体的な活動＞ 

 ・高校生の進路支援：地力地縁でのサポーターズ結成（中高生一貫指導）、 

ソニー（出身会社）と日産自動車ＯＢ、施設地域経営者、自治会役員で構成 

 学校評議員を通じた進路講演や就職面接指導依頼 

  ・在住取手市委嘱市政協力員と兼務町会区長 

 地域のきずな、共助で自主防災組織設置 

 日常的会員同士の絆交流の場つくり・行事 

 資源回収事業の取り組み（地球環境の保護、資金確保） 

                                         

（会員会社の参加をお待ちいたします） 

 

 

 

１．観劇会・・・席に余裕があります。 

 12月 17日（木） ブロードウェイミュージカル「ＣＩＣＡＧＯ」シャーロト・

ケイト・フォックス主演、ＢＡＡ価格：Ｓ席 11,500円（Ｓ席 13,000円） 

 12月 22日（火） 国立劇場 通し狂言 「東海道四谷怪談」松本幸四郎、市川

染五郎ほか。ＢＡＡ価格：８，３００円（1等 A席定価 9500円） 

 1月 14日（木） 明治座 「伍代夏子 藤あや子新春特別公演」 

ＢＡＡ料金（食事付）：Ｓ席１２，６００円（Ｓ席 13,000円＋加茂 1,650円） 

 １月 19日（月） 浅草公会堂 「新春浅草歌舞伎」尾上松也、坂東巳之助、坂東

新悟、ＢＡＡ価格：1等席 ８，０００円（Ｓ席 9,000円） 

２．囲碁大会： 2,800円で食事・景品付き、１日楽しみます。次回は 12月 10日（木）

日本棋院有楽町囲碁センターで、新人のご参加、大歓迎です。 

３．相撲：２階席で自由に楽しみます。満員御礼が続き、初場所は 13 日目の１月 22

日（金）50名を確保しました。未だ余裕あり、お急ぎ下さい。 

４．お話の会：星陵会館（永田町）で講話、レストランでの昼食、4000 円でビューテ

ィフルな時間を過ごします。（10:00～12:30） 

 １2月 7日：「人生のラストステージ・プランニング」 高伊 茂講師 

 第 39回:「シニアのための賢い資産運用術～投資こぼれ話」 浦田健一郎講師 

５．カラオケ同好会：それぞれ約１５名の元気な淑女・紳士が、仲良く、得意の歌を披

露し合って、楽しいひと時を過ごしています。ご一緒しませんか。 

①カラオケ目黒会：恒例のコートダジュール目黒西口店で、9 月 25 日、後の懇親会

も全員参加で、賑やかに楽しくビューティフルな一日を過ごしました。（毎月開催） 

BAA イベント情報 
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 ②吉祥寺カラオケ同好会：9月 28日（月）でした。奇数月第４月曜開催です。 

６．ハイキングツアー：70 歳代の方も参加、自然を楽しんでいます。いつも早めに定

員に達しています。2016年開催ツアー、早めのお申し込みをお願いいたします。 

①2016年 尾瀬沼のミズバショウと帝釈山のオサバグサ[１泊２日]（定員２２名） 

（６月１０．１１日[金土]  参加費＠２６，０００円） 

②2016年 デラックス夏の尾瀬[２泊３日] (定員２２名) 

–尾瀬沼ハイキングコースか燧ケ岳登山コースかを選択できます-  

（７月２１.２２.２２日[木金土] 参加費＠３４，５００円） 

③2016年 富岡製糸場と水上温泉文学碑めぐり –谷川岳登山コースも選べます-(定員

２２名)  （８月５.６日[金土]  参加費＠２９，０００円） 

④大内宿・桧枝岐歌舞伎と帝釈山・田代山縦走[１泊２日]（定員２２名） 

 - ｵﾌﾟｼｮﾝとして「ミニ尾瀬公園、夏の思い出歌碑、武田久吉記念館見学」コースも

選べます - （９月３.４日[土日]）参加費＠２６，０００円） 

⑤紅葉の安達太良山登山[１泊２日]（定員２２名） 

（１０月７.８日[金土]）参加費＠２９，０００円） 

＜参加申込・問合せについて＞  

観劇会・囲碁大会・お話の会はＦＡＸ、メールで事務局横山迄お申し込みください。 

内容・申込書は ホームページにも掲載していますので ご覧ください。 

 

 

お待ちしています。 

 

 

 個人会員募集のご案内 ・・・個人会員への入会、募集中です。2015 年度会員年

会費をお願いいたします。1,000円です。 

 ＢＡＡニュースへの投稿・情報提供のお願い 

  会員の皆様からの投稿（旅行記・趣味・出版など）をお待ちしております。 

 アドレス変更についてのお願い 

 皆様のメールアドレス・住所・電話番号が変更になりましたら、必ず事務局まで

ご連絡下さい。ご協力、よろしくお願いいたします。 

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

（一般社団法人）ビューティフル エージング協会 

  ＜BAA＞ http://www.baa.or.jp/   事務局：浦田・横山 

〒105-0003 東京都港区西新橋 3－15－6 AS ONE愛宕 402 

メール：yokoyama@baa.or.jp 

電話：03‐3437‐2525 ﾌｧｯｸｽ：03－3437－2510 

会員からの便り 

事務局からのお知らせ 

http://www.baa.or.jp/

