


‡,JASSの設立 と事業 の展 開  ‐

我が国は昭和から平成の初めにかけて世界でも例を見ない高度成

長期を経て、安定成長期のただ中に置かれていました。この社会経

済の成長を支えてきた人々がt今後のシエアライフを充実して過し

て頂ける受け血として平成 2年に発足したのが当協会の前身、日本

退職者福祉協議会 (」ASS).で あります。

当時この問題に対する極めて真剣な共感が 200社近くの企業の

関心を呼び、各企業が会員組織に加盟して頂くと同時に、派遣して

頂いた熱心で有能な運営委員に組織運営の中核を担って頂くことに

より、そのユニークな「手作り企画」のイベントで多くの参加者を

お招きすることができました。関東、関西、そして中部の規模で毎

年 7万人前後の参加者が集う事業の形態は、全国でも他に類を見ま

せんでした。

鵞=環境 の変化 と困難 な諸 問題 の克服

平成 3年 日本経済のバブルの崩壊が始まり以降、我が国はいわゆ

る平成不況期に突入することとなります。これにより」ASSの会員

企業にも経済環境の厳しい波が押し寄せてきました。それにもかか

わらずJASSの活動に対する社会的意義については会員企業に十分

ご理解頂き、ご支援を頂いてまいりましたことには感謝の外はあり

ません。

一方、全国的に進む「高齢化」は JASSに と

っても避けられぬ問題であり、高齢化する参加

者への対応、比較的若い世代 (団塊世代等)へ
の対応等時代の動きに沿った新たな企画、運営

の工夫が強く求められてきました。さらにはt

イベント作 りについても市中の競争条件の厳 しさが増し絶えぎる創

意、工夫が新たに求められるようになってきています:

3.」ASSの今 後 の取 り組 み

」ASSは 20年前の創業期、その後平成不況期下で多くの金融機

関倒産の余波を受けた大きな運営上の試練に耐え、これを見事にく

ぐり抜けてまいりました。そして、今新しくしかも困難なステニジ

に踏み込もうとしております。しかしなが ら」ASSの基本的使命は

今後とも従来と変わることはありません。

数年前物故された」ASS元運営委員として活躍された山本和夫さ

んが書かれた「セカンドライフ論」の中で『私は生甲1斐を作る大き

な要素の中に `好奇心 'と `感動'があると思う』と言われている

のが印象的です。                    ‐

我々は今後の 」ASSの運営の中で第一に `好奇心:(も|っ と知 り

たい)は若さを失わない最大の要素だと思います。次に健康のため

に `外 に出る'こ との認識が大切です。厚生労働省の昨年の統計で

は 60歳代後半から70歳代にかけて「引きこもり」のウエイ トが増

加しつつあることを指摘しております。

最後に `仲 間を求める '。 得難い仲間から人生の幸せを感 じるス

テージを持つことが幸福のひとつであると思います。今までこれだ

け多くの人々に喜んで頂いた JASSの活動の内

容を更に工夫じ努力を重ねて、皆で」ASSの行

事に参加し、人生を楽しもう!と感じて頂くよう、

関係スタッフー同皆さんのご協力を得て、渾身

の努力を重ねて行きたいと考えます。

(専務理事・事務局長‐ノ」ヽ池 孜 )
伸問|を求める



隋日本|セカンドライフ協会 (前身・日本退職者福祉協議会 )は企業・

1団体等|の定年退職者、いわゆるサラリーマンOBの生きがいづく

―りの|た めの各種活動に対する支援、相談および調査研究等を行う

|こ とにより、|OBたちの社会参加の促進をはかり、明るく活力あ

る長寿社‐会の実現に寄与することを目的として設立されました。

蝙設立の経緯は、産業労働研究所を中心に経営者団体、労働組合等

が加わり、昭禾口63年、27の企業・団体の福祉担当者が集まり、

定年退職者に対する福祉事業の研究会が開かれました。協議を重

‐ねた結果|1平 成 2年 4月 に、日本退職者福祉協議会 (」 APAN

ASSOCiAT10N OF SEN10R SERViCE)と して発足、 イニシャル

|を とうて通称「JASS」 がスタートしたわけです。

運営委員会の組織

社団法人

SECOND

」ASSネ ッ ト倉1干1号

平成 6年に刊行した

手づくリセカンドライフの

事例集「いま、輝いて」

□四壼壼警劃 (平成2年 4月 )

人が何かに一生懸命打ち込む姿は美

しく、尊くさえあります。その何かを

見つけておられる方もこれからの方も、

共に夢を持ってすばらしい第二の人生

を築き、明るい明日へ向かおうではあ

りませんか。

松崎芳伸初代理事長

蝙組織の基盤を確かなものと

し、全国展開をはか り、公

益サービスに資するため、

厚生省よ り社団法人の認可を受けて、平成 4年 2月 、

日本セカンドライフ協会 (」APAN ASSOCIAT10N OF

‐LIFE SER∨ iCE)と 名称を改めt現在に至っています:

JASS組織図
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(平成 )

24 日本退職者福祉協議会 (」ASS)発足

(平 田冨太郎会長・松崎芳伸理事長 )

東京本部事務所開設 (渋谷区)

東京地区運営委員会発足
「JASSネ ット」創刊(季刊)

大阪事務所開設 (和 田博事務局長)

大阪地区運営委員会発足

京都地区運営委員会発足

中部事務所開設 (毛利廣昭事務局

長)

イベント会場併設

中部地区運営委員会発足

社団法人日本セカンドライフ協会

(」ASS)発足 (阿部清本部事務局長)

発会記念式典開催

神奈川地区運営委員会発足

大屋俊郎本部事務局長就任
「JASSネ ット」月刊に変更

兵庫地区運営委員会発足
エンジョイス ト養成講座開始

都道府県の高齢者福祉事業を支援

老人クラブとの共同事業を開始

東京本部事務所移転 (世 田谷区)

(財 )長寿社会開発センターと共同

事業を開始

阪神淡路大震災で大阪事務所被災
「手作リセカンドライフ事例集」発行
関西・路地美彦事務局長就任
関西・復興プロジェクト関連のボラ
ンティアイベントを実施
中部・名古屋市老連との共同事業開
始
亀井正夫会長就任

大野悦郎本部事務局長就任

「JASSネ ット」季刊に変更

関西・オ市本龍雄事務局長就任
小川泰一理事長就任

設立10周 年を迎える

中部イベント会場移転
収支改善委員会発足
活性化委員会発足

関西・村林治夫事務局長就任
伊藤武典本部事務局長就任

執行役員会発足
ホームページ新設
サークル世話人会議開催
臨時総会開催、高原慶―朗会長就任

助川秀和理事長就任
「JASS会員だより」創刊
PCA会計システム導入

(平成 )

17.6:立石信雄会長就任
10:関西。今井勲事務局長就任

18_6:」ASS通常総会は予算と決算を統合

:し、6月 の年 1回 開催となる
12:関西事務局移転

194:関西・本多誠一事務局長就任

206:小池孜本部事務局長就任

21.1:中部新年ふれあい懇親会開催
4:関西事務局移転
12:東京～大阪間光VPN接続

222:中部・伊島吉哲事務局長就任
4:設立20周年を迎える

6:第 33回総会開催

10

11

23.1

:    立石会長の挨拶

:関西地区感謝の集い開催

:関東地区感謝の集い開催

:中部地区感謝の集い開催
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瘍JASSの事業は以下の5つの個別事業からなつています:‐ ‐ ‐

|(4)サラリ■マンOBの社会参加を促進するための新たな交流の

||‐ |1場の提供。1具体的に11イ
ベントの暴開とサークルーの活動です|

.(2)サ
ラリーマンOBに対する相談事業。法律相談、税務相談、

| ■ 介護相談、それにフィナンシヤール・プランニングの相談です。

|(3)サ ラリニマンOBに対する調査研究事業。アンケー ト調査に

|| |‐ 基づく調査資料の作成を行うています。  |

|.(4)機関誌の刊行。情報機関誌「JASSネ ット」を発行し、配布。

(5).本会の目的を達成するために必要な事業。  |

□甕壼壼轟劃 (平成14年 9月 )

私は理事長をお引き受けして 4年 にな

るが、多 くの知人か ら「JASSが生 き甲

斐ですよ」とか、「私より家内が JASSに

夢中になって、お付 き合いが大変ですよ」

などという声を聞くたびに、すばらしい

団体のお手伝いができてよかったと喜ん

でいる。

小川泰一前理事長

隋事業の大方はイベント展開とサークル活動にあります
`平

成2年

度から21年度まで20年間のイベントとサ■クルの参加者数は上

記グラフに示すように推移しました。この間の参加者総数‐は延ベ

113万人を数えています。       ||‐ ‐ ‐|| ‐

鰈参加者数は平成‐18年度をビ■クに減少傾向にあります。」ASS

Iを―取り巻く環樟も厳しいものがありますが、高水準の維持に努め

てまいけ.ま
|す :| ‐ |  ‐|  | ‐■ ||‐ || ‐| ‐‐‐■

地区別比率

(人 )
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隋 JASSのイベン トの件数は毎年着実に伸び、特に 18年度から 21

年度までは年間 2400件台を維持 し、高水準を保っています。こ

れは運営委員等の努力の表れとして評価されるものです。

蝙平成 12年度からの 10年間に実施 したイベントの延べ参加者数は、

下記グラフの通 りとなってお ります。18年度まではほぼ右肩上

が りで推移 しましたが、その後は若干の減少傾向が続いているも

のの依然として 45,000人台を維持 しております。

隋今後の課題としては、毎年 2,400件 のイベン トをスクラップアン

ドビル ドし、」ASSを とりまく環境に即 したイベン トの企画が求

められます
`ま

た、団塊の世代を含めた、新たな運営委員t世話

役の発掘も必要です。

(人 )
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イベン ト分類表 (関東地区)

環境区分 主行動 ンヤンル 分  類

屋内系 知 る 講座講演 各種講座講習 講演会 美術鑑賞 音楽鑑賞

施設見学 公共施設見学 工場見学 名所旧跡見学

調べる 生活設計 シエア住宅見学会 老人ホーム訪間 健康対策講習 シエア向け講座

習 う 体験学習
クッキングスクール パソコン講習 携帯電話講習 スケッチ 詩吟

バンづくり 石鹸づくり

楽 しむ ゲーム ボウリンク 麻雀 カラオケ

演芸観賞 歌舞伎 落語 講談 映画 演劇 音楽会

食べる グルメ 有名レストラン 高級料理店 専門料理店

屋外系 歩 く 自然探勝
公園散歩 樹木散歩 花散歩 バードウォッチング

丘陵低山ウォーキング 河川散歩 河川クルース

見 る 文化探訪
歴史散歩 寺社探訪 建物庭園散歩 文学散歩 行事・祭・市見物

沿線散歩 地域探訪 タウンウォーク

旅する 旅行 バスツアー 国内旅行 海外旅行

五
肌 コルフ コルフコンペ バスパック」ルフ

登る 登山 名山めぐり 山行 高山トレッキング

その他 買物ツアー 座禅会

イベント参加者の推移
画四堅壼轟劃 (平成17年 6月 )

家に閉じこもらず、何か新しいことを

始めたい、趣味をとことん極めたい、希

望をもって楽しく意義深い人生を送りたい、

そんな願いをJASSは叶えることが出来

ると思っています。

助川秀和理事長

平成 12 13 14 く武蔵国分寺跡のイベントスナップ



毎季約 450のイベン トが開催され、ジャ

ンルは多岐に亘つています。

好奇心を満たしてくれる講演会では健康、

財テク、老人ホームの選び方、著名人の体

験談が人気です。

芸術鑑賞では歌舞伎、新濠1、 文楽、ミュ

ージカル、寄席、絵画、映画、クラシツク

音楽が定番となっています。

見学会では、工場、発電所、自衛隊演習、

裁判所、国会、名所旧跡。特に老人ホーム

は人気メニューです。

散策はテーマを決めて歩きます。歴史、

文学、街道、札所、鉄道沿線、河川、樹木・

草花等様々で、手作リイベントの見せ場です。

勿論、歩いた後の食べる楽しみも忘れません。

人間最大の楽 しみは食べる事。和、洋、

中華 とグルメ本から飛び出したようなイベ

ン トが目白押しです。

何歳になつても夢をもたらしてくれる旅行。

日帰りのバス旅行から 1～ 2泊のものまで、

多くの方々が参加している超人気イベン ト。

趣味と健康の両立を求めるイベン トも登山、

ゴルフ、麻雀、歌声喫茶、詩吟、ボイス ト

レーニングと色 とりどりです。諜た、時代

を反映したものとしてパソコンや携帯電話

の使い方もユニーークな存在です。

カルチャー教室分野では、日本書紀 。大

阪城その他歴史にのこる城にまつわる歴史

講座、老後の備えに関わる話などがあります。

社会勉強・見学会では、製薬・電鉄 。電機・

飲料食品会社など会員企業様の工場見学、

各国領事館、博物館 ・記念館訪 FoO、 キャン

パス訪間などがあります。

健康志向を背景に、名所旧跡を訪ねるハ

イキング、テーマを決めたウォーキング、

温泉巡りなど盛んです。

歌は元気の源。民謡、童謡・唱歌、カラ

オケなど、大いに歌つてい諜す。

楽 しみは何 と言 つても食事付イベン ト。

社会勉強や工場見学した後、名所旧跡を訪

ねた後の食事の席は、会話も盛 り上 り楽し

いものです。音楽を楽しみながらの食事は

最高の贅沢です。

中部地区は歴史遺産の史跡と製造業が多

く工場見学施設も点在し、かつ固定公園の

指定箇所も多いのが特徴。定年後は、それ

らの地を探訪したいという関心度も高く、

これらの拠点施設を取 り入れたイベン トを

心がけています。

健康ウォークは、名古屋市内中心の「史

跡散策Jで、市老連との共同企画が特長。2

月には七福神バス巡 りも実施。更に、城跡・

寺社・森林公園など地域の祭事に合せた歴

史散策は参加者が多い。

社会勉強・見学会は、飲料食品・製薬 ・

自動車 ・瀬戸焼、多治見焼など窯業の一大

産地を抱えており、イベン トも多彩。

「世界のワインと食事を楽しむ会J・「名古

屋で世界の料理を楽しむ会J「老舗の味めぐ

り」などの食事付イベン トは歓談も楽しめ

て満足度も高い。

政府・白治体の施設見学会と名店での食

事も楽しみの一つです。

その他、地元劇団ひと組の「時代横町シ

リーズ」観劇、大須演芸場での「四季寄席」、

歳末又は新年開催の「ふれあい懇親会」と

プロ歌手をゲス トに」∧SS中部ならではの

集いを楽しんでいます。

妻籠・馬籠宿再発見の旅



老後 の楽 しさを満喫

これまで学校関係以外ご縁がなかった方々と

友人になり、ご馳走と談笑で 89歳 となった

今も老後の楽しさを満喫、JASSの有難味を

痛感しています。西山さ

んの「銀座百膳」をはじ

め、世話人の皆様に心か

ら感謝します。

杉 俊夫

(東京・小金井市)

かゆい所 までの案 内

JASSに初めて参加したのは平成 6年秋。お

世話役が社会経験や趣味を生かしてかゆい所

まで案内 。指導して下さり、有難かった。爾

来 91歳 の現在 まで月平

均 7回参加 し、充実 した

日々を送らせて頂き、本

当に感謝に堪えません。

早川 八朗

(大阪・箕面市)

参加イベン トを回想

20周年おめでとうございます。私は15年前

に参加させて頂きました。当時は見学と散歩

が主で、中山競馬場の見学と野平祐二氏の話

や、横綱になった若貴の

二子山部屋朝稽古等思い

出します。今後 も良い企

画を実施し、一層の発展

を祈 ります。

降矢 政治

(東京 。国分寺市)

」パ ワーで元気一杯

」ASSの イベントに参加しての体験を今はや

りのナゾかけでいいますと、「JASSの イベ

ントとかけて妊娠中の女性と解 く。その心は

どちらもサンカ (参加・

産科)が必要です」。今

はJASSパ ワーで元気一

杯です。

岸本 澄夫

(大阪。泉大津市)

イベン トを心待ちに

毎号のイベントを心待ちにしています。私の

参加目的は①食事②個人では行けない所③時

間と料金ですが、年々イベント内容も充実し、

満足度が高まってきまし

た。これからも大いに期

待していますので、宜し

くお願いします。

田口 勝彦
(千葉・我孫子市)

｀
心 に残 る歌、 に参加

罹災者慰安を機に各種イベントに参加。ライ

フワーク「短歌」を詠み癒され、障害者とな

った今 “心に残る歌"に参加。素敵な先生と

歌い若い日再びと,青 らか

な心を見出す。千秋氏 と

の出逢い、人生起伏の中

JASSに 充ち足 りた心 を

頂いてます。

友田 雅子

(兵庫 。芦屋市)

ざ
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「時代横町」を楽しむ
「時1代横町」の舞台は右端に語り部だけ。特

に舞台装章もなく―t黒子姿の役者が演りぅ丁

風変わらた演劇です。主役‐人で愚痴る台詞

や言い回しが笑いを誘い、

小道具役の役者を物語に

絡ませt舞台と客席一体

の楽しい芝居でした。

千草 悦子
(名古屋市)

更 な る出会 いも嬉 しい

三英傑の原点 :尾張清洲を訪ね、昼食後ビー

ルエ場の試飲見学イベントに参加。」ASS参

加者とのふれあいの場もあり、楽しく過せ満

足な日でした。今後も ||

1行 きた|)"イ バントが
||

組まれ:責な乞島基ぃも '

写‐|',F●||‐ 11

‐‐ 神野 1幸1英 |||
■‐ |(愛知●長久手町)|||

↑平成 3年から続
いた新宿御苑の

| ↓[『I[11、ら今日|  
まで、毎年恒例
の「皇居参観」 平成12年開催の「第 10回花見と園遊会」

平成15年開催の「新宮殿と皇居の森参観」 高層ビルの一室で絵画教室 (平成5年 )
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関東地区イベント|

①深大寺と神代植物公園を訪ねて (平成6年 )

②海自横須賀基地見学 (平成13年 )

③水芭蕉の尾瀬散策と桧枝岐温泉 (平成8年 )

④フイルムカメラで楽しい写真を 1・ 講評(平成18年 )

⑤立山黒部アルベンルート・黒部平にて (平成18年 )

⑥真鶴「貴船まつり」海上渡御 (平成20年 )

⑦多摩周辺の歴史古道を歩く。古民家にて(平成22年 )

③白岩滝散策とつるつる温泉・機関車バスで(平成22年 )



関西地区イベント|

①森永製菓工場と近松記念館見学 (平成8年 )

②太田ハイキング 新神戸～菊水山 (平成13年 )

③錦秋の「湖南三山」寺宝巡り (平成19年 )

④六甲 (須磨アルプス)ハ イキング (平成16年 )

⑤明石大橋を渡る日帰リバスツアー (平成10年 )

⑥淀川市民マラソンのボランティア活動 (平成 19年 )

⑦てくてくハイク 五月山～六個山 (平成 18年 )

一
可
ヽ
ふ
一

議
【
Yl
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中部地区イベント|

①柄き彦さんの歌声とともに |(平成17年 )

②「山内一豊」の足跡探究 (平成20年 )

③名古屋で世界の料理を楽しむ会 (平成20年 )

④阪神食品大型工場見学ツアー (平成20年 )

⑤第84回 ワインと食事を楽しむ会 (平成22年 )

⑥尾張一宮「真清田神社」の歴史と作法 (平成20年 )

⑦美食とカラオケー泊旅行 。伊良湖 (平成20年 )

③清洲の歴史散策と麦酒工場見学 (平成22年 )



関東・囲碁を楽 しむ会の対局風景

関東 。観世同好会・素謡の会記念大会 関東・水墨画教室の教室風景 中部・書道教室の教室風景

関東・写経教室のスナップ

関西・木彫同好会の教室風景 中部・趣味の絵画の教室風景

関東 。木版画研究室スナップ 関東・趣味の俳画 22年新年会 関西・民謡教室の教室風景 中部 。ヴォイス トレーニング教室風景
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史とともに歩んだ長寿サークルですよ ■|
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ー
ルの参加者数は、グラフの通り4万人を上回‐●た12年度
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(人 ) サークル参加者数の推移
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サークル分類表 (関東地区 )

ジャンル サ ー ク ル 名

日本史教室系 近代史グループ 近世史グループ 中世史グループ 古代史グループ

歴史研究系 東洋史コース 西洋史コース 世界歴史講座

語学文学系 基礎英語 古典文学 俳旬サークル 川柳をたのしむ会

書道写経系 書道 写経

絵画系 絵画教室 水墨画教室 趣味の俳画 木版画研究室

写真系 フォトサークル

囲碁将棋系 囲碁を楽しむ会 将棋サークル

コーラス系 コーラス カラオケ 民謡唄おう会 唱歌・童謡・歌曲

音楽楽器系 クラシック音楽 コンサート ウクレレ入門

古典芸能系 謡曲同好会 尺八教室

ダンス系 社交ダシス教室 フラダンス入門

スポーツ系 テニスサークル 太極拳教室 やさしいヨーカ

釣り系 海釣 り同好会

その他 ハム同好会 帆船模型製作

□四藝壼轟劃 (平成18年 9月 )

いまや高齢者は長寿社会の主要な構成

員であり、高齢者が主体的な選択と判断

のもとに、地域や社会とのかかわりを持

ちながら多様な活動に積極的に参加でき

ることが大切です。その意味でも、日本

セカンドライフ協会の活動は、今後の超

高齢社会において、ますます重要になっ

てきていると思います。

立石信雄会長

12  13  14  15  16
く本部におけるサークル1世話人会議 (22年 6月 )



現在、54のサークルが活動しています。

○倉」作の喜びは誰 しも一度は経験 したいも

のです。俳句、俳画、川柳、絵画、水墨画、

本版画、書道、写真、帆船模型 と盛 りだ

くさんです。

〇声や楽器での倉」作活動もあります。民謡、

謡曲、合 0昌 、カラオケ、尺八、ウクレレ

など。

○学ぶ喜びを求めれば英会話、古典文学。

歴史は古代から近代法で、そ して東洋、

西洋と幅広い講座が用意されています。

我々、いつまでも丈夫な身体でいたいも

のです。囲碁、将棋、写経は頭の健康に。

太極挙、∃ガ、社交ダンス、フラダンス、

テニスは足腰の健康維持にはうつてつけ

です。

Oま た、ペタンク、ハム、海釣 りのサーク

ルもあり、趣味の世界を満喫しています。

サークルは正に、「継続は力な りJです。

関西地区では、10月 (秋号 )か ら 13サ ー

クルが「サークル」として活動。

○倉」り上げる楽しみ

木彫、仏像彫刻、刺繍など。

O芸術の楽しみ

写真、書道、絵画、美術鑑賞など。

(:)声に出す楽しみ

朗読、謡曲、民謡など。

●趣味を楽しむ

ビリヤード、囲碁、麻雀など。

それぞれのサークルは毎月 1回から2回、

定例 3麗 日に活動しています。

活動の内容の充実と会員ニーズを取り入れ、

10月 (秋号 )か ら9サークルとして活動。

○新部会として、「小0貝 ・三味線教室」を発

足し、民謡教室と並ぶお稽古ごとを充実

しました。

O書道教室・囲碁教室では 10月 から表現変

更し、取組み意思をお伝えし諜した。絵

画部会は、水彩画中心の「絵画教室Jと
自由な取組み表現を基本とした「趣味の

絵画」の 2教室を実施し謙す。(書道 ・絵

画は年 1回作品展を開催 )

〇声を使つた「健康と美容と親 8空Jカ ラオ

ケ部会と新部会の「時代の歌・心の歌

愛0昌 会」があります。愛 0昌 会は一曲をみ

んなで歌つたり、作詞家・作曲家の人物

像を語つたり、その方々の曲目を歌つた

りし獣す。

○スポーツでは「ゴルフ部会」。頭と手先を

使う「麻雀部会」を通 して老化防止と健

康に取組んでいます。又、イム像彫刻 ・PC
講座もミニイベン トで取 り入れ、サーク

ル化の予定です。

木彫同好会作品展の記念撮影



和やかな雰囲気で

俳句サークルに入って10年 になります。毎月の

句会では、各自が提出した句を選んで、入選点数

を競いますが、時には批評も加えます。時折り談

笑もあり、和やかな雰囲気で、私にとっては楽し

い一日となっています。

栗原 利雄 (東京 。西東京市)

和気調 々のひ ととき

「童謡唱歌を斉唱」に参加 して 10年。童謡唱歌、

フォークソングや歌曲、時には演歌もあり楽しく

歌っています。先生のご指導がまた素晴らしく、

笑いの中に歌があり和気調々のひと時です。体の

許す限りこれからも歌い続けたいと思っています。

原 田 禎子 (大阪市)

参加者 の個性 を尊重

絵画教室参加歴は 10年、その間ずっと高橋先生

にご指導を頂いています。作風はあくまでも参加

者の個性を尊重され、教室には自由奔放な空気が

漂っています。とはいえ、基本セオリーだけは懇

切にアドバイスして頂けます。

木 村  桂 己 (横浜市)

撮 り方 のア ドバイスを

大西先生には表現方法も指導いただいています。

雪原に藁の束がある写真で「束の端を見せない様

にすれば、まだまだ束が沢山あるのですよJと ア

ドバイスいただきました。風景を撮 り続けたいと

思っています。

水野  牧 男 (奈良・生駒市)

乗せ られて参加 した ら

「話せれば歌える」との杉山さんの優れた企画力

に乗せられて参加したら、初代団長の林さんが「団

歌、ひよこの歌Jを いち早 く作詞済みで、市島、

山崎さん等とスター トしたのが 2002年 だった。

男声 4部のコーラスです。

岡野 吉郎 (横浜市)

七十の手習いですが

遺品の三味線をどうしようかと思っていた時、大

池先生からお誘いをいただきました。70歳から

の手習いですが、良きご指導のもと曲ごとに慣れ

てきました。簡単なようで奥深い民謡を楽しめる

程になりたいと思います。

朝 日 歳子 (名 古屋市)
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魅力ある新イベン トを

先輩諸兄が築 き上げた 20年。」ASS
の発展に感謝し、さらに発展を託さ

れた運営委員の一人として時代の変

化を読み、歴史の原点に立って、新

しいイベントが魅力あるものとして

企画を進めたいと思っています。

第二の人生のビタミン剤

「JASSフ ァミリーとなりて人生ま

た新た」イベントやサークルでお顔

なじみとの再会を喜び、何気無い語

らいの内に近況を確かめ合い、励ま

しや元気を頂いて来た定年後の日々。

JASSは 第二の人生のビタミン剤 l

伊藤 照男 (東京。港区)1      大内 宥二 (横浜市)

皆さんは、知識欲旺盛な方ばかり。1足掛け9年。異業種の沢山の先輩諸 |つ れ強くなって、「ちょっと贅沢な :初めは地元西陣を紹介しようと企画

年を重ねても老いることなく人生を 1氏 と知り合い、種々の文化に触れる 1昼膳」の企画となった。春は鯛、夏三しましたが、参加して下さる皆様の

謳歌すべ く、いつまでも燃えるよう 1機会を得た現在。参加者と触れ合う |は鮭、秋は戻 り鰹 とお酒と共にお腹 :顔 を拝見するのが楽しみで、今では

な情熱を持ち続けたいものですね。 1日 が楽しみの日々。JASSっ て凄い。l一杯食べた気分は「また寿命がのび 1京都全域の魅力をガイドし続けてい

こ乾杯。       iた かな ?」           |ま す。

募|｀彙lkl量 螢藷壌曇奮賃象711言基曇 [集しこ1『求

世界?ワ イン
1跡

散策」を引き継いで 3ケ 月が経過、:有の互助の精神は、何にも代えがた

様心掛けています。ご参加の皆様の185回 。1483名 を達成)]聰馨乗誓1量i51重禽[:倉 i『FI冤繁言:塁IIT菫指ぎゞ:闊藤7主だ
て今まで知らなかった名古屋の神社、:ま した。この美田を将来に引き継い

お寺、史跡など、改めて認識してい :で行 く事が、我々の役 目ではないで

ます。            三しょうか。

田熊 康礼 (名苦産市)1       越智 節 (名 古屋市)



極的に支援していただき、平素より感謝し

ております。厚 く御礼申し上げます。これ

からも、多くの方の D卜に残る」取 り組み

を支援していただけることを、期待してお

ります。

東京電力株式会社

NTT労働組合 退職者の会

羽山 治美

JASS活動は健保の宝
私たち健保にとって組合員の心身の健康

新たな人との出会いも
毎号「JASSネ ット」の多彩なイベント

を楽しみにしています。イベントヘの参加

は、新たな人との出会いもあり、人の輪の

広が りも期待できます。関係各位のご尽力

に感謝と敬意を捧げます。貴協会が益々発

展される事を願っています。

塩野義製薬 (株)シオノギ会

原野 義喬

ニーズを的確に捉えて
設立 20周 年おめでとうございます。当

基金は会員 となって 17年 になります。今

後 も参加者のニーズを的確に捉えたイベン

トを企画していただき、生活に潤いと心地

よい驚きを与えて下さいますようお願い致

します。

シャープ企業年金基金

吉沢 栄七

コミュニティーの場を
」ASSの話をして下さるOBの皆さんは、

「JASS会員だより」は法人会員の窓口部署の

方に、」ASSの 活動状況を四半期ごとにお知 らせ

するものです。具体的には、人気イベン ト、イ

ベン ト企画者の活躍状況、イベン ト参加者の声、

その他 トビックスなどを記事に してお知 らせ し

ています。直近 2年 間の会員だよりの寄稿者は

下記の方々です。

旭化成 :大橋宏行 関西ペイン ト:中 島信雄

塩野義製薬 :小野寿彦 コープ神戸 :中 山明史

NECイ ンフロンティア :大越浩平 第一三共 :

村松昌康 小田急電鉄 :杉崎輝男 三井住友銀行 :

古谷辰夫 塩野義製薬 :野村幸一 関東自動車

工業 :古賀欽也 本田技研 :小野寺俊将 サ ッ

ポロビール :渡辺信宏 明治乳業 :竹内昭雄

雇用能力開発機構 :河村祐三 高島屋 :舘野羊

一 アサヒビール :畑野義治 コーセー :高橋

正幸 セン トラル硝子 :伊東秀嗣 東 レ :田 中

良子 中外製薬 :落合和男 大阪ガス :薗 田環

トヨタ連合年金 :春 日井勝賞 (敬称略 )

慟
１
‥
‥

保持増進は大 きな願いであり、」ASSでい l イキイキされていて、充実した日々を送ら

きいきと活動されている方々は健保の宝で : れているのを感 じます。これからも楽しい

す。皆様が誘い合って参加 し、新 しいイベ : セカンドライフを送る事ができる、より多

ント、サークル、委員が誕生する事を期待 : くのコミュニティーの場の提供をお願いし

致します。

富士フイルムグループ健康保険組合

福永 隆

:

重…
日本ベイント(株 )

森本布来子

ます。



旭化成株式会社

アサヒビール株式会社

フジレント・テクノロジー厚生年金基金

あずさ監査法人

アステラス製薬社友会

ANA企業年金基金

株式会社伊勢丹

エア・ウォーター株式会社

AIU保険会社

正一ザイ株式会社

江崎グリコ株式会社

NECインフロンティア株式会社

NttT労働組合退職者の会

大阪ガスすずらん会

小田急電鉄株式会社

オムロン株式会社

外国運輸金融健康保険組合

花王株式会社

科研製薬株式会社

カヤバ社友会

関西テレビ放送企業年金基金

関西ベイント株式会社

関東自動車工業株式会社

カンロ株式会社

共立株式会社

医療法人社団研精会

コーセーKOALA雅会

生活協同組合コープこうべ

小林製薬株式会社

雇用能力開発機構雇友会

サッポロビール株式会社

参天製薬株式会社

」SR株式会社

株式会社ジェイティービーガイアレック

塩野義製薬株式会社

シャープ企業年金基金

商工中金青流会

社団法人シルバーサービス振興会

新日本製鐵株式会社

住友商事株式会社

住友信託銀行信泉会

西武鉄道株式会社

積水化学工業株式会社

世田谷区退職者互助会けやき友の会

全国労働者共済生活協同組合連合会

セントラル硝子労働組合

第一三共株式会社

株式会社ダイヘン

高島屋企業年金基金

宝酒造株式会社

武田薬品工業株式会社

中外製薬株式会社

株式会社ディスコ

帝国ホテル労働組合

財団法人電力中央研究所

東京海上日動火災保険株式会社

東京ガス株式会社

東京経営者協会

東京西南私鉄連合健康保険組合

東京電力株式会社

株式会社東京ドーム

東京レジャーライフクラブ

東電工業株式会社

TOHOヒューマンセンター

東レ株式会社

トヨタ自動車企業年金基金

トヨタ連合企業年金基金

株式会社日本触媒

日本IBM健康保険組合

日本興亜損害保険株式会社

日本工営株式会社

日本精工労働組合

日本政策金融公庫

財団法人日本生産性本部

日本ベイント株式会社

日本ユニシス朋友会

阪急電鉄株式会社

萬有製薬株式会社

日立化成工業株式会社

日立企業年金基金

日立建機企業年金基金

日立マクセル企業年金基金

兵庫トヨタ自動車厚生年金基金

富士通株式会社

富士フイルムグループ健康保険組合

HOYA福祉共済センター

ホンダ福祉会

マルイグループ福社会

三井住友海上火災保険株式会社

株式会社三井住友銀行

三菱商事株式会社

三菱電機労働組合

株式会社村田製作所

明治飼糧株式会社

明治乳業社友会

ユニ・チャーム株式会社

横河グループ福祉センター

リコー三愛グループ

株式会社ロイヤルホテル

株式会社ロッテ

株式会社ワコール

(五十音順 )

※平成22年 9月 1日現在



″∬Sイ ベント会場案内図
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十三イベ ン ト会場

東京三菱
UF」 銀イ予

あとが き

わた したちはJASSと い う升 台で

20年 間 ドラマを演 じて まい りました。

この小冊子 はその:正 しです。 こなか らも

皆様 との共演 を続 けたいと思います

ので、 よろ しくお願 い贅 します。

(村丼 )
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事務局所在地

○本部事務局

〒 156-0043 東京都世田谷区松原 2-42-7

Z'03-5300-0661  FAX 03-5300-0664

0関西事務局

〒532-0025 大阪市淀川区新北野 1-2-13

明治安田生命十三ビル

t'06-6308-5140  FAX 06-6308-8800

0中部事務局

〒489-0909 瀬戸市みずの坂4丁 日101

2'0561-48-4914  Fヱ Xヽ0561-48-4914
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