平 成 ２８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の記事を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 ガラス造形
イワタルリ
5月 染織（江戸小紋)
小宮康正
6月 漆芸（蒔絵）
室瀬和美
7月 漆芸②（蒔絵）
室瀬和美
8月 染織
平山八重子
9月 陶芸
寺本守
10月 人形(桐塑紙貼)
杉浦美智子
11月 木工芸（江戸指物）
島崎敏宏
12月 陶芸
福島善三
1月 人形（博多人形）
中村信喬
2月 人形②（博多人形）
中村信喬
3月 友禅染 坂和清
有田焼 中尾純
・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
・理事長の挨拶
（２） ライフ・ラーニング・メンバーズ交流会
・第 23 回ライフ・ラーニング・メンバーズ交流会 2017 年 1 月 31 日（火）霞山会館にて開催
篠笛奏者のことさん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会員及び協賛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した
（４）講演事業
①2016年5月22日 第11回「生涯学習社会における越境の可能性を問い直す」 開催
「幸せと協創」 促進への考察
登壇者：前野隆司 （慶応義塾大学大学院ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科委員長・教授）
モデレーター：坂倉杏介 （東京都市大学准教授）
会場：慶応義塾大学 三田キャンパス 北館ホール
②2016年12月4日 第12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
多元的共生をめざす社会を支えるコミュニティワーク

登壇者：武田信子（武蔵野大学人文学部 教授）
会場：東京大学福武ホールラーニングシアター
③2016年12月25日 第13回「多元的共生社会における生涯学習を考えるシリーズ」
ディープ・アクティブラーニングとワークショップデザイン
登壇者：平田オリザ （劇作家 大阪大学COデザインセンター客員教授）
松下佳代 （京都大学高等教育研究開発推進センター教授）
蓮行 （劇団衛星代表 大阪大学非常勤講師）
会場：京都大学百周年時計台記念館 国際交流ホール
④2017年3月29日 トークセッション「Traditional to non traditional career change」
登壇者：安永修章 （UberJapan株式会社 政府渉外・公共政策担当部長米日ｶｳﾝｼﾙ元会長）
竹村詠美 （Orinoco.Peatix株式会社 チーフ・マーケティング・オフィサー）
石本めぐみ （ウイメンズアイ 代表理事）
モデレーター：苅宿俊文 （青山学院大学 大学院教授）
会場：生涯学習開発財団 会議室
（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 2016年6月１７日（金）－26日（日）
6月17日
ソウルより日本着
6月19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20日
（株）コーチA主催コンサート 青山アイビーホール
6月21日
防衛大学コンサート 公演後防大生と交流
6月24日
熊本県
県庁ロビーコンサート
蒲島郁夫県知事、くまもん表敬訪問
6月25日
長洲町立小学校、腹赤小学校ミニコンサート
ながす未来館 コンサート
6月26日
菊陽町立菊陽中部小学校コンサート、合唱部と交流
東京 理事長主催食事会
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 2016年4月13日 ザ・シチズンズカレッジ第113期講座 共催
「確実に仕事力がアップする片づけの習慣」 講師：小松易
② 2016年5月18日 ザ・シチズンズカレッジ第113期講座 共催
「リーダーの仕事」 講師：守屋智敬
③ 2016年6月15日 ザ・シチズンズカレッジ第113期講座 共催
「介護保険制度の実態と｢仕事｣・「家庭」・の両立支援」 講師：中村寿美子
④ 2016年7月13日 ザ・シチズンズカレッジ第113期講座 共催
「見えない「壁」がわかると世の中が見える」 講師：養老孟司
⑤ 2016年8月18日 健康食育AWARD2016 主催：（一社）日本健康食育協会
金賞 (一財)生涯学習開発財団賞 授与
⑥ 2016年9月14日 ザ・シチズンズカレッジ第114期講座 共催
「銀座の歩き方、眺め方」 講師：泉麻人
⑦ 2016年10月12日 ザ・シチズンズカレッジ 第114期講座 共催

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

「『危機管理の死角』狙われる企業・安全な企業」 講師：小川和久
2016年11月9日 ザ・シチズンズカレッジ 第114期講座 共催
「伝わる言葉とアイデア」 講師：小西利行
2016年12月14日 ザ・シチズンズカレッジ 第114期講座 共催
「『論語』は心のビタミン剤」 講師：安岡定子
2017年1月16日 ハーバード・グリークラブ ニューイヤー･ツアー2017
2017年1月18日 ザ・シチズンズカレッジ 第114期講座 共催
「女性活躍からはじまるダイバーシティの未来」 講師：竹之内幸子
2017年2月19日 社会起業大学 ソーシャルビジネス・グランプリ2017
社会起業家部門グランプリ受賞者 起業助成金
2017年3月15日 ザ・シチズンズカレッジ 第115期講座 共催
「異文化としての日本」 講師：椎名 誠
2017年3月22日 ＡＪＣクリエイターズコンテスト表彰式
（一財）生涯学習開発財団 銀賞授与

（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した
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の更新を週一回にした
・資格取得者インタビューページ新規作成
・トップページデザイン一部改修 新着調整
・“初めての方へ”の新規制作
（８）その他
・財団のブランディング強化のため、大森兵蔵とオリンピックに関する資料を収集しＮＨＫ
ドラマ制作部に提供した
チーフディレクターとの取材後、2019年ＮＨＫ大河ドラマに大森兵蔵が取り上げられる
ことが決定した
・日本ＹＭＣＡの100周年記念式典で、大森兵蔵が学んだスプリングフィールド大学学長が
講演で大森兵蔵を取り上げた、と東京ＹＭＣＡインターナショナルスクールから報告があり
スプリングフィールド大学からも資料提供を受けた

［ Ⅱ ］有隣園研修センター事業
・研修施設および宿泊施設として活用した
・研修施設利用15団体 （291名)
・有隣園宿泊利用8団体 （55名）
・一階キッチン調理に係る安全のためガスコンロからIH（パナソニック製）に交換
・宿泊に係る安全のため火災感知器の設置
・宿泊に係り旅館業の営業許可取得に係る調査及び報告書（添付資料）
・生垣の植え替え
・井戸蓋の修理
［ Ⅲ ］ 助成金支給事業
平成28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28年４月1日より平成29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） Japon：Epanouissement eternal ―花開く 着物・器・書の展覧会―
対象者団体 技コレクション （代表 芝本 久美子）
（２） ハーバード・グリークラブ ニューイアー・ツアー2017
対象団体 ハーバード・グリークラブ 東京公演 紀尾井ホール
（3） 濱元伸彦 学校と地域の協働を支える調整組織の評価に関する研究
―大阪府の「すこやかネット」に焦点を当てて―
（４） 2017年2月19日 社会起業大学 ソーシャルビジネス・グランプリ2017
社会起業家部門グランプリ受賞者 起業助成金
［ 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28年度博士号取得支援事業
・応募期間：2016年6月1日～2016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）にポスター及び募集要項プレス用を持参
各地の33大学に送付し、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
・応募総数：55 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：16名通過
第二次選考：面接 6名合格者
2017年3月13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29年3月31日現在 総受給者55名のうち27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共催・後援する
原則として一業種一社
・現在16企業が発行している107の講座・資格を認定した

