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令和３年度 生涯現役セミナー 開催要領（変更） 

 

１ 趣旨 

滋賀県生涯現役促進地域連携協議会では、シニア世代の“就労”と“健康”をテーマに就労意

欲の向上を図り、シニア世代の生涯現役を応援します。また、活躍するシニア人材の好事例、

企業がシニアに期待すること等も併せて紹介します。 

 

２ 主催   滋賀県生涯現役促進地域連携協議会 

 

３ 開催日時・場所 

 

高島会場    令和３年７月 15 日（木）  10 時～12 時  ⇒ 終了しました。 

         高島市観光プラザ   視聴覚室      

（高島市新旭町旭１丁目 10－１） 

※JR 湖西線 新旭駅 徒歩約１分       

 

 

近江八幡会場  令和３年 11 月 30 日（火）  10 時～12 時 

         滋賀県立男女共同参画センター G-NET しが 研修室 BC   

（近江八幡市鷹飼町 80-４） 

※JR 琵琶湖線 近江八幡駅 徒歩約 10 分       

  

甲賀会場    令和３年 12 月 14 日（火）  10 時～12 時 

        あいこうか市民ホール 練習室３       

（甲賀市水口町水口 5633） 

※近江鉄道 水口城南駅 徒歩約２分     

 

草津会場    令和４年１月 24 日（月）   10 時～12 時 

草津市立市民総合交流センター キラリエ草津 502・503 会議室   

（草津市大路２丁目 1-35） 

※JR 琵琶湖線 草津駅 徒歩約５分     

 

彦根会場    令和４年２月 25 日（金）  10 時～12 時 

        ビバシティ彦根    研修室①②     

（彦根市竹ヶ鼻町 43－１） 

※JR 琵琶湖線 南彦根駅 徒歩約３分     
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４ 参加対象者・参加申込方法 

・滋賀県内に居住する、または滋賀県内で就業を希望する概ね 55 歳以上の高年齢者。 

・定 員：先着 20 人 （草津会場と彦根会場は先着 30 人） 

・参加無料   

   ・受講希望者は、電話かメールいずれかの方法で協議会事務局に申込んで下さい。 

受講決定者には、折り返し「生涯現役セミナー参加証」を郵送します。 

・個別相談希望者は、要予約／相談時間 10：00～ 11：00～ 

                     13：00～ 14：00～ 15：00～（先着５名） 

・申込受付／問合わせ先  電話受付：平日 9：00～17：00 

滋賀県生涯現役促進地域連携協議会事務局 

〒520-8577  

大津市京町四丁目 1 番 1 号 

（滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課内） 

TEL : 077-528-3759   メール : info@shiga-geneki.jp 
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５ テーマおよび講師  

 

〇高島会場       ⇒ 終了しました。 

テーマ１：「しがで生涯現役 ～ 就業行動の健康メリット」  

 

講    師：餅田 敬司 氏（京都橘大学 看護学部准教授 

株式会社日本看護サービス代表取締役）  

 

 

【講演概要】 

高年齢者は、収入確保や自己実現の手段としてだけではなく、健康維持および老化防止の

機会として就業行動を捉えているとされています。シニア世代の就業行動が健康意識の維

持や改善へ与えるメリットや就業行動が長期的な健康維持へ与える影響について解説しま

す。就業行動を維持して、健康寿命を延ばし「健康貯金」を増やしましょう。 

 

 

【講師プロフィール】  

滋賀医科大学附属病院のリスクマネジャー(医療安全管理者)、副看護部長を経て、現在 

「京都橘大学の教員」と「草津市内で訪問看護事業所を経営」ならびに数か所の病院看護部 

内での院内教育を掛け持ちしながら「２足３足のわらじ」のパラレルキャリアを実践中。     

誰にでもわかりやすく、医療や健康に関する知識を伝える健康講座に定評がある。 

 

 

 

テーマ２：「シニア活躍・応援企業 ～ 販売の仕事・ものづくりの仕事」 

 

 

講    師：天平グループ 管理部総務課 課長    松本 秀樹 氏 

 企業概要：天平グループ：有限会社 天平フーズ・株式会社 天平・有限会社 コア・プ

ロデュース・株式会社 TRS・台湾天平股份有限公司 

 事業内容：物産展の企画・演出、各種催事・イベントのプロデュース「天平キムチ」「和 

洋菓子-iroHa-」の販売を中心にキムチ、中華惣菜、近江牛加工品、和菓子、 

珍味、冷凍弁当の製造及び卸も行い、幅広い"食"の提案を展開している。 

（高島市新旭町太田 775 番地 取締役会長 池田 均） 

 

 



4 

 

〇近江八幡会場 

テーマ１：「人生 100 年時代 — シニアは傍
はた

楽
らく

で働こう」 

 

講    師： 廣田 直希 氏 

（キャリアコンサルタント・米国 CCE,Inc.認定 GCDF-Japan キャリアカウン

セラー・一般社団法人自己承認力コンサルタント協会認定講師）  

 

 

【講演概要】  

日々の活力の源泉は “貢献”  — “貢献”とは、“何かの、誰かの役に立っているという実

感”であると説きます。 

貢献を「傍楽（はたらく）」と言い換えてみると→ 傍にいる人を楽にする、傍にいる人

を楽しくすると定義つけ、「人間の幸福感は他者貢献で得られる」としています。  

また、頑張っているシニア世代の行動特性などから、今後の方向性などを指南します。 

 

【講師プロフィール】  

医療器・医薬品メーカーで営業および本社管理部門の管理職を勤めた後、定年退職。 

再雇用期間中に、自己を取り巻く環境の変化に戸惑う中で「自分を認め、信じて前に進め

るチカラ」自己承認力Ⓡに出会う。自己肯定感や自己効力感への学びを深める中で、自己の

思い込み等が自分自身の成長を阻んでいることに気づく。 

現在は 41 年間勤務した会社を退職し、一人のキャリアコンサルタントとして定年退職前

後の高年齢者を中心に、幸福感を感じられる人生への支援活動を行っている。 

滋賀県彦根市在住。 

 

 

 

テーマ２：「シニア活躍・応援企業 ～ ものづくりの仕事」 

 

講    師： 清水 重信 氏（協和工業株式会社 代表取締役社長） 

 

【講演概要】： “今までのキャリアは、まだまだ活かせます” 

 当社製造現場のシニア率 50%超！（組立、梱包、機械加工、生産管理 他） 

「お客様の声を形にする」をモットーに、ニッチ市場を開拓し新市場へ成長させる少数精

鋭の技術集団です。2009 年には経済産業省の「元気なモノ作り中小企業 300 社」にも選

ばれています。 （東近江市小田苅町 1790） 
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〇甲賀会場 

テーマ１：「人生 100 年時代 — 未来を彩るセカンドキャリアの見つけ方」  

 

講   師：山下 弓 氏（ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ・ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

株式会社 PAY FORWARD 代表取締役）  

 

 

【講演概要】 

 今や人生 100 年時代。第二の人生も充実した毎日を送りたいと願っている人は多い一方

で、今や定年も 60 歳から 65 歳へ、企業によっては定年のない会社も出てきています。  

セカンドキャリアは定年後に考える、というものではなくなってきており、常に環境は変化

していることを意識しながら、自分は第二の人生をどう送りたいのかを考え、それに合わせ

た準備を進めていきましょう。いつからでも始められます。今からでも間に合います。 

未来を彩るセカンドキャリアについて一緒に考えてみませんか？ 

 

【講師プロフィール】 

子どもの成長に合わせて仕事を複数手掛け、現在は主に FP とキャリアコンサルタントを軸

に 6 つの仕事を展開している。2020 年 12 月 さくら舎より「女性 30 代からの複業生活の

すすめ」出版。結婚式等の司会者として大学在学中よりプロとして２０年間マイクを持ち、

約 1000 組のカップルを担当。滋賀県大津市在住。 

 

 

 

テーマ２：「シニア活躍・応援企業 ～ 福祉・介護の仕事」 

 

講    師：神﨑マリオ 氏（一般社団法人 えがお 理事長・介護福祉士・甲賀市介護サ 

ービス事業者協議会会長・滋賀県介護サービス事業者協議会連合会副会長） 

 

【講演概要】： “全ては笑顔の為に”   お仕事のご紹介 

 「利用者様、ご家族様、職員同士、自分自身、そして“えがお”に関わる全ての人を笑顔 

にする」が理念のヘルパーステーションです。 

訪問介護員（ホームヘルパー）などのスタッフがご自宅に訪問し、介護や日常生活上の

お世話を行います。食事などの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援

助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスを提供して、

関わる全ての人を笑顔にする仕事です。 （甲賀市甲南町稗谷 1910―218） 
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〇草津会場 

テーマ１：「しがで生涯現役 — 笑って笑って認知症予防」  

 

講   師：石田 竜生 氏 

（介護エンターテイナー・作業療法士・ケアマネジャー・ 

芸人・一般社団法人介護エンターテイメント協会 代表）  

 

 

【講演概要】 

認知症予防に「早すぎる」はありません。できることから少しずつ始めてみませんか。 

・歳を重ねると人の体はどうなるのか？                               

・認知症予防のための 5 つの生活習慣とは？ 

・就業行動による認知症の予防効果とは？ 

・座ったままでできる、笑いいっぱいの転倒予防・認知症予防体操 など                     

芸人活動と介護の現場から学んだ笑顔で健康になるコツをお伝えします。 

 

【講師プロフィール】 

リハビリの国家資格である作業療法士として介護施設(デイケア)で働きながら、大阪よしも

との養成所に通い、フリーのお笑い芸人・舞台俳優の活動を続けている。芸人・舞台俳優活

動で培った技術を生かして、一般社団法人介護エンタ―テイメント協会を設立。『介護エン

ターテイナー』と名乗り活動している。 

『介護×笑い』に関する取り組みへの注目度は高く、全国紙に特集記事掲載、NHK で密着

取材の様子が『おはよう日本』で放送される。セミナー研修講師・イベントゲストとして日

本全国を飛び回り、中高年や介護・医療職から絶大な支持を得ている。 

 

 

 

テーマ２：「シニア活躍・応援企業 ～ 年齢に関係なく、活躍できるコンビニの仕事」 

 

 講  師：株式会社 セブン-イレブン・ジャパン  

滋賀西地区オペレーションフィールドカウンセラー（予定） 

【講演概要】 “セブン-イレブンのお仕事ご紹介”   

主なお仕事内容  

①レジ接客業務    ②レジ横の商品提供    ③清掃業務 

従業員さんは 10 代から 70 代まで幅広い層が活躍中！  

時間や曜日等は、お店と相談可能。ご自身の生活に合わせた働き方を検討ください。 
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〇彦根会場 

テーマ ：「人生 100 年時代 — 働き方と活躍の仕方」  

 

講   師：前田 展弘 氏 

（ニッセイ基礎研究所 ジェロントロジー推進室 主任研究員）  

 

 

【講演概要】 

 人生 100 年時代、本格的な高齢化が進む日本の未来において、個人・社会の双方に不可

欠なことが、真の「生涯現役社会」の実現であると考え、本セミナーでは、生涯現役の意義

と必要性を確認し、激変する日本の労働市場、地域における高年齢者就労の動向を概観した

上で、理想の生涯現役社会に求められる“活躍の仕方”の取組視点について解説します。 

 

 

【講師プロフィール】 

1971 年生まれ。2004 年ニッセイ基礎研究所入社後、2009 年より東京大学高齢社会総合

研究機構 客員研究員。専門はジェロントロジー（高齢社会総合研究学）。人生 100 年時代

をより良く生きていける未来社会の実現に向けて、行政・企業・生活者とつながりながら、

高齢期の生活課題及び高齢社会の課題の解決に向けた幅広い研究及び事業を展開。主な著

書は、『東大がつくった高齢社会の教科書』（共著、東大出版会、2017 年）など 
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６ 内容  

〇セミナー 

・「生涯現役セミナー テーマ１」 

シニア世代の“就労”と“健康”をテーマに就労意欲の向上を図り、シニア世代の生涯現役

を応援する。 

・「生涯現役セミナー テーマ２」 

企業・事業所の人事担当者等が講師となり、活躍するシニア人材の好事例、企業がシニ

ア世代に期待すること等も併せて紹介する。（彦根会場は開催なし） 

※完全予約制 

※受講決定者には、「生涯現役セミナー参加証」を自宅宛郵送。 

〇会場内の設置コーナー  

・個別相談コーナー  

しがアクティブシニア相談窓口キャリアカウンセラー（１名対応）を配置し、来場者への

相談対応を行い、高年齢者の就労や地域活動参加への不安や相談に応じ、活動を支援する。  

※完全予約制（予約制に対応するが、草津駅前・近江八幡の相談窓口への予約誘導も図る） 

 ・資料コーナー 

※協議会事業リーフレット・資料等を配置 

 

 

 

 


