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凡例：（洋）は（東洋大学）の略

発行/白山社会学会

代と多文化社会一カナダ・ケベック・モントリオー

ル」。質疑応答の｣名、肘鵠を行った。

大会終了後、l4Illlj＆の「かに谷」において懇親会が

『Ⅱやかに鰐かれた。

白山社会学会大会・総会開催予定

第15回大会・総会は1997年１２月１３日（士）に白山．

爾水会館にて開催されます。

開劉１２：0０ティータイム１２：30-13：３０

シンポジウム１３：３０－１７：００
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【１】活動経過報告（平成7年１２月～平成8年１１月）

WX成7年（1$96）

I２ｊＩ１６ｒｌ（ｺﾞｰ）鋪l31L91rIIlI社会学会大会IlIl催

平IjtH年（鱒97）

3)112[Ｉ（火）第２IlJIBQ束地区社会学・社会福祉学修士

鶴丈狢表会

堀lセッション（社会禰祉学）司会．森I､明美（洋）

し加藤悦錐（洋）r7iVi社コミュニティー』形成の

『方法識』に関する蒋察」

2．早坂聡久（淑徳大学）「高齢者の住生活をめぐる福

祉問題とサービスにUAIする一考察一東京都荒川区にお

けるｲI畠宅福祉サービスとのilU遮を通して」

3．浜島淑忠（日本女子大）「老人福祉サービスの質の

保障に関する一考察…+１本とイギリスの比較を通し

て」

１．脚IIlll(子（束東部if犬）「簾害者の介護保障と介助

サーピスー東京liBにおける自立生活運動を中心とし

て」

露2セッション（社会学）司会．宇梛窟京子（灘）

Ｌに霧義弘（鯛論学院大）「共同体に接近する社会理

捻と祇会学の１１１１題設定」

2．加蕊克彦（【ﾘ１輪火）「社会的自我論から見た社会鷹

徽についての－瀞察一氏野iiiの過疎地域における爽誕

的研究ｉ

ｆ１１ｹl遙輸共ｆａ（お茶の水女子大）ず女性の職業参加に

よる労蟻市場へのインバクトー社会階層講的解釈」

.Ｌ薬111溌子（中央人）「女性の就團蕊雛綴に関する研究

一ライフコース選択の視点から」

5．白岩砂紀（`１１央大）「エスニック・ビジネスの生成

にMAIする鞭例研究一旗がるネットワーク企業家精神」

O（１１村享調（１１本大）「瀞'た教の倫理と近江商人の糟

ﾄﾞﾘｰｳｪｰﾊﾟ･一テ…ゼとの関巡で」

7．梅灘礼甘｝（瀞）「成fr期溌戊会の魁想形成過懲一Nll

IVl瀞をめぐる人111]関係を１１'心に」

篭会１７：:｝()－１月：Ｏ(]懇親会ｌＲ：Ｉｌ０

臼山社会学会大会

第１４回大会開催

1990年のIlllll社会学会ﾉ§会iま'２月７{Ｉ（l:)典洋犬学｢’

１１１枚台、甫水会lbMにて開かれた。まず、午IMII(]時から

滴井ili氏の`i]会で111由報帯が進行され、「生活施投鵬

(}三者I÷l綿会の人椛擁趨機ilEj飴111鱗氏（灘/ﾉ彫院欄祉

社会システムw攻沁「犯罪とエスニシティをめぐる

Ｈ鍵比較」小宮傭夫氏（灘/大学院社会学呼攻後期）、

「ポスト編祉国家の織祉供給体制」児島蕊紀ﾌﾟ堅氏（祥／

ﾉ<学院社会編ﾄﾞﾙ学専攻後期）の頭で各氏が報告を|｢っ

た冒次いで兇食を臆さんで．午後１時からI1ilI1藤堕氏

を議長に進!}｝し、総会鐘､1Fが行われた。

引き続き．駒ﾉﾄﾞ洋氏（筑波大学）の司会により、

「世代と多文化社会」というテーマのもと、シンポジ

ウムが行われた。矧人のシンボジストから以1〈の報ｌＩｉ

があった。寓r瀞…氏（老人ホームちば蕊ilf苑）［従

pHにおけるエスニック・マイノリティの現状から114良

が学ぶものＬ根騎正一Iモ（流通経済大）『多文化'二

鍵の行方・中lK1の視点から」、松本銭一氏（派）「１１ｔ



4）422日（月）運営委輿会

（１）今年度活動計麟について

（２）『白山社会学会会報』斑・’5の発行について

（３）本年礎の統一テーマについて

(〕ｆｉｌ７(］（月）運営委員会

（１）第…鰯フォーラム側催計櫛

（２）『白山社会学研究』Ｎ《:).5の１M行につ;､て

（３）『ＩｌＭＩｌｊ社会学会会報』Ｎｏ．15の発行について

7ｊｌｌ３１ｌ（±）蕊一Ｍフォーラム岨(M１（テーマ『地域ネヒ

会と１１t代Ａ）釘)会、米林誓鍔〈瀬犬堂大学）

１．「スボーツクラブは燃代鰯交流に資するか」宇佐英
降憲（祥）

2．rMt代1Mj交濠と後続釣鐘域社会システムノ対鰐秀７

（鞭犬蝋入学）

３．Ｗ1ｋ会溌醗としての保講幽一そのネットワークの笑

漉111識孝夫〈ボハ|ﾊﾞｱさかえ保育圏）

フメンテーダ･へ瀦水溌峨([1本大学〉・大坪徹鷺

（汗）

ｿ11コ11］（上）瀧鱗委輿会

（１）上会プログラムについて

（2〉ず由111社会学研究』Ｎ().5の鱒鰹発ｉｉについて
〈獅迩営体鋼について

lljj(）[］（水）；椥111ﾄﾞﾋ会学会会報閨Ｎ(,15:ｿ6行

１１廓[！（'k）蕊1週白山織会学会入会ブごグラム発
進

llij3(Ｈ１（雌迩懲姿蕊会

〈j）人会洲鱸につし』て

（２）蕊会議題等

縄雄姿輿長大蝉省三

鶴集委興大島尚、酒井俊二、清水浩蛎、渡辺博史

議銃委員池田正敏．奥1,道大、佐藤登道、鈴木勤介

繍橋銃-.、藤木三千人、宮良高訟、MIF袈裟甥111
学繼、米林爵鰯

迩稔祭務鬮典桜木鐡一（潅鋳局及）、旭洋一郎（会

読・会興）、７１丁ｊｌＩ藤雄（旗報）．伊露和子．川池智

ｌｉ鬼（会議）、児職唖紀点１F、溝井出．姓久闘蕊祷、鍼

正子、森'11珊美（総務）、山Ｆ輿一郎．山本腿ｉｉｊ

創り､ヘゾ’V、缶ハム’

１９９７ 
ヘグゾッヘー、へ'F、内訳ｖ岩

1997年3ｌｌｌｌＩ」〈火外第３鰯関東社会学・社会織祉

学鯵l:艤文発糞会が東洋人瀧口l｣｣校舎。繭水食露ｲ塔会

鍛巍で側麟された。

午1Mi’'１．鰯1セッシ三ン（枕会鑑識学ルドイ}会．録画

(ﾘ|災氏（洋咋

1．愈野ともみ氏（灘）ｌソ…シヤルワ…ク論にお{十る

アセスメント織念と診断擬念』

2.鰯愈蕊江〈灘）地域擶祉におけ悉参jljﾛと'j地域一

小地域綴鑓摘鋤の1J朧慌ｊ

;;・椅蝋&《鶴〈蕊京繍幽入学）「災溌ボランテズアiご灘
す蓬轌察ゴ

ト・川崎愛（!｣本父ﾌﾞﾆ大学〉、(Ｉ()は『(寵を越えらｵｌ

簿か－Fアジアの女たちの会』の蕊腱研究」
蕊１セッシ悪ン籍評、111手茂氏（瀞〉

畷禽会の後、第２セッション（社会学）急豆Ｉ会、灘葉
1極（iドル

Ｌ杉浦縦;仏氏（『１m災入学）￣カミングアウト{こ鍵す愚

!({;りの懲鮠一織駆１７為鏑的分り1-

2.愈蝿y息災（お茶の水火子大学》ｉ女餓向【す家！;ノグ

ラフヲ･…を通じたフェミニズムのiii検討ｊ

;;・諭k熊と氏（明論学院大学）．ｎ米家族就会学i二お

げる？ポスト火誠l:綴と②iMjihl-家雄感+1Ｗ>社会学i=
慾けてj

L1iil野jﾉi次[〔（駒溌入学）←現代i￥少年の'i:会鵜係と
1鏑懲鐵」

5.ＩＭＩ付議以氏(灘）;11本i笹ワープロの総ｆｌについて

の～･落察ｊ

(》」:{角求氏（i了i本人学》７億1鎌Ｉ会の中劉濡に鍵す患

鱗究一ソウノル江南地域を中心に

鋪２．と．:'ション総雛竹内繍灘氏〈灘）

`拳会会１１数（Ｗ鴎年11》j:;()ｆｌ灘鉦〉

卒騨l§・海外嫌縦15芯人（15勝人）蒜（）内ii鱗昌数

ノミ学院1：１３人（７人》

ﾉｔ・製歎具そ必鰹裡人（４()人）

（蒲l-2p6人（2()5人）

【。】会計報告（洲紙参灘》

い］役員改選

会長が高橋統一先生から．竹内郁郎先生に交代した

類か、繊年より人きな鋲麹がさオＩ表した僑新残輿鯵

刀々翻乱「義蕊状さというのはありまぜんが、よろし

くお灘いＩＩＬ上げます‘

顕ＩｌｉｌＹｲﾒi:仏織．高鶴統一．111下饗裟野

公陵竹内郁郎

i’''１会災識j1:償人為、１１｣宇茂

迩無委旦六MM銭学、ノ<野マキ、池1111i獣．泉出護．

淡水竹２．ノs殿尚、大坪貧i､人禍綾「，奥Ⅱ1通人

徳露職迩ijlii水篇端．鈴木跡介、高|W;IILif、ＨｌＩｌｌ豊

輪、ｉ馴鱒雛、；1$111紳樹．vliIil燐、万flMflljL藻水二

季人、轍）$祥y蓬、涜典濁払、米仲灘男．鍍辺跡史

企ｌ劇ｉ入野マキ．鋼111鱒細ﾌｷ汀『、米緋灘ｿ〉

灸計懸洋側;､川池智〕竪

雛ツト４，念iIiり）（1997年Hlj逝去）．Ｉ織肌i、

ハロミヘグハヘA■令八八Ａ’ＷＡ氏へり｡￣Ⅸ′吟／U氏ｸﾞｰロムヘヘハハザ－．゜へ伊乢へ￣qJ平尹v臼へ■ハユニロヘデLAチヨーヘβエゴ

ＩｆＩ山社会学フォーラム開催
へハヘグヘジも、多二Ｖし旬宍へβソＶ孚鞘グヒーセハグゴハヅA"岩､▲叺戸Ｖグ宇鈩Ｖ自決－斫凹へグヅニヒーハーP、Ａへ～ゆずへ、～

r2111t紀鋤世代ｌＭｌ叫係…-少「化．,斑齢〈とのア側と尋ｉ

Ｌｉ.(ｊをテーマとするl”7離嘆ﾄﾞillI社会学会う才.-ラム

が199ｱｲiﾐ71】511（土）．ｒｉｌｌＩ横鈴ｆｌ〔)S織巍で})M鮭さｵ？



之ｅ

コーデイネーーター・荷Ｉ会溝、山平茂氏〈洋）
報告者：

Ｌ矢野蕊氏（国醗擾療福祉大学。洋/非常勘講師）１Mｔ

代問の所得蒋鰯分一年金制度を中心に」

2.吉本孝司（充鰯〉氏（浦和短期大学。灘/非常勤鰄
師）「雌代１１１１の相１１ケアー保育。介護を中心にｊ
コメンテーター：

Ｌ米林漣男氏（噸天雛大学。灘/非常勤鍛師）

2.字留野功一氏（社会iZi祉法人芳寄金・老人保紐施

織・育嵐荘ケア・アシスタンス。津/非常勤識師）

野[lば学部・上学院学生の参加肴の姿が畷立った。

な」というメッセージもあり．常に将来繩会のあり方
について警鏑を鳴らす、変わりないｒ磯村ぶしｊでユ
ーモアのある機を飛ばされていた。

・本会磯W;、小倉麺男先生が８月上旬に講投された。

先'1zは艮年．非捻勤講師として本学の学生に教室で指
導さｵ､るのを楽しみ;ごなさっていた，また、I4Mll社会

学会大会にも常迩のように御出席下さい近年は磯員
もお引き受'十下さっていたが、鑑のため急逝された。

おFﾕ人の先4kに鰹んで:蕊繍の意を捧げます。

》
罰切～￣写司へ戸\、ハジ

■V、ﾊゾ

～稀さ'､翻醗'先'卜（社会橘徽学科織授〉

1995年に沿伍さＪＩＴ、弊縫絞輿として在職さ錘たのは
2年1M}という短い露問であったが。そ坑以!iiにも非備動
灘師として腱年、東洋大学学部・大学院の掩会福祉学
の数奇充実にご噛力下さった：退職後は長崎純心大学
の戦授に銃ilkさ鋤た。

1991坪漢の社会学櫛:t学位取得者は次の方埒です。
●△（鑓文博1:）

搬会編祉学Ｉjl手茂『擬祉社会形成とネットワーキン

グ－社会学。社会繍祉学鎗染２Ｊ
社会縞祉学１１比野正己『煽祉のまちづくり研究一陣

憲者・高齢巻らの豊かで楽しく興しい化
添蕊境の瓢遥をめざして」

社会編祉学ジ<i(１期雄子鐡鱗化歎会と嵐総体の対躯
社会福祉学１１]中瞬デイギリスにおけるナーシングホ

ームの役巍と穰能」

》

池徐｡>ぞみ先生〈応附社会学科間灘麟学鱒攻・講師）
専門分野は図謝館倦韓学、麹識社会学。矧姦の社会

的鰔分・共有に襖IわるIIHl題について現象学理論を踏ま
えつつ。鋼麓・論文を{上とげられ、英脚マンチェスタ
ーノ〈学から今夏ＰｈＤを授与された。

●半（熱震憾|j）

縦全学奥倒葉ｆ『蕊翻漁村における＜村落統合〉
の撒会人類学的ljll究一［】半の躯例との比
畿から」

社会学葛慧芳『社会変鋤と人ｌｌｉ１形ﾙﾋﾞｰ'1'鰯の＜典
革Wt代>の'1鐇史から」

?l会綱祉学稲沢公一一端緋騨:!；背セノルフヘルフ・ブ

ルー￣７の紙礎的研究一纏鯵鍋係論の検
弓６，

⑨､』戸

?i会編搬学Ｍ鴎iWi報)亀；)す：スト繍難[KI家の総紬洪総
体#iリー綴靴多戴1=侭アプローチの蕊lｌｌＬ

ニハヘハヘＰリーー､へ－－－⑤、ヂヂムニ円一一一ハヘダヘゲリ￣～～へ八㎡■－－－

会鐵j;L動
～､～へRヘハヘー穴角グハハチザー鈩己凸公串ムヂツヅ巴ハダーヘヘハニ幹へ￣－宇悩～

蝉Yi繩

〈鐡蝿）

《(繭ﾘ『）

及野大学産業社会学部纈酋総祉学科/助籔饗
雛()-12及盤];雛|:(IllljF迄蕊tj5iii-l

38`-13何．上(Hii7中野6:〕鰈l-B-lll
職iliiil)20：（38）Ｓ９鞠

いわき咽難入学人又学鑓『!;会学凝

り7(）描蝿il7：.》わきiIr`|'央含蟻野5-5-1
電話()2.1(）（29）７２Ｍ

韓鱗鱗迩灘北大学校／人丈大学ｉｌ緩11文学科
窓輿穀授

7G2…701大邸恵域rILIiXX山協濁1:;7(）

電話橇{薊０５３（950）615(ｊ

ＦＡＸ鰹i鍬)5３（94()）２０()！

(懇I大学人文学部経淡学科

電iWiO883（ざ盤）８２２８

１５７織知市朝倉率ｌ８Ｉ－ｌＩ斑苅入学樹鋳

燐夜竹■

（鐡鰐）

へ､少･閂－．，四Aニゴーヘニヘー分へ昴切￣■■￥ぬ二UAｸﾞLA砂､ヘグーー孟一～

言|、報
０℃～宇田へｸﾞｰ－屯､Ｐｕ～、ＡＰＵ￣￣Ｖ～、へ’し角一Ａみ～、～守凹、－￣

・本会会風。磯村英～たｉｆ（祥/名誉敬授、祥/学術撚
獅・ノと学技）が』ｌｌ５ｉｌ（j1）麟内Ｉ!)蝋のため進くな
詮享嬢９１歳とご繊齢ながら、lifIl】宗で倉鐡ｉＥｌｉ１席さ

銅ろなど、元気に活雛さ才iていたので．鯛係荷が驚く
慈逝であつお．Hlj121llに;ま-．稀ケ激康子先liの逃蕊配
・念》《‐チ〆；二開会カハら鰐会までｉｉｉ辮塵す【て、スピーチ

で（段・齢ケ謙先生と憾ごｆ文だが、ふたまわり上とい

う二とで．参会薇の笑いを誘われ、『若人差別をする

饗１Ｍ}難}爵

(織鰯》

＿〈化醗）

鐵紫I燕

（職場）

（縦所）

”■■－－－－…￣￣ 



職人できるようになりましたので御利用下さい＝店頭

での注文、受け取り、送料なしの価格で、数日後に受

け取れます。

・隆年にわたり、事構局の主戦力だった旭氏がめでた

く1A野人学に就職され、噸務局のパワーは激減状態で

す．本ニューースレターも本来毬４月に発行を予定して

いましたが．遅れに迩救ました：申し訳ありません。

・新|:ｌ純介の欄まで手がｉｔ則りませんでした‘こｵTもイ

ンターネソトで、ｉ１本識壕出版飯売の扱う幾欝５３万聯

が１'１ｔp://wwKvlxx1kざ.<,『ルで検索できます釣

で、会輿名でお調べﾄﾞさい。

【43号電話０８３９〈､19〉４１Ｉ８ＦＡＸ雅用

Emailxiac⑰cc,kochi-lLac・jｐ

ヂーー陰Ａ夢￣～￣へ～由－－－－ニーーー学堺■、￣～￣ヘグ

＿裳胚遁fＲ－－－

、群馬県板倉町の1if倉ニュータウン廻識用地WkE板倉

キャンバスが1997年４月に鯛議された。，l{命科学部と

凶瞭地域学部の２学邪にほとんど新鎌Ⅱ}の数授勲での

うＥＩＬニュ…タウン計灘の一環として東武熱に縦]Ｍ〔

;れくや諭雛が開業し、快速が浅iiX、化千住、祥１１部？〕

次にそ二に停車。ｌ(>月から戸逮て住宅の分鋼か輪ま_）

、‐“つつ

・ドt灸学iIljljtl1lIlIl,没織授

ド|会学科に膝中ljI伸樹歎授

鋪ご部社会'孫1ｋ任松本鐵．職授

嚇艸I雑念学科姫ｉｆ入職尚織疑

社会編靴学科頓(［佐蕊綴道散授

マスコミ学専攻獄ｆ二ｉｔ俊諦敦授

上Ｉ会心蝿学専攻}ﾐｲﾓ化村英哉助織佼

卿`!;鯨学専攻-1是任溝禰髪郎激授

馴麓{ﾐｲ{ニ芳賀蕨帆教授．ノポH1填恥穀授

、ノ（や暁社会学研究科委員長広瀬英彦教授

駄会学鄭攻班(【高纏直之毅授

#h会鵜祉学専攻主ｉｆ鞭}'１暁iH疑授

総祉社会システム専攻1皇任人坪il7-h教授

，1997年l()ﾉjｌＢｌｌ（上）爾水公館で東洋大学ﾉ〈学院*ｋ

左γ:iiH究科院'|ゼセミナーが織艦さｵ,た’社会学専攻．

紘会締祉学w'攻、櫛祉ﾄﾞﾋ会システム呼衷(z)醜’);禰氏鈴

篭炎と。胸ﾘ(ILiii也数授（筑波大学）の講淡がｲﾌﾞわｵ,裏

した、ノと学院研究孫褒(１１A【のｊｉＬｉ顛英穆允二t;を(哀じ約各

:\現で擬涌されているｶﾞﾊ光''１からコメントと激域釣蔦：

蕊が贈られました≦盛会でした：

・入野マキ光２tが1997年獲鉛鰯内瀞宇１，$。

・再多川靭宇先,|了が１９９７年痩翻焚期海外ｌｉｊ強中：プラ

ジノい巷シハヴロホにあゐ11本学総振興会研究笠ルダ

ー所跿古して活躍ざｵミても》るグプフジル移於研究等9Ｊ

嘉鏑が誹繍さ猿て、先般名誉ある賞ぞ受;ナら４１だ：

、イシダネヅトで１１〔郡ﾉこ学ｇ〕↑/{餅が公{ｌＭさｵＸＺい友

-丁

⑲,すいムヘジ．アドレス

11(灘〉ご?：！)(!｝;：／/ｗｗｗ“ｙｗｌ(..』,）

化妥下;・Ｉｉｉｈ１１｢:：／/ｗｗｗＲｌ凡:.⑪y“;((P血）

□ 漣

● 

ヨヘ日

、礎§|(②会報；よ印刷所に印蝋を発注していましたが、

フ軍.ゾピーでﾉﾘ(穂を入れるのならと、本紙は原稿事ｊ

ｉｉＭＬＩｉＭ■がtlXrメールでだ換しながら徐々に作りｉ：

;『、１１:門iii必xjj(堂（及彊が結鍋さ才､表した〉で鍬

Ｍ１１ｏＷＷ込みをして。鎌ｌｉｉ・佐久i剛が発送i二%之#)ま

Ｌだ‘↑!ｆ報化ｶｾﾞ進んで１Ｗ陥り綿餐の:Zrえトダヴ＞|まで紫

張‐たが、兇幾えば輯吟まず、やむを得ないところで

す．ところで、ｲﾄ祷扇侭腫溌任したいと塾Ｉ)`と;をぶつ

ぶつ/ｶｰ:〆逼翰;）議す．

β～、￣…～Pヂレヘゲッ、ヘタＶ、ヘリ、ペヘハゾレＶＶ､点り、Rザ、A研串げ、ＰＶ､がヴレヘデザ孚浄‘

学会雑報
グリミゾ

.『白山社会学研究』大学生協に販売委託

類溌太字'1;鰯に？｢11[Iｷﾞﾋ会学瞬究』の飯允を齢〔し

ました。劃iilのﾉﾐ学ft;鰯を通!:芒て、バックYl-ン，（を


