
日本高齢者大会中央実行委員会 

日本高齢者大会の経過 

年月日 回数・名称 開催地 会場 延べ参加 

1987.9.1～9.2 第 1回全国高齢者大会 京都 京都会館・教育文化センター・社会福祉
会館 

4,000 

「わたしが歩いた道」花沢徳衛（俳優） 

1988.9.1～9.2 第 2回全国高齢者大会 福島 飯坂温泉・福島県文化センター 5,000 

「人生、これ青春」松田解子（作家） 

1989.9.1～9.2 第 3回全国高齢者大会 埼玉 埼玉大学・上尾市 埼玉県立運動公園

体育館 

11,000 

「生命よ！平和よ！そして未来を！」肥田舜太郎（医師） 

1990.9.1～9.2 第 4回全国高齢者大会 岡山 岡山市総合体育館・岡山大学 8,500 

「人間らしく生きるために」児島美都子（日本福祉大学教授） 

1991.9.1～9.2 第 5回全国高齢者大会 石川 片山津温泉 2,000 

「高齢者運動の原点から学ぶもの」荕昭三（医師・全日本民医連会長） 

1992.9.1～9.2 第 6回全国高齢者大会 東京 箱根 小涌園 4,000 

「すてきに長生き…バトンタッチ近く」櫛田ふき（婦団連会長） 

1993.9.1～9.2 第 7回全国高齢者大会 岩手 花巻温泉 2,200 

「憲法、そして世界人権宣言４５周年」小川政亮（全日本福祉大学教授） 

1994.9.1～9.2 第 8回全国高齢者大会 愛媛 県民文化会館 道後温泉 4,700 

「高齢者の生きがいと福祉」一番ヶ瀬廣子(日本女子大教授) 

1995.9.1～9.2 第 9回全国高齢者大会 群馬 水上町観光会館・水上温泉 3,050 

「戦後５０年と高齢者」畑田重夫（国際政治学者） 

1996.9.1～9.2 第 10回日本高齢者大会 愛知 名古屋市総合体育館・蒲郡市三谷温泉 8,000 

「食とともに歩んで」村上昭子(料理研究家) 

1997.9.1～9.2 第 11回日本高齢者大会 北海道 札幌市、北海道厚生年金会館 5,000 

「老後こそ豊かに」暉峻淑子（埼玉大学名誉教授） 

1998.9.1～9.2 第 12回日本高齢者大会 長野 長野市スポーツアリーナ、戸倉・上山田
温泉 

6,000 

「生きて輝く」加藤正（パラリンピック選手） 

1999.9.1～9.2 第 13回日本高齢者大会 広島 平和記念公園周辺施設、サンプラザホ
ール、宮島 

6,000 

「生きがいのゆくえ」木津川計（上方芸能代表、立命館大学） 

2000.10.1 ～

10.2 

第 14回日本高齢者大会 神奈川 パシフィコ横浜国際会議場 7,300 

「いきいきと老いじたく」小山内美江子（脚本家） 

2001.9.16 ～

9.17 

第 15回日本高齢者大会 大阪 府立体育館・大阪国際会議場 9,600 

「元気なお芝居、笑いのお芝居」茂山千之丞（狂言役者） 

2002.9.2～9.3 第 16回目本高齢者大会 東京 東京体育館・工学院大学・日本青年館 9,000 



「みんなのいのち輝くために」大谷昭宏(ジャーナリスト) 

2003.9.28 ～

9.29 

第 17回全国高齢者大会 静岡 アクトシテイ浜松 5,000 

「ぎんさんに学ぶ…１００歳まで生きる健康術」室生昇（医師・保団連会長） 

2004.9.15 ～

9.16 

第 18回目本高齢者大会 千葉 千葉ポートアリーナ、市内公共施設 5,540 

「講談で語る高齢期いきいきライフ」宝井琴桜（講談師） 

2005.ll.15 ～

11.16 

第 19回日本高齢者大会 神戸 国際展示場ホール、公共施設 5,600 

「人間を考える」藤本義一(作家)  

2006.9.27 ～

9.28 

第 20回日本高齢者大会 静岡 ニューフジヤホテル、公共施設 3,500 

「社会保障改悪と高齢者問題」井上英夫(金沢大学教授) 

2007.9.17 ～

9.18 

第 21回日本高齢者大会 神奈川 パシフィコ横浜・国際会議場 5,000 

「老人の怒りが、いま大きな力に」なだいなだ（作家・精神科医） 

2008.9.8～9.9 第 22回日本高齢者大会 新潟 朱鷺メッセ 5,000 

「高齢者に安心できる医療と希望を」高橋泰行（日本生協連医療部会運営委員長） 

2009.9.14 ～

9.15 

第 23回日本高齢者大会 別府 ビーコンプラザ 4,200 

「介護保険 10年目の検証と高齢者運動の課題」伊藤周平（鹿児島大学教授） 

2010.9.13 ～

9.14 

第 24回日本高齢者大会 水戸 茨城大学、茨城県立武道館 4,600 

「人にいのち、音にもいのち」池辺晋一郎（作曲家・東京音楽大学教授） 

2011.9.12 ～

9.13 

第 25回日本高齢者大会 青森 青森市文化会館ほか 4,600 

「東日本大震災が高齢期運動に問いかけるもの 

 ～憲法を足場に生業と生活の再建を～ 」 日野秀逸（東北大学名誉教授） 

2012.10.10 ～

10.11 

第 26回日本高齢者大会 香川 高松市アルファーあなぶきホールほか 5,100 

ふまじめ介護かく語りき・・・田辺鶴英(講談師) 

2013.9.12 ～

9.13 

第 27回日本高齢者大会 三重 三重県総合文化センター・三重大学 5,300 

老人漂流社会・・・このまちでくらしたい   

板垣淑子(NHKチーフプロデューサー) 

2014.9.11 ～

9.12 

第 28回日本高齢者大会 富山 富山大学・富山市総合体育館 5,200 

平和な未来をきづく「100人の村 あなたもここに生きています」 

       池田香代子(翻訳家・社会運動家) 

2015.9.15 ～

9.16 

第 29回日本高齢者大会 和歌山 和歌山大学・県民文化会館 5,200 

戦後 70年 日本の未来へのメッセージ 

安斎 育郎(立命館大名誉教授・安斎科学平和事務所所長) 

2016.8.28 ～

8.29 

第 30回日本高齢者大会 東京 大正大学・東京国際フォーラム 10,000 

「憲法７０年 未来へのメッセージ」  

 鳥越俊太郎（ニュースの職人） 

2017.10.28～

10.29      

第 31回日本高齢者大会 沖縄 沖縄コンベンションセンター・沖縄国際大学 台風の為中止 

「女性記者が見る基地・沖縄」 

    島 洋子（琉球新報政治部長） 



2018.11.25 ～

11.26 

第 32回日本高齢者大会 熱海 ニューフジヤホテル・ホテル大野屋他 3,500 

「ゆれ動く世界経済と日本の行く末」  浜 矩子（同志社大学大学院 教授） 

2019.9.25～ 

9.26 

第 33回日本高齢者大会 福島 ユラックス熱海・磐梯熱海温泉 3,800 

「原発事故から 8年半！ふくしまの現実と原発ゼロへの道」 

 安斎育郎（立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長） 

2020 年は 2021

年に延期 

第 34回日本高齢者大会 長野 新型ウィルス感染拡大のため 1年延期 

   

2021.9.23 第 34回日本高齢者大会 長野 JA 長野県ビルアクティーホール・会議

室/県外は zoom参加 

3,563 

「コロナ後のめざすべき社会は？その実現のために必要なことは？」 

中野晃一（政治学者、上智大学国際教養学部教授） 

2022.11.23～ 

11.24 

第 35回日本高齢者大会 京都 ロームシアター京都・京都市内会場 

オンライン参加 

3,380 

 

「ゴリラから学んだ多様性と共生が生かされる社会づくり」 

 山極 壽一（総合地球環境学研究所 所長） 

 


