
  

 

 編集：「いきいきモニター会議」 

 協力： J：COM下関 

J:COM下関連携「いきいき市民講座」 
企画：「いきいきモニター会議」 
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もくじ 

        

  はじめに 

 

  誕生の苦しみと5大学の協力（1～100回） 

 

  地域社会参画型への発展（101～200回） 

 

  更なる発展のために 

 

     （注）出演者の肩書やタイトルは、全て出演当時のものです。 
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はじめに 
   
 「いきいき市民講座」は関係者全てがボランティアで構成
されるユニークなプロジェクトです。 

  
 「いきいきモニター会議」が番組の企画・交渉を担当し、

J:COM下関が提供するケーブル・ネットを通じて、放映さ
れています。この９月で200回目を迎えました。 

 
  
     これまで放映された200本のＤＶＤは、下関市立中央図書
館に寄贈され、館内閲覧に供することになりました。 

   
      この資料は、「画像で振り返る200回小史」として、 
 皆さま方にお届けします。 
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               2007年4月 
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「いきいきモニター会議」初代会長 
  山本猛彦氏 

Ｊ：ＣＯＭ（ケーブルネット）下関
代表取締役社長 斎藤 稔氏 

      提供：Ｊ：ＣＯＭ下関 



第1回「1円で作れる株式会社」 
東亜大専任講師 藤野元博氏     2007年5~6月放映 

5      提供：Ｊ：ＣＯＭ下関 



第2回「消費者問題・悪徳商法対策」 
東亜大専任講師 福田達也氏     2007年5~6月放映 

6 

     提供：Ｊ：ＣＯＭ下関 



 

少子・高齢化社会の進展 

健康寿命の拡大 

社会的ニーズの変化、欲望の変化 

学習意欲の増大、生涯現役 

文化的活動と社会貢献意欲の増大 

地域活性化 
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 企業の社会貢献意識の高まり（ＣＳＲ） 
  ジュピターテレコムグループ 
    とＪ：ＣＯＭ（ケーブル・ネット）下関 

 
 大学の三大使命  
  「研究」、「教育」、「地域貢献」 
  「象牙の塔」は昔物語 

 
 個人や地域の社会貢献意識の高揚: 
             「地域共感」、「地域共鳴」 

 
 下関市教育委員会の後援 
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いきいき 

市民講座 
視聴者 

 

  
    

収録 
TVネット提供 

  番組企画 
  出演交渉 9 

後援：下関市教育委員会 



 
 2007年  4月 「エルダーいきいきプロジェクト 
         市民講座」スタート  
         月2本、1時間（55分）番組 

 
 2007年  6月 「いきいきモニター会議」発足 
       
 2007年  7月 「定款」制定（6月遡及実施） 
       
 2015年  4月 月2本、30分（27分）番組に 
 2015年 10月    200回記念 
                     ＤＶＤ一式（1～200回）を 
           下関市立中央図書館へ寄贈予定 
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 基本方針 
 

（目 的） 

第３条 1）社会の第一線で活躍してきた世代層
に対し、積極的な地域社会への参画を促し、
その有する経験やノウハウを活かして、健康
で文化的な“いきいき社会”を創出するリー
ド役になることを期待する。 

 

   2）この共通認識の下に、Ｊ：ＣＯＭ下関と本
会議の連携を推進し、その提供する番組を通
じて、地域社会の活性化と人材の育成に貢献
することを目的とする。 

 

   3）この目的を達成のため、市民や視聴者の目
線に立った番組支援組織として本会議を設置
する。 

             

               （原文のまま） 
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定款に基づく任意団体 
定例総会：毎年6月第2土曜開催の原則 
      年間目標の設定、視聴者クレーム対応 
      番組企画、出演交渉 
臨時総会：過去2回（定款制定、会長交代） 
番組企画会議：前年11月頃素案作成、当年 
        1～3月に最終決定、4月スタート 
月例会議：収録時必要に応じ開催 
その他：社会貢献（清掃活動）、懇親会 
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下関5大学オープン・キャンパス＆学園祭 

第32回「下関5大学オープン・キャン
パスあれこれ」2008年9月放映 

第36回「下関5大学大学祭あれこれ」
2008年11月放映 

        提供：Ｊ：ＣＯＭ下関 
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第80回「アフリカでのバレーボール普及指導の体験」 

JICA青年海外協力隊小林健太氏（東亜大出身） 

民族衣装で出演の小林健太氏 

  

 2010年8月放映 

 

   提供：Ｊ：ＣＯＭ下関 14 



第4回、第6回、第8回「知らぬと損する年金問題」 

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ       2007年7月、8月、9月放映 

第8回放映Ⅲ 熱演する梶原晴利氏 

   提供：Ｊ：ＣＯＭ下関 
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第11回「あなたも裁判官」、第24回「裁判員制度を

考えるⅡ」 2007年11月＆2008年5月放映 

右から加藤、福田、藤野各氏 
第24回放映 

   提供：Ｊ：ＣＯＭ下関 
16 



第91回「裁判員制度の検証」 

2011年3月放映 

この番組は、2012年5月アーカイブスとして、北九州、福岡地区90万世帯に 
再放映された。 

     提供：Ｊ：ＣＯＭ下関 
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創建功労者 

 

「いきいきモニター会議」メンバー 

  下関5大学の協力・近隣社会の支援 

 

  林 三雄先生 

 

  村上明夫先生 
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第114回”名君「そうせい侯」収録風景 

林三雄氏 2012年2月放映 

他に、第10回「長州士魂」（2007年10月）、第13回「長州士魂Ⅱ」（2007年12月）、第45
回「高齢社会をいきいきと」（2009年4月）、93回「命の学習」（2011年4月）出演 
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第18回「日本海軍の経営組織」 

2008年2月放映 福岡富太郎氏（モニター会議メンバー） 
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顧問：村上明夫氏 

未完に終わった幻の「最近の経営倫理を斬る」（モニター会議副会長） 
：番組予定に入れるも未収録に終わる。 
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第100回記念第1部 
鼎談「関門エリアの活性化 

を語る」2011年7月放映 

ゲスト（中央から右へ） 
 北九州市長  北橋 健治氏 
 下関市長   中尾 友昭氏 
 山口銀行頭取 福田 浩一氏 
司会：いきいきモニター会議 
         会長大隈暉氏 

     2011年6月19日付山口新聞 
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第100回記念第2部“市長と若者が熱く語る「関門エリア

の未来と下関」”2011年7月放映 

 

中央：下関市長     中尾正昭氏 
司会：下関市立大准教授 佐藤 隆氏 
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 1回から100回、101回から200回へ向けて 

 

出演者と内容の変化 

  大学中心から社会人比率増大へ 

  研究・教育型から実社会体験型へ 

 

番組時間の変更 

  1時間番組から、30分番組へ（2015年4月～） 

  第189回以降 
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25 

（注）対談、座談会講師は出演者全員をカウントし、団体は   
          一人として計上した。 
 

   【単位：番組回数、講師人数、（％）】 
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    【出演講師ジャンル別分類】 



第21回「くじら博物館」くじら博士和仁浩明氏、下関市立大学学長坂本鉱二氏 
2008年4月放映            収録 於：下関市立大学大学院教室 

         提供：Ｊ：ＣＯＭ下関 
27 



第26回「幼稚園教育と人間の成長」
梅光学院長 岡崎新太郎氏 

2008年6月放映 

提供：Ｊ：ＣＯＭ下関 
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第40回「後悔なき航海のために」水産大学校前校長（学長） 2009年6月放映 
 

   提供：Ｊ：ＣＯＭ下関 
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第47回「これからの大学経営」下関市立大学理事長松藤智晴氏、山口新聞 
特別編集委員佐々木正一氏 2009年5月放映 

      提供：Ｊ：ＣＯＭ下関 30 



第52回「私立大学の特色ある経営」梅光学院大学学長中野新治氏 
2009年7月放映 

提供：Ｊ：ＣＯＭ下関 31 



第119回「お魚とのおいしい付き合い方」水産大学校理事長鷲尾圭司氏 
2012年5月放映 

この番組は、2012年6月アーカイブスとして、北九州、福岡地区90万世帯に
再放映された。 
 

     提供：Ｊ：ＣＯＭ下関 
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 第133回 

「アコヤガイ（真珠貝）
の呼吸」 

 水産大学校校長 

 山元憲一氏 
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    提供：いきいきモニター会議ＨＰ 



2013年1月放映 

 （注）他に、第93回「下関市立大学への招待」 
         下関市立大学学長荻野喜弘氏 2011年4月放映あり 

提供：Ｊ：ＣＯＭ下関 
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 第147回「下関市立大学の新しい役割…若者の果たす地域活性化の視点から」 
               下関市立大学長吉津直樹氏 2013年7月放映 
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（注）他に、第108回「下関経済をふりかえって」下関市立大学教授吉津直樹氏   
      2011年11月放映 あり 



 

 

 

 

 

 

 

    

    「いきいきモニター会議」定款 
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• 財産権 

• 対価 

• 人格権 

• プライバシー 

• パブリシティー 

• 社会倫理 

• 企業倫理：放送倫理綱
領 



日野原重明先生“長寿の秘訣”＆“命の授業” 
第123＆124回 2012年7月放映 

第124回“命の授業”講演風景 於：下関市生野小学校 
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第183回「功山寺挙兵の歴史的意義」海原徹氏 
出張収録 下関市長府功山寺  2015年1月放映 

           於：功山寺本堂 
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高杉晋作回天義挙像 

         下関市長府功山寺 
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異能の講師：クリストフ・ポンタル氏（仏） 
第90回「現代における武術の必要性ー道を求めてー」 

                    2011年2月放映 

    提供：Ｊ：ＣＯＭ下関 
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元西鉄ライオンズ池永投手出演 
第115回「甲子園球児が語る“わが野球人生”」 
2012年3月放映 

 

 この番組は、2012年4月アーカイブスとして、北九州、福岡地区 
 90万世帯に再放映された。 
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第146回「下商野球部と人間形成」 
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お宝発見：ベーブ・ルースのサインボール 

      提供：小田明氏 
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第143回「平家物語と赤間神宮」 

2013年5月放映 

宮田尚梅光学院大学名誉教授  赤間神宮水野直房宮司 
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下関市赤間神宮 
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重要文化財・長門本「平家物語」の世界 

第170回 2014年6月放映        

    梅光学院大学名誉教授 宮田 尚氏 

於：赤間神宮会館 46 



出演者数最大の幡生“八朔踊り” 
第142回  2013年4月放映   

                                 下関市幡生町”八朔踊保存会” 
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林三雄氏と並ぶ 

社会人出演記録を誇る歴史家前田博司氏 

  

 第3回“我がまち下関の「魅力」
と「品格」”2007年7月放映 

 第74回「郷土史へのアプロー
チ」2010年6月放映 

 第98回「また消える“歴史の証
人：旧山陽ホテル”」２０１１
年６月放映 

 第179回対談「北前船と赤間関 

  ～下関繁栄の原点～」2014年 

    11月放映 

 第181回「続：赤間関と北前船 

    ～下関繁栄の原点～」2014年 

    12月放映 
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下関市教育長波佐間清氏 

 

 

 第196回「新しい教育委員
会制度」2015年7月放映 

 

 第197回「下関市の教育改
革」2015年8月放映 
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下関市立中央図書館へＤＶＤ寄贈 

 2015年3月「覚書」調印式  

 下関市立中央図書館 安冨館長と 

           いきいきモニター会議 北村会長 

  於：下関市立中央図書館 
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第6回「いきいきモニター会議総会」 

2012年6月 

     於：Ｊ：ＣＯＭ下関 2Ｆ 
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第4回懇親会風景“突撃！山Ｄさん”を囲んで 
2015年2月 
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Ｊ：ＣＯＭ下関社会貢献活動 

安岡海岸清掃参加 

     安岡海岸入口 
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            2015年6月13日定例総会承認後 
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                                                2015年6月13日定例総会承認後 
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  市民や視聴者の目線に立った番組企画 

 

  “いきいき社会”を創出するリード役 

 

  地域社会の活性化と人材の育成に貢献 
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                                                          対 談 
 
       いきいきモニター会議   初代会長     山本  猛彦氏 
                    二代会長     大隈   暉氏 
                    三代会長     北村   章氏 
       Ｊ：ＣＯＭ下関      常務取締役  藤野  悦郎氏 
 

J:COM下関連携「いきいき市民講座」 
企画：「いきいきモニター会議」 
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前編（9月1～15日）＆後編（9月16日～30日） 

 J:COM下関12ｃｈで9月放映中 
 



 

 

 唯今（9月1日～30日）、Ｊ：ＣＯＭ下関12ｃｈ
で掲題「いきいき市民講座」が放映中です。 

  

 是非、一度ご覧ください。 

 

 時間帯は、月～金 10：00～、火＆木18：00～、
土、日は22：00～から、それぞれ30分です。 

 

58 



  

 

 編集：「いきいきモニター会議」 

 協力： J：COM下関 

J:COM下関連携「いきいき市民講座」 
企画：「いきいきモニター会議」 

    ありがとうございました 

     編集責任：大隈 
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