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                Ⅰ．第 66 回大会案内                    

 西日本社会学会第 66回大会は、下記の通り開催されます。 
 

 日時：2008（平成 20）年 5月 10（土）・11（日）  

 場所：活水女子大学  
〒850-8515 長崎市東山手町 1-50 TEL 095 -822 -4107 ／ FAX 095 -828 -3702 
 http://www.kwassui.ac.jp/college/ 

 

ⅰ．参加・発表申し込みについて 

  

 本大会への参加をご希望の方は、同封の葉書にてお知らせ下さい。懇親会の参加についてもご記入さ
れるよう、お願いいたします。また、不参加の方も、その旨ご連絡下さい。自由報告の発表をご希望の
方は、同じ葉書で発表題目をそえてお申し込み下さい。多数のご参加をお待ちしております。 
 

発表申し込み締め切りは、3月 24日（月）必着です 

 

  例年よりも、早い締め切りとなっておりますので、お気をつけ下さい。期限に遅れた申し込みは受
理できませんので、締め切り厳守でお願いいたします。 
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ⅱ．歓迎の言葉  

活水女子大学 園井ゆり  
 

 第 66 回西日本社会学会を、活水女子大学でお引き受けすることになりました。本学では社会学関係
の学会としては初めての開催となります。この機会に会員の皆様をお迎えできますことは大変光栄であ
り、私ども一同、皆様を歓迎申し上げます。 
 長崎市の東山手、オランダ坂を上りつめた丘の上に位置する活水女子大学は、本年創立 129年目を迎
えます。本学の歴史は、アメリカのメソジスト教会から派遣された宣教師エリザベス・ラッセルが活水
女学校を創設した明治 12 年に始まります。以後、女学校から、短期大学、さらに四年制大学へと時代
の流れに沿って組織のあり方が変わり、今日に至っています。現在は、文学部、音楽学部、健康生活学
部の 3学部より成り立っています。 
 「活水」という名前は、「我が与える水は彼の中にて泉となり、永遠の生命の水湧きいづべし」という
新約聖書の一節に由来します。永遠に活ける水を汲みとり、その水脈をこの世に満ちあふれさせるよう
な女性の教育が建学の精神として受け継がれてきた所以です。以来、キリスト教精神に根ざした教育の
もと、中山マサや神近市子をはじめ、日本の近現代を支えた多くの女性を世に送り出してきました。 

皆様をお迎え致します 5月は、中庭にある大楠の新緑と校舎の赤い屋根があざやかに映える季節です。
学内には昭和 8年に建築されたチャペルが現存し、丸カーブを描く木製のベンチと黄色の色ガラスに歴
史の息吹を感じることができます。学外は、眼下に出島湾が広がり、大浦天主堂やグラバー園、新地や
思案橋界隈に囲まれています。学会の合間には、キャンパス内外を楽しんで頂けるかと存じます。皆様
のご来学を心よりお待ち申し上げております。 

 

ⅲ．シンポジウムの概要 （登壇者の所属は、2008年 2月 10日現在） 

テーマ 『 リスクとソーシャル・キャピタル 』 

報告者   

安立清史（九州大学）  「NPOとソーシャル・キャピタル形成」（仮）  

松本貴文（熊本大学）  「リスク社会時代における農山村社会と地域ネットワークの再編」（仮） 

山下祐介（弘前大学） 「地域のリスクと資源－防災・福祉・環境コミュニティをめぐって」（仮） 

コーディネーター・司会   

城戸秀之（鹿児島大学） 三隅一人（九州大学  

 
 ウルリッヒ・ベックのリスク社会論は、豊かさや自由の追求が同時にリスクの生産と分配をともなっ
てきた、近代の自己加害的な（その意味で再帰的な）側面を、浮き彫りにしてくれる。リスクは人の意
思決定（行為）にともなって起こる危険であり、地球温暖化などの環境的リスク、原子力や食品添加物
などの技術的リスク、そして、失業や犯罪などの社会的リスクが指摘される。これらを回避しようとす
れば何らかのライススタイルの変更は避けられず、かといってそこで個人の力が及ぶ範囲は限られてい
る。究極的には人類の歩む道についての集合的意思決定の問題であるが、もう少し日常生活に近いとこ
ろで考えても、その意思決定の政治に関わるには何らかの集団的プロセス（端的には連帯）が必要であ
ろう。ところが、リスク社会はそこに介在すべき中間集団の解体を前提とするので、連帯はありうると
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しても選択的コミットメントを基盤とせざるを得ない。そこでの紐帯は常に不確実であり、その不確実
さを減じるべく自己投入すればするほど、紐帯瓦解のダメージは大きい。集団や連帯の形成それ自体が
リスクを背負うのである。こうして考えると、災害や事故に対する社会的対応の問題も、リスク社会論
の射程に入ってくる。 

 リスクや災害に対処するための、それ自体がリスクをともなう連帯の形成。とりわけこの問題に関し
てリスク社会論は、ネットワークや信頼がより良い社会状態の創出に貢献する側面を照射するソーシャ
ル・キャピタルの視点と、次の 2点において関係づけられる。①個々の紐帯の不確実性を抑制するネッ
トワーク特性、あるいは、それによるリスクを回避しながらネットワークの働きを維持する仕組みの問
題。②キャピタルとしての「資本蓄積」と、リスク回避の意味での「より良い社会状態の創出」との関
係づけ。その概念的可能性と、実践的意義。端的にいえば、＜リスク回避プロジェクト＞の目的をどう
設定することが、ソーシャル・キャピタルをうまく引き出す上で有効であるかという問題。ここでいう
目的には支援、アセスメント、異議申し立て等が考えられるし、それぞれに適したネットワークの組織
化（とりわけ活動対象や関連団体等とのネットワーク関係）が考えられる。 

 リスクもソーシャル・キャピタルもややあいまいな概念なので、それぞれの論点整理と相互の関係づ
けの視点は、上記の他にも多様にありうるだろう。報告者には、以上のようなリスクとソーシャル・キ
ャピタルの絡みを大枠としつつも、柔軟に、それぞれのご専門の領域から具体的な事例にそくした問題
提起をしていただく予定である。目標は、それらの具体的な議論から、リスクとソーシャル・キャピタ
ルを組み込んだ社会理論のあり方を論じることである。司会が討論者をかねて議論の整理と論点の展開
を行うが、不確実性は必至である。それによるリスクを回避してより生産的な議論を展開できるように、
フロア全員の連帯的貢献をお願いしたい。                    

（文責：三隅一人） 
 

ⅳ．交通案内 

 

 
路面電車 ：JR 長崎駅 から 1 系に乗車し「築町」で 5 系に乗り換え、「市民病院前」下車（所要時間約 15

分）後，徒歩 4分 

 

バス   ：JR長崎駅南口バス停から長崎バス 30系、または東口から長崎バス 40・60系に乗車し、 

   「市民病院前」下車(所要時間約 15分)後、徒歩４分 

 

タクシー ：JR長崎駅から約 5分 
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 ⅴ．宿泊案内 

 

地区 ホテル名 住所 電話 料金 
ホテルニュータンダ 〒850-0843 長崎市常盤町 2-24 095-827-6121 ※ 9,355～ 

※ホテルニュータンダでは、予約のさいに「活水女子大学にて開催の西日本社会学会関係者」とおっしゃってい
ただければ、活水特別価格（￥5,700 朝食付）にてご宿泊できます。 
ホテルモントレ長崎 〒850-0918 長崎市大浦町 1-22 095-827-7111 5,300～ 
ロワジールホテル長崎 〒850-0918 長崎市大浦町 2-33 095-824-2111 8,000～ 

活水 
周辺 

全日空ホテルグラバービル 〒850-0931 長崎市南山手町 1-18 095-818-6601 12,705～ 
新地 ミナトパーク長崎 〒850-0842 長崎市新地町 8-16 095-827-1311 5,250～ 

ホテルベルビュー長崎 〒850-0057 長崎市大黒町 7-3 095-833-2800 5,800～ 出島 
東横イン 〒850-0036 長崎市五島町 5-45 095-825-1045 5,460～ 

JR九州ホテル長崎 〒850-0058 長崎市尾上町 1-1 095-832-8000 6,900～ 
ホテルウイングポート長崎 〒850-0057 長崎市大黒町 9-2 095-833-2800 5,800～ 

駅前 
周辺 

ホテルクオーレ長崎 〒850-0057 長崎市大黒町 7-3 095-818-9000 6,300～ 
 

              Ⅱ．会員異動                       

 

住所変更（順不同） 
酒井 出  藤嶋 康隆  高嶋 正晴  平田 暢  山田 富秋  水上 英徳  大畠 啓 

 

転居先不明（順不同 ＊は再掲）  
池内 一樹＊  川上 周三＊  岡本 晴美＊  李 珊＊    横山 美栄子＊  山本 賢治＊  

宮本 晋一＊  中村 淳子＊  原田 幹子   佐藤 亜紀   中山 妙華 
 

             Ⅲ．事務局からのお願い                                

 

● 平成 19 年度までの学会費が未納の方におかれましては、何とぞ納入くださいますようお願い申し上
げます。 

 
● 西日本社会学会のホームページを、下記 URLにて運用しております。ご意見等ございましたら事務局
までご一報下さい。http://www.lit.kyushu-u.ac.jp/~sociowest/ 

 
 

【 編集後記 】 
 

● 学会ニュース 125 号をお届けします。今回は第 66回大会の案内号です。お忙しいなか、御玉稿をお
寄せいただいた先生方には深くお礼申し上げます。 

 

● 次回ニュースの発行は、4 月初旬の予定です。住所・電話番号・所属機関などの異動、また宛先不明
の方のご連絡先をご存じの方は、事務局までご一報下さい。よろしくお願いいたします。 

         （事務局：深山 雅宏） 


