ILC Global Alliance

30 Anniversary
th

ILCグローバル・アライアンス

GLOBAL ALLIANCE

INTERNATIONAL LONGEVITY CENTRE

Designing the Future of Ageing

30周年

#ILCGlobal30

Message from the
founding members

創設メンバーあいさつ

1990年の創設当時、私たちが目指していたのは、高齢者やエイジングに関するメ
ディアや公の場での取り上げられ方を見直すとともに、エイジングや長寿のプラ
ス面を促進し、また人口高齢化へ適応するために世界中の社会を支援することで
した。
Back in 1990 our aim was to reframe the way media and public discourse
私たちの夢は、高齢者による前向きな社会貢献や更なる健康長寿のメリットを促
addressed older people and ageing, to promote the positive aspects of
進する、ILCグローバル・アライアンスを構築することでした。
ageing and longevity and support societies across the world to adapt to
ageing populations.
30年を経た今、私たちは世界 16ヶ国 のメンバーを擁する組織に成長しました。
各メンバーは、その国のニーズに基づいて独自の優先事項を掲げていますが、す
Our dream was to build an ILC Global Alliance which promoted the
べてのメンバーが長寿に対する前向きな考え方を共有し、またそれぞれの国で研
positive contribution older people make in society and the benefits of
究を行い、意識や実践を強化する政策的見解を推進しています。
people living longer, healthier lives.
年齢差別をなくし長寿の機会を促進するために、やるべきことはまだ沢山ありま
30 years on, we have grown to 16 member organisations across the
すが、私たちは正しい方向に進んでいます。
world, each with their own priorities based on the needs in their
particular country, but all sharing a positive view of longevity and doing
あらゆる年齢の人々のために、ILCが共有する前向きな姿勢を世界中で最大限に
research and promoting policy positions which strengthen attitudes and
広げられるよう、ILCグローバル・アライアンスが今後もこの重要な取り組みを
practice in each of their countries.
継続し、長年にわたって成長していくことを私たちは願っています。
There is still much work to be done to end age discrimination and to
promote the opportunities of longevity, but we are on the right track.
米・日・英・仏メンバー
Our hope for the future is that the ILC Global Alliance continues this
important work and grows over the years to maximise the spread of the
positive attitudes they share to the benefit of people of all ages across the
world.
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Message
from the
共同理事長ご挨拶
Co-Presidents

Dr. Rosy Pereyra M.D.

Dr. Mary Ann Tsao, M.D.
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ILCグローバル・アライアンス（ILC-GA）の
レガシーを引き継いだ次世代のILCとして、
As the next generation of ILCs inheriting the
私たちは創設者たちの足跡を辿りつつ、そこ
ILC Global Alliance legacy, we are inspired
から更に歩みを進め、あらゆる年齢の人々に
とって包摂的な社会で高齢者のプロダクティ
to follow the footsteps of the founders and
ブな長寿やウェルビーイングを推進すること
aspire to do even more to promote productive
を志しています。
longevity and the wellbeing of older people in
an inclusive society for all ages.
未来に向けて私たちは、世界での高齢化の在
り方を変革し、また長寿によってもたらされ
Moving into the future, we aim to work
るメリットを更に活かすために取り組んでい
towards transforming how the world
きます。私たちは共同研究や比較研究、そし
experiences ageing and growing the
て国や国際レベルでの効果的なアドボカシー
longevity dividend. Through collaborative
活動を通じて、創設者たちから引き継いだ
and comparative research as well as effective
ILC-GAのレガシーを更に次の世代へと継承
advocacy at national and international levels,
し、あらゆる年齢の人々にとってより良い世
we will build upon the ILC GA legacy, so
界の構築を目指します。
we too can pass to our next generation the
essence of what the founders passed to
Rosy
us inPereyra（ロージー・ペレイラ、医師）
making the world a better place for
Mary
Ann Tsao
all generations.
（メアリーアン・ツァオ、医師）
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グローバル・アライアンスの業績
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ILCグローバル・アライアンスによる
Five
ILC Global Alliance
5つの業績：1990-2020
achievements
高齢化に関する国連公開作業グループや他の国連委員会での代表
およびアドボカシー。

Representation and Advocacy to the United
Nations Open-Ended Working Group on
Ageing and other UN committees.

Unique among major international NGOs in
研究とアドボカシーの2点を柱とする、主要な国際NGOの中でユ
its dual focus on research and advocacy. Its
ニークな存在。アドボカシー活動はエビデンスに基づく研究で
advocacy is solidly backed by evidence-based
しっかりと裏付けされており、これらの研究は、各加盟国が独自
に実施したり複数のILCが共同で行ったりしています。研究とアド
research, conducted by member countries as well
ボカシーの両方に重点を置くことで、最新の科学や政策的知見を
as collaboratively among ILCs. The dual focus
アドボカシーに組み込めると同時に、社会へ大きな影響を及ぼす
facilitates the incorporation of cutting-edge
課題に焦点を当てて研究を進めることができます。
scientific and policy knowledge in advocacy and,
at the same time, encourages its research to
focus on issues critically affecting society.

The steady, progressive extension of its global
presence, relevance, influence and focal areas,
as a huge and dynamic resource with multiple
様々な基盤を携えた巨大でダイナミックな資源として着実に拡大する、世界で
の存在感、重要性、影響力および拠点。これは主に、組織を拡大してグローバ
platforms, in large part through expanded and
ル・ノースとグローバル・サウスを共に代表する多様なメンバーを擁すること
diversified membership representing both the
で達成しました。
Global North and the Global South.

Involvement in high level political forum with
the Human Rights Council and the World Health
国連人権理事会や世界保健機関（WHO）のハイレベルな政治
フォーラムへの参加。
Organization (WHO).

ILC-Argentina
ILC-China

ILC-GA「Global Aging Report」の出版（2007年）。これは、
Published the ILC GA “Global Aging Report” in
様々な国の高齢化問題に関して初めてまとめた刊行物です。

2007, the first compilation of issues surrounding
ageing in different countries.
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ILC-Brazil

ILC-Czech Republic

ILC-France

ILC-India

ILC-Netherlands
ILC-UK
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ILC-Australia

ILC-Israel

ILC-Singapore

ILC-Canada

ILC-Dominican Republic
ILC-Japan
ILC-South Africa

ILC-USA
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ILC Global Alliance 2020

ILCグローバル・アライアンス
（2020年現在）

GLOBAL ALLIANCE

INTERNATIONAL LONGEVITY CENTRE

Designing the Future of Ageing

(訳) Joining date：加盟年
President：代表

ILC-Netherlands

ILC-UK

Joining date: 2006
President: Prof. Teneke A. Abma

Joining date:1997
President: Baroness Sally Greengross OBE

ILC-Canada
Joining date: 2014
President: Margaret Gillis

ILC-USA

ILC-France

ILC-Czech Republic

Joining date:1996
President: Jean-Pierre Aquino, M.D.

Joining date: 2009
President: Dr. Iva Holmerova

Joining date:1990
President: Linda P. Fried, MD, MPH

ILC-Japan

ILC-Israel

Joining date: 1990
President: Yasuyuki Takai

Joining date: 2007
President: Sara Carmel, Ph.D, M.P.H.

ILC-Dominican Republic
Joining date: 1998
President: Dr. Rosy Pereyra, M.D.

ILC-China

ILC-India

Joining date: 2011
President: Du Peng, Ph.D.

Joining date: 2004
President: R.A.Mashelkar, Ph.D.

ILC-Singapore
ILC-Brazil

Joining date: 2009
President: Dr. Mary Ann Tsao, M.D.

Joining date: 2011
President: Dr. Alexandre Kalache

Australia
ILC-South Africa

ILC-Argentina

Joining date: 2005
Hon President: Monica Ferreira, MA, DPhil

Joining date: 2005
President: Lia Susana Daichman, M.D
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Joining date: 2014
President: Prof. Julie Byles
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More
than the sum
ILC GA：多様性と総合力
of our parts…
アルゼンチン
Championed older human rights,
elder abuse and ageism prevention
高齢者の人権支援および、高齢者虐待や
by working with and supporting the
エイジズムの防止に取り組みました。具
Argentinean
Governmental Delegation
体的には、高齢者の権利に向けたアメリ
on the Inter American Convention for
カ大陸諸国間条約について、アルゼンチ
ン政府代表への協力支援を行ったほか、
the Rights of Older Persons and actively
政府間地域会議へ積極的に参加しまし
participating at Intergovernmental
た。
Regional Meetings.

チェコ共和国
Published a monograph
in 2019, based on
WHOの「ヘルシーエイ
the WHO Strategy
ジング戦略」および
on Healthy Ageing
「高齢者への統合ケ
ア」（研修プログラム
and the Integrated
について）を基に、モ
Care for Older People:
ノグラフを2019年に発
Permanento Training
表しました。
Programme.

カナダIncreased the international presence of ILC Canada at key
international organisations, running highly successful side events at
主要国際機関で、ILC Canadaの国際的な存在感を高めました。具体
the United Nations Open-ended Working Group on Ageing, chairing
的には、高齢化に関する国連公開作業グループで複数のサイドイベ
the National Advocacy Working Group at the Global Alliance on
ントを開催して大きな成果を上げたほか、高齢者の権利に関するグ
the Rights of Older Persons (GAROP) and acting as civil society
ローバル・アライアンス（GAROP）の全国アドボカシー作業部会長
を務め、また国連欧州経済委員会の「エイジングの主流化」タスク
representative at the United Nations Economic Commission for
フォースでは市民社会の代表を務めました。
Europe’s “Mainstreaming Ageing” Taskforce.

ドミニカ共和国
Wrote and promoted
the Code of Rights
高齢ドミニカ人の権
of Older Dominicans,
利規定を執筆および
推進し、この規定は
which was later
後に法制化されまし
enshrined in law.
た。
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シンガポール
Conducted a study on the financial
security of older women in selected
東南アジア諸国における高齢女性の経済
countries in Southeast Asia and produced
保障に関する調査を行い、印刷版および
a hardcopy and e-book on the situation
電子版の報告書を作成して、現状のまと
of older women in these countries and
めや高齢期の支援に向けた提言を行いま
recommendations to support them
した。
in old age.
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Represented the ILC
アルゼンチン
Global Alliance at the
United Nations, the
国連、高齢化に関する
公開作業グループおよ
Open-ended Working
びGAROPで、ILC
GAの
Group on Ageing
and
代表を務めました。
the Global Alliance for
the Rights of Older
Persons (GAROP).

英国Influenced policy and practice in the
英国および世界中で、政策や実践に影響を
UK and across the world, convincing
もたらしました。具体的には、疾病予防で
G20 Health Ministers to promote a life
ライフコース・アプローチを推進するよう
course approach to the prevention of ill
G20諸国の保健大臣に呼びかけたほか、国
health, working with local and central
や地方政府との協力も行い、また企業が高
government and pioneering major
齢化社会に適応できるよう支援するため
initiatives with big and small businesses to
に、大小さまざまな事業者と大規模な取り
help them adapt to an ageing society.
組みを開発しました。

カナダ
Established ILC Canada as a leader in human rights issues for
older people in Canada, including leading national write-in campaigns
カナダの高齢者人権問題に関するリーダーとして、ILC Canadaを設
on human rights, working with the research community to get
立しました。具体的にはたとえば、人権に関する全国キャンペーンを
evidence-based
human rights policy and utilising social and regular
主導したり、エビデンスに基づく人権政策制定に向けて研究者と協力
media for activism and giving speeches/webinars on human rights
したり、また様々なメディアを利用して活動を推進したほか、人権と
and older people.
高齢者に関する講演やウェビナーを行いました。
インド
Developed a mobile
literacy training
モバイル機器利用に関
programme
for senior
する高齢者向け研修プ
ログラムを開発し、マ
citizens, reaching 1500
ハーラーシュトラ州全
senior citizens across
体で1,500人の高齢者が
Maharashtra.
受講しました。

南アフリカ
Established a partnership between the
University of Cape Town and North
ケープタウン大学とノースウェスト大
West University’s Optentia Research
学オプテンティア研究所のパートナー
シップを構築し、ILC
Africaを2
Focus Area to operateSouth
ILC South
Africa
か所で運営するとともに、機関の推進
at two sites and expand and diversify
力やプログラムの拡大および多様化に
ILC SA’s thrusts and programmes.
取り組みました。

フランス
Successfully developed a
health prevention tool for
コンピューター、タブレットお
computers, tablets and
よびスマートフォン向けの健康
smartphones, which provides key
予防ツールの開発に成功しまし
た。このツールでは、年齢や性
prevention measures according
別に応じて主な予防策が提供さ
to age, sex and identified risk
れるほか、予防策の効果が示さ
factors for diseases for which
れている疾病のリスク要因を特
prevention has shown a benefit.
定できます。
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米国
2000年より毎年行われている、ロ
Trained over 200 journalists
バートN.バトラー＆ジャック・
in the annual Robert N.
ローゼンタール エイジブーム・
Butler-Jack Rosenthal Age
アカデミーで、200人を超える
Boom Academy since 2000
ジャーナリストへ研修を行いまし
on topics ranging from global
た。この研修では、グローバルエ
ageing to the interplay of
イジングから就労・退職・健康の
work, retirement, and health.
相互作用に至るまで、様々なト
ピックを取り上げました。
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フランス
Published ‘Older age at
退職年齢の影響と認知症リ
retirement is associated with
スクに関する研究事業報告
decreased risk of dementia’,
書「より高年齢での退職は
a research project on the
認知症リスク低下と関連」
effect of age at retirement
を発表しました。
and the risk of dementia.

オーストラリア
Hosted the Robert N Butler
2019年に、ロバートN.バトラー記
Memorial Lecture in 2019
念講演を主催しました。講演会で
featuring the work of Professor
は、オーストラリア神経科学研究
Tony Broe and his team from the
所の原住民健康・高齢化プログラ
Aboriginal Health and Ageing
ムでトニー・ブロー教授チームが
Program at Neuroscience Research
行った取り組みを紹介しました。
Australia.

シンガポール
Advocated for the Ministry of Finance and the Ministry of Manpower
シンガポール市民、特に低所得者や介護者が貯蓄を行えるよう支援す
to adopt a matched savings scheme to help Singaporeans, especially
るため、マッチングでの預金プログラムを導入するよう、財務省およ
of lower income and caregivers, to build up their savings.
び人材開発省に働きかけました。
インド
Engaged senior citizens to
impart
morals and values to
道徳や価値観について、ノン
children of underprivileged
フォーマル教育を通じて高齢
者が恵まれない学校の児童た
schools through non-formal
ちと関わる取り組みを行い、
means of education, reaching
マハーラーシュトラ州で3,000
more than 3000 school
人を超える学童にプログラム
children in Maharashtra.
が届けられました。

チェコ共和国
Received accreditation of
a PhD study programme in
2016年に、長寿研究の博士
Longevity Studies in 2016,
課程プログラムが認定され
with the first graduates
ました。このプログラムは
INDUCT国際プログラムの
now completing the
支援も受けています。第1期
programme, also supported
生たちは現在、プログラム
by the INDUCT international
修了間近です
programme.
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日本
Presented at the international
symposium “Who cares? - Cross
2004年に京都で行われた国際ア
National Comparison of Care”
ルツハイマー病協会第20回国際
シンポジウム「誰が介護する？
held at the 20th International
介護の今‐国際比較」で、発表
Conference of Alzheimer’s
を行いました。
Disease International in Kyoto in
2004.

南アフリカ
Developed and participated in a

consolidated research project on
南アフリカおよびサブサハラアフ
リカの介護に関する、共同研究プ
long-term care in South Africa and
ロジェクトの開発実施に携わりま
sub-Saharan Africa, in collaboration
した。このプロジェクトはアフリ
with the African Union, the WHO
カ連合、WHO、アフリカ人口保
and the African Population Health
健研究所などと連携して行われま
した。
Research Centre among others.
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オランダ
Developed a free, (online and offline) 8-week course training older
起業の初期段階にいる高齢者を対象とした、8週間の無料研修プログ
adults in the first phases of start-up development, which has now
ラム（オンラインとオフライン形式）を開発しました。このプログ
been adapted in four different countries.
ラムは現在、4か国で応用されています。
ブラジル
Become a reference for national media in relation to longevity - as
has been amply demonstrated since the onset of the new coronavirus
長寿に関する全国的なメディアの拠点となりました。新型コロナ
ウィルスのパンデミックで、不幸なことにブラジルが開発途上国で
pandemic of which, tragically, Brazil has become the epicentre in the
特に感染拡大が深刻となって以降、この役割が大いに示されていま
developing world.
す。

米国
Leading the “Health of an Ageing
Society” certificate in the Columbia
コロンビア大学公衆衛生学部修士課
Mailman School of Public Health
程で、「高齢化社会の健康」の教育
Masters of Public Health programme,
プログラムを主導しています。この
プログラムでは、第3の人口ボーナス
training the next generation of public
を活かす方法について、次世代の公
health scientists and policy makers in
衆衛生科学者や政策立案者を養成し
how to harness the third demographic
ています。
dividend.

オーストラリア

Enhanced national
研究者と代表者たちのコ
collaboration across
ンソーシアムとして、高
institutions concerning
齢者に関する様々な機関
older people as a
間の全国的な連携を強化
しました。
consortium of researchers
and representatives.

イスラエル
Held a 3-day international workshop and conference on “The Future
of Gerontology Education” in cooperation with two Israeli universities,
イスラエルの大学2校と共同で3日間にわたり、「老年学教育の未来」
with 1500 participants and 11 distinguished gerontologists from
に関する国際ワークショップおよび会議を開催しました。1,500人が
around the world in attendance.
参加し、世界各国から11人の著名な老年学者が登壇しました。

英国
Brought together senior policy and decisionmakers at hundreds of
G20会議や首相官邸、世界保健会議など、世界中の様々なイベントで
events across the world to highlight the importance of longevity from
政策や意思決定の幹部を集め、長寿の重要性について紹介しました。
G20 meetings to 10 Downing Street to the World Health Assembly.
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ドミニカ共和国
Worked with 14 NGOs and grass
roots organisations across the
全国14か所のNGOおよび草の根団体と
連携し、高齢者のエンパワーメント
Dominican Republic to empower
に取り組んだほか、高齢者に関する
older adults and become a recognised
情報拠点として政府から認識される
referent on older citizens by the
よう努めました。
Government.

日本

Produced an
2013年より、一連の
ongoing series of
「プロダクティブ・エ
international comparative
イジング」国際比較研
studies on productive
究を行っています。
aging since 2013.

ブラジル
Developed a successful decentralised
効果的な地方分権型方式を開発しまし
strategy, establishing regional centres in
た。この戦略では5つの都市で地域セン
five cities and appointing focal points
ターを設立し、人種、ジェンダー、エイ
in critical thematic areas - such as
ジフレンドリーなアプローチ、プライマ
race, gender, age-friendly approaches,
リヘルスケア、生涯学習など、重要な
primary health care and lifelong
テーマ分野での拠点を設けています。
learning.

イスラエル
Published more than
エイジングに関する
50 research articles on
様々なトピックについ
various topics relating
て、この1年で50を超え
to ageing over the last
る研究論文を発表して
year, with many more
おり、現在もさらに多
still in progress.
くの論文作成が進行中
です。

オランダ
Providing guidance on how to provide and evaluate person-centred
健康・福祉・スポーツ省の支援を受けて行われているパイロット事
care though a pilot project supported by the Ministry of Health,
業を通じて、パーソンセンタード・ケアの提供や評価の方法につい
Welfare and Sport.
てガイダンスを提供しています。

ILC-Argentina
ILC-China

ILC-Australia

ILC-Brazil

ILC-Czech Republic

ILC-Canada

ILC-Dominican Republic

Contact us
ILC-Argentina

ILC-India

liadaichman@fibertel.com.ar

www.ilcindia.org
longevetic@gmail.com

ILC-Australia
www.aag.asn.au/education/international-longevity-centre-australia-ilc-australia
Julie.byles@newcastle.edu.au
jbeckfordsaunders@aag.asn.au

ILC-Brazil
www.ilcbrazil.org
info@ilcbrazil.org

ILC-Canada
ww.ilccanada.org
info@ilccanada.org

ILC-India

ILC-Netherlands
ILC-UK
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ILC-Israel

ILC-Singapore

ILC-Japan
ILC-South Africa

ILC-Japan
www.ilcjapan.org
ilcjapan@mba.sphere.ne.jp

ILC-Netherlands
www.ilcnetherlands.org
info@ilcnetherlands.org

ILC-Singapore

dupeng415@aliyun.com

ILC-Czech Republic

ILC-South Africa

ILC-China

www.cello-ilc.cz
Iva.Holmerova@gerontocentrum.cz
katerina.machacova@yahoo.com

ILC-Dominican Republic
ILC-France
www.ilcfrance.org
info@ilcfrance.org

ILC-USA

ILC Global Alliance 30th Anniversary

cmra@bgu.ac.il

www.tsaofoundation.org/whatwe-do/research-and-collaboration/
about-ilc-singapore
ilcsingapore@tsaofoundation.org

rosy.pereyra@verizon.net.do
ILC-France

ILC-Israel
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www.ilcsa.uct.ac.za
Jaco.Hoffman@nwu.ac.za
sebastiana.kalula@uct.ac.za

ILC-UK
www.ilcuk.org.uk
international@ilcuk.org.uk

ILC-USA
www.aging.columbia.edu/impact/
ilc-usa
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