
 

 

 

かわさき市民アカデミーは川崎市制９０周年を記念して行う表彰におい

て<市民生活を支援するような活動を継続的に実行している団体又は個人>

のうち、<教育活動の分野における活動の実績が顕著である>と認められ、

その功績に対して「功労賞」が授与されました。7 月１日、ミューザ川崎

シンフォニーホールで行われた川崎市制９０周年記念式典には、副理事長

でもある関事務局長が列席し記念品として楯が授与されました。和田あき

子前学長の川崎市文化賞受賞に続き、かわさき市民アカデミーの存在と活

動が川崎市の文化向上に寄与し、広く市民に浸透している事の証となり、

これからの活動に大きな弾みをつけるきっかけになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別講座 「STAP細胞騒動を考える」 

生涯学習プラザ  受講料 各回\1,000 

事前申し込み要 

第 1 回 7 月 12 日（土）10:30～12:00 

「STAP 細胞 メディアは騒ぎすぎか」  

元朝日新聞科学部長  柴田鉄治 

第 2 回 7 月 19 日（土）10:30～12:00 

 「STAP 細胞論文の行くえ  

科学者の発表倫理を考える」 

愛知淑徳大学人間情報学部教授 山崎茂明 

 

音楽Ⅱ講座 レクチャーコンサートへのお誘い  
 
「北インドの音楽を楽しむ」 

場所：新百合 21 ビル B2 多目的ホール 

日時：７月 24 日（木）14:00～15:30 

  講 師：横井 雅子（国立音楽大学教授） 

 シタール：小日向 英俊 

タブラ・バーヤン：逆瀬川 健治  

★事前申込み不要 ★資料代：\1,000 

2014年度後期講座の案内チラシが 

      今回から 2種類になりました。 

 

募集案内、講座案内のやり方が少し変わり、2 本

立てになりました。より多くの方にかわさき市民ア

カデミーを知ってもらうための変更です。 

新聞折り込みチラシは内容を簡素化してフルカラ

ー版にしました。日程と学習内容、講師を詳しく紹

介したものは別の「講座のご案内」とし、16 ペー

ジの冊子にしました。写真を多く使い、色も多彩に

なりました。より詳しい内容が掲載されている冊子

版「講座のご案内」の配布にご協力ください。お友

達、ご近所のお知り合いの方、サークルのお仲間な

どにどんどん差し上げてください。   
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退任理事ご挨拶 

報告事項：11 件  審議事項：5 件 

◎主な報告事項 

・14 年度前期受講者数について 

・第 1 回企画・運営委員会について 

・第 2 回カリキュラム企画・編成委員会について              

・第 1 回川崎学カリキュラム編成会議について 

・特別講座の開催について 

◎主な審議事項 

・14 年度ＮＰＯ役員人事（案）について 

・14 年度前期運営代表世話人会議の開催について                

・役員・職員の夏季研修会について 

・安全指針について 

 

  理事会報告 
2014 年度 第 3 回（6 月）理事会 

     6 月 9 日（月） 15 時 30 分～ 

 

▼5 月（第 43）号で第 1 回理事会の報告をし

ましたが、その後 5 月 28 日のＮＰＯ総会時に

理事長選任に係る臨時理事会がありましたの

で、今回は第 3 回目になります。4 人の理事が

退任し、新たに 4 人が新理事に着任したため、

役員総数は同じです。今回は新体制での初会合

でした。 

▼報告事項としては、従来の川崎学研究会を継

承しつつ新たに出発した川崎学カリキュラム編

成会議の内容、7 月に開催予定の STAP 細胞に

関する特別講座の要項などがありました。 

▼審議事項は通常よりも少なかったですが、向

こう 1 年間の事業を展開するにあたって役員が

どのように業務分担するかという基本の部分に

ついて、理事長、学長とともにじっくりと検討

しました。 

 

先日のＮＰＯ総会をもって 4 人の理事が退任しました。その中で

永年にわたり理事を務めた二人から退任のご挨拶です。 

14後期受講申込み締め切りは 

8 月 15 日(金)です。 

定員に満たない講座はその後も 

9月 26日(金)まで 

先着順で受け付けます。 

 

 

水流 哲郎さん 

我がかわさき市民アカデミーがＮＰＯ法人化し

て、今日まで 7 年経過しましたが、その 7 年間、

私は理事としての重責を負う栄誉に浴しました。 

その間、アカデミーは、「受講生中心の運営」と

いう命題を達成すべくベストを尽くしたと確信し

ております。即ち先生方、財団のご指導を得て教

室の自主運営、財務の健全性の維持等を図り、今

日の隆盛を招来したと思っています。私は、その

活動の一翼を担えたことに満足し、誇りに思って

おります。皆様のご指導ご鞭撻に深謝致します。 

 

折居 晃一さん  

ＮＰＯには発足前から関係してきましたので、

とうとう最古参になりました。アカデミーはリタ

イア―後の私の生活の中心でしたので、その存続

は最関心事でした。要綱の原案作成、講座・ワー

クショップの運営ルールや学習システム、講座新

設や統合、講師の選定等随分無茶なことも行って

きました。慙愧に堪えません。 

第 1 次中期経営計画も終了し、存続の見通し

も立った今、私の役割もおわったと感じました。

色々有難うございました。 
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■2014 年度後期 お薦めの講座 

 

地域協働講座「地域医療」 

「認知症を恐れない！ 

正しく知って安心して暮らそう」 

日時：金曜日 10：30～12：00 

（10/10～12/5 まで全 5 回） 

「もしも親や身近な人、あるいは自分自身が

認知症になってしまったらどうしよう・・・」

そんな不安を抱いたことはありませんか。認知

症はその予備軍も含めると、高齢者の 4 人に１

人がかかると言われています。 

自分や家族が認知症になっても安心して暮ら

していくためには正しく理解し、予防や治療の

方法、ケアの在り方や地域連携の仕組みについ

て知ることが大切です。 

日本医科大学武蔵小杉病院の専門医や街ぐる

み認知症相談センター臨床心理士の先生方をお

招きしてご講義頂きます。最終回には実際の現

場（認知症センター）を見学しその取り組みに

ついても学びます。 

                

いのちの科学 

 「広がる生命科学の世界」 

     ◆月曜日午後  ◆学習プラザ 

今期のテーマは眠り・生命倫理・動物とのつき

あい方で、3 回の講義を受け持っていただいた生

命倫理の木村利人先生は、非常にわかりやすい話

に加え質問し易い雰囲気を作っていただき、100

人近くの受講生がいるにも拘らず、対話形式で

「いのち」について真剣に考えることが出来まし

た。50 年前に流行った坂本九の“幸せなら手をた

たこう“という歌、実は木村利人先生が学生時代

フィリピンにボランティア活動に行ったときに現

地の歌に合わせて作詞をしたもので、これを九ち

ゃんが聞いて是非自分が歌いたいと申し出たのだ

そうです。こんな詩をつくれる先生だから、重た

いテーマでも明るく話が出来るのだと合点がいき

ました。 

来期のテーマはずばり「遺伝子組み換え、タン

パク質、がん」、それぞれのテーマを第一線の研究

者、医師の方々に、やさしく解説していただきま

す。筆者の個人的な話ですが、本を目にして改め

て生命科学の奥深さを改めて知らされたそんな先

生にも登壇いただけるので今から楽しみです。 

映像・メディア講座  

「懐かしの名作を語る 

第一集 NHK 特集「シルクロード」 

     ◆金曜日午後  ◆学習プラザ 

来期は、昔ＮＨＫで放送されたシルクロードの

特集の講義を予定しています。番組のプロデュー

サーやディレクター、カメラマンなど、実際に番

組の作成に関わった方々の、懐かしい映像ととも

に、番組作成の裏話や苦労話など、面白い話が聞

けそうです。本講座の特徴は、実際に放送され

た、または放送されなかった映像を見ながら講義

を受けることができることです。金曜日の午後１

時から９０分の講義ですが、興味をひかれた方

は、ぜひ聴講されることをお勧めします。 

     映像・メディア講座世話人代表 鈴木 

 

かつては国策として工業化の推進力、植民地政

策の根幹でもあった鉄道。かたや民間人による

鉄道・沿線開発の実践を、阪急、東急、西武など

の実例を挙げて考察します。また、三陸鉄道を

はじめとして、震災をきっかけに再評価されつ

つあるローカル線の意義をクローズアップ、そし

て巨額の予算とかつてない大規模な建設工事

を必要とするリニア中央新幹線も、その路線は

私たちの地域に直接関係しています。市民の生

活と未来を大きく変容させる鉄道の奥の深さ

を、皆さんとともに学んでいきます。 

 

 

鉄道は奥が深い！ 

エクセレントⅢ・講座「鉄道の日本近現代史・その２ 

日本の鉄道・過去と現在 
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以前はこんなお団子の付いた髪型をしていました。「あ～その髪型の子だったら、

知ってる！」と言って下さる方もいらっしゃるのではないかと思います。 

 さて、前期の講座・ＷＳも終わりに近づいて、後期はどんな内容の講座・ＷＳがあ

るのかしら？と、気になる頃ですよね。「もう、申込みしました。」という方もいらっ

しゃるかと思います。そこで、特 2 年会員の方に後期の受講申込をされる前に、お

伝えしたいのが“修了”を目指して下さいという事です。それで、“修了”って何？と思われる方は、「2013

年前期の受講料納入のお知らせ」に同封されていた『会員のてびき』をご覧ください。と言っても、「そんなの

知らないよ。」「入ってなかった。」という方の為に、簡単に説明しますと、2013 年前期～2014 年後期の 2

年間の間に 30 単位を取得すれば、“修了”出来ます。もう少し詳しく言うと、2012 年度に 1 年会員もしく

は聴講生だった方はその年に取得された単位を加算することができるのです。 

一度“修了”をされた方は、もういいよと言われるかも知れませんが、かわさき市民アカデミーは生涯学習

の場ですので“終了”はありません。何度でも修了して下さい。そして、毎年 3 月に開催される「受講生のつ

どい」で修了証の授与があります。これで、修了が近くなった方も多いはず！何か分からない事などありまし

たら、アカデミー事務局員までお問合せ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 アカデミー予定表   2014.7.7 現在
＜編集後記＞ 

 

◆川崎市制 90 周年の記念表彰で戴いた功労

賞の楯は事務局入口にあります。川崎マイス

ターが製作したとても精緻なプレートです。

是非実物をご覧になって下さい。 

◆退任理事挨拶に原稿を頂きました折居さ

ん、水流さんはＮＰＯ設立時のメンバーでＮ

ＰＯにとっては産みの親、育ての親のような

存在だったかと思います。色々ご指導も頂き

ました。7 年以上の長い間ＮＰＯ活動に携わ

って頂き本当にありがとうございました。 

 

 

発行：NPO 法人 かわさき市民アカデミー 
           アカデミーかわら版編集委員会  
 

連絡先: TEL：044-733-5590 
メール：info@npoacademy.jp   
NPO ホームページ 

http://npoacademy.jp     
       

新百合、高津会場でお馴染

みの清水で～す。プラザに

もいますのでよろしく～ 

事務局コーナー 

日 曜日 行　事　予　定

2014年度後期講座の案内プラザで配布

受講生募集開始

12 土 特別講座　第１回　柴田鉄治先生

13 日 2014年度受講生募集チラシを新聞折込

受講説明会（川崎市生涯学習プラザ）

※7/28～8/1（他、4会場で開催）

19 土 特別講座　第2回　山崎茂明先生

日 曜日 行　事　予　定

15 金 2014年度後期受講申込み締切

18 月 理事会

21 木 子ども理科教室

日 曜日 行　事　予　定

7 金 ２０１４年度後期受講料入金締切

22 月 ２０１４年度後期開講

26 金 追加募集締切

下旬

2014年９月予定表

2014年7月予定表

4 金

2014年８月予定表

受講の可否、受講手続、費用の払込等、

文書でお知らせ

18 金


