
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講  座  名 実施曜日 開始時間 変 更 点 

みどり学（フレッシュ） 火曜日 13：30 新規開講（初心者を対象にした入門講座） 

みどり学（エクセレント） 金曜日 13：30 新規開講（みどり学ⅡWS 終了） 

自然Ⅰ(川崎学) 月曜日 10：30 自然（川崎学）分割 

自然Ⅱ（川崎学） 火曜日 10：30 自然（川崎学）分割 

学び・歩くかわさき（川崎学）講座 水曜日 13：30 まち歩き（川崎学）講座の内容・名称変更  

まち歩き（川崎学）ＷＳ 水曜日 13：30 火曜日から曜日変更 

政治・社会 WS 金曜日 15：00 水曜日から曜日変更 

国際関係 講座 月曜日 13：00 月曜日午前から時間帯変更 

国際関係 WS 月曜日 15：00 開始時間変更 

春からの講座のご案内 
      これまでの講座が一部変わります。

謹賀新年。今年もどうぞよろしくお願いします。 

かわさき市民アカデミーの「2015 年度前期 講座のご案内」はもうお手元にわたりましたでしょ

うか。来期から「みどり学」、「川崎学」の講座体系が少し変わります。どちらも外歩き、現地見学が

ある大人気の講座です。内容が一部変更された講座もありますが、みどり学は定員が増え、川崎学は

より安全に配慮されるようになりました。曜日、時間帯が変更された講座もありますが引き続き受講
して頂きますようお願いします。 

2015 年（平成 27 年） 1 月 

 

第 49 号 

質問： 短期集中講座は毎回色々なテーマが採り上げられますがいったいどう 

 やって決めているのですか？  

お答えします：短期集中講座は、「新百合 21会場で音楽・美術分野以外の講座 

 を」という受講生の声から開設されました。学長・副学長会議、受講生有志を 

 含むエクセレント小委員会が中心となり、受講生の関心の高いテーマを選び内 

 容を決めています。受講してみたいテーマや聴いてみたい講師などご希望をお 

 寄せ下さい。 

 

短期集中講座   

◆「日本の政治のいま 

  ～戦後 70 年の日本の歩みを振り返る」    

 ◇木曜日 16：30～  新百合 21 会場 

   4/９～４/23 （計３回） 

◆「いのちと祈りの芸 ～能と狂言を味わう」   

  ◇木曜日 16：30～  新百合 21 会場 

    6/11～6/25 （計３回）  

 

 

資料のコピー 

新しく始まる地域協働講座    

Ａ：「プロから学ぶ人形劇」 プラザ会場 

 ◇月曜日 10：00～  定員 20 名 

  4/20～5/25 （計 5 回） 

Ｂ：「川崎の民俗芸能Ⅰ」 プラザ会場 

  ◇火曜日 13：30～  定員 40 名 

   6/16～7/14 （計 5 回）  

 

 

 

 

http://flowerillust.com/html/etc/freesia001.html
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0gyIx6xUq3cANz6U3uV7/SIG=123ejgsk5/EXP=1420695816/**http:/www.civillink.net/esozai/img/pics146.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度 第 6回（12月）理事会 

   12 月 15 日（月） 15 時 30 分～ 

 

 

▼今回は、本年最後の理事会でした。年度末および来

年度に向けた取り組みに係る報告・審議事項が並びま

した。 

▼報告としては、後期受講者数が例年並みであったこ

と、新しく受講を始めた皆さんにアンケートを実施し

たところ知人からの紹介の例が多かったこと、フェス

タについて来年度に向けた課題などが出されました。

年度末に定例で実施している受講生のつどいについて

の報告もありました。 

▼審議事項としては、新役員の募集、会員および運営

世話人のてびきの修正点など、新年度開講に向けた準

備に関する事項が続き、忘年会気分と同時に新たな年

度に向けた準備を再確認する場となりました。 

 

理事会報告 

 

質問：修了生ってどうしたらなれるのでしょうか？ 

 それと「受講生のつどい」は修了生でなくても参加して良いのですか？   

 お答えします：修了生とは 2年会員の方で 2年間に 30単位以上取得した人が該当 

します。事務局から連絡を差し上げますので修了式にはぜひ参加してください。 

ささやかな記念品もあります。「受講生のつどい」は受講生のための催しですので 

どなたでも参加できます。 

第 7回 受講生のつどい 開催のご案内 
 
今年度も≪受講生のつどい≫を開催します。 

受講生と先生、受講生同士の親睦及び交流を深められたら… 
と思います。 

今回はひとみ座の「シローおじさん」をお招きしました。 
どんなお芝居が観られるでしょうか・・・。是非ご参加ください。 

 
時間・内容 
2015年 3月 5日(木)  13 時～16時 30分 
修了式、ひとみ座「シロ―おじさん ひとり芝居」、 

ウルトラクイズ Part2、懇親タイム 等々 
 

場所 
川崎市生涯学習プラザ 401 会議室（定員140 名） 

 
詳細はチラシをお楽しみに・・・。 

 

報告事項：１８件  審議事項：５件 

◎主な報告事項 

・14年度後期受講者数の確定について 

・学長推薦委員会の設置について 

・第３回三者連絡会議の報告について 

・新規受講生アンケート結果について  

・フェスタ’14の報告について 

・受講生のつどいについて 

◎主な審議事項 

・１５年度新役員の募集について 

・１５年度会員のてびきについて 

・１５年度運営世話人のてびきについて 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全委員会のメンバー（敬称略） 

・自然（川崎学） 

 清水敏幸 市川光和 額田良平  

・まち歩き（川崎学）講座・WS 

 辻新次郎 菅沼倶万  

・歴史（川崎学） 

 青山 守 頼広和夫 

・みどり学Ⅰ・Ⅱ・WS 

 高田裕司 斉藤 弘 坪内啓夫 

 村井正蔵 高野信弘 小見山政子 

・環境とみどり講座・WS 

 八木洋一 青木昌夫 

・NPO／事務局（7名） 

 吉松岳史 関 智義 各担当理事 

  

 

 

野外サポーターで元気いただく

みどり学野外学習に魅せられ 13 年間もいろいろな仕

事を楽しんできた。野外学習はサポーターが必要で、そ

の仕事は運営世話人兼務か、受講しない人が引き受けて

いる。私は受講せずに、８年に亘り 40 数回も引き受け

た。安全誘導のつまらぬ仕事と思われるが、見て歩きを

楽しむ意欲があれば、新たな発見やヒントを得られた。

好きな分野で、喜んでもらえ、私も元気になれた。最近

は、ほとんどの野外学習のサポーターは運営世話人兼務

で、私への依頼はみどり学ⅡＷＳだけだった。 

４月から、そのＷＳが消滅し、みどり学に２講座が新

設される。新講座を受講しない人へサポート依頼があり

そうだ。今年も、元気願望継続で、野外サポーターに応

募したい。 

 「安全管理体制」がなんで必要なの？と思う方が多いと思います。現在、展示施設を見学したり実

際に現地を歩く野外学習講座は大変人気があり、外歩きをカリキュラムに入れる講座も多くなってき

たため、安全管理は重要な課題になったのです。 

 

野外学習をより安全に楽しむために 

         安全管理体制を整えました。 

 安全委員会では、長期間にわたり熱心な討議を行い、 

安全管理実施事項の洗い出し、NPOへの要望事項を 

まとめる作業を続け、外歩きの定員を 50 名以内にする、 

NPO が主催責任者として対象者全員に対する傷害保険 

に加入する、安全管理研修会の具体的計画を作成するなど 

安全管理体制をさらに充実させるために必要な以下の事項 

について理事会に意見を述べ、正式に整備されました。 

・野外学習における安全管理実施ガイドライン 

・安全指針 

・野外学習で不測の事態が発生した場合の対応マニュアル 

・緊急時における対応基準 

・野外学習に関する安全管理規程 

・野外学習安全管理体系図 

・運営世話人の手引き 

・野外学習サポーターの手引き 

 

 

 

 

 

・緊急時における対応基準 

・安全委員会設置要領 

 

安全委員会発足 
    （2013.12）        メンバーの市川さん

の原案を基に全委員が
精力的に討議を行い、
ガイドライン策定に至
りました。 

安全管理意識の高まり 

講座中の事故の発生 



事務局コーナー 

 

お待たせしました。2015年度前期かわさき市民アカデミー「講座のご案内」 

ができました。「みどり学」講座は初心者向けの講座を新設、「自然（川崎学）」講座 

は２つに改編し、毎回抽選になる人気の講座が受講しやすくなりました。他にも短期集中講座、地域協

働講座など、さらに充実した講座・ワークショップを 51ご用意してみなさまをお待ちしています。 

「講座のご案内」は、生涯学習プラザのほか、１月下旬には市内の公共施設にも配架しています。ご家

族やご友人にもご紹介いただけますと幸いです。 

さてアカデミー講座運営世話人のご活躍は第 46 号でもお伝えしましたが、他にも受講生のみなさま

には様々なところでご協力をいただいています。例えば本紙の名称は公募により「かわら版」に決定し

ました。また毎号の記事やレイアウトは、田辺初子編集長の下、各部から担当が集まり編集会議で決め

ています。そして記事の多くはアカデミー受講生に執筆していただいています。さらに事務局コーナー

の似顔絵は守田啓子さんの作品です。事務局内の掲示板にも貼ってありますので是非実物と比べにいら

してください。似ていますよ。 

 

このように多くの方々のお力添えにより「かわら版」が発行できますことをこの場をお借りして田辺

編集長共々感謝申し上げます。何かお気づきの点がございましたら事務局までご意見をお寄せくださ

い。これからもみなさまからのご意見をいただきながら更に良い紙面作りでアカデミーの情報を発信し

ていきます。 

 2015年がみなさまにとって幸多き年でありますように心よりお祈り申し上げます。 

                                          堀江 清美 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日 曜日 行　事　予　定

5 月 仕事始め

9 金 2015年度前期受講申込み開始

11 日 「受講生募集案内チラシ」新聞折込み

13 火 かわら版１月号配付開始

19 月 19日～26日（公開講座）

20 火 説明会（川崎市生涯学習プラザ）

21 水 説明会（麻生市民館）

27 火 説明会（高津市民館）

28 水 説明会（中原市民館）

5 木 説明会（塚越中学校）

6 金 安全管理研修会

20 金 2015年度前期受講申込み締切り

24 火 第7回理事会

5 木 受講生のつどい・修了証の授与式

6 月 開講式

2015年2月予定表

2015年1月予定表

2015年3月予定表

2015年4月予定表

「清美」です！「興味」をもっていただけると幸いです。 

「堀江」です！冬なので「保冷」剤はいりません。（ｂｙ西山） 

この春からは、ぜひ新しい学びにも挑戦してみてくださいね。 

アカデミー予定表  ２０１５．１.8 現在 〈編集後記〉 

◆後期の講座にはご満足いただけたでしょうか。 

受講生のつどい、開講式にもぜひご参加ください。 

◆安全管理体制の整備については委員会の方々のご

協力によりＮＰＯとして恥ずかしくないものができ

たということです。私は主に座学を受講しているの

で野外学習の実情など詳しく知りませんでしたが、

世話人の皆さんのご苦労には本当に感謝です。 

◆2015年度前期の講座は毎期末に行われるアンケ

ートなどが反映されています。そのアンケートを作

ったり意見を集約してくださるのも世話人の方々で

す。今期も色々お世話になりありがとうございまし

た。来期もよろしくお願いします。 

◆かわら版はしばらくお休みですのでゆっくりさせ

て頂きます。（ｔ） 
 
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    
   水 ８ 


