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● 受講生募集のスケジュール ● 

1/14（金）「講座のご案内」パンフレット配布開始  

1/14（金）～2/25（金）申込期間 

      ● ホームページからの申込は 1/15（土）0 時から 

● 定員に満たない場合は、先着順で追加募集します 

 
● 受講説明会 ● ●2 月 9 日(水)はオンラインでの参加も受け付けます。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
カリキュラム企画・編成委員の先生方に異動がありました。（退任は 9/30，新任は 10/1 付け) 

退任 宇野重規先生    新任 梅津時比古先生   新任 加藤謙吉先生   新任 木村学先生     

 

 

 

場  所 月／日 時間 

高津市民館 第４会議室 2 月 2 日（水） 14:00～15:30 

麻生市民館 第１会議室 2 月 3 日（木） 14:00～15:30 

川崎市生涯学習プラザ ３０１教室 2 月 9 日（水） 14:00～15:30 

川崎市生涯学習プラザ ４０１教室 2 月１7 日（木） 14:00～15:30 

桐朋学園大学学長

（音楽） 

 

受講された場合、それぞれ

に記念品を差し上げます 

 

 

東京大学名誉教授 

（新しい科学の世界） 

2022 年度前期受講生募集が始まります！ 注目！ 

                            

東京大学教授 

（政治・社会） 

成城大学・中央大学講師 

（日本史・エクセレント） 

現在、鋭意 2022 年度前期「講座のご案内」パンフレットを作成中です。 

来春からの講座ではコーディネーターの先生方を中心に、世話人の皆さんや事務局の協力のもと、

53 講座・ワークショップを準備しています。 

⚫ 会場定員は、新型コロナ感染症対策として、「密集」「密接」を避けた人数としています。 

⚫ 自宅でのオンライン受講も多くの講座・ワークショップで継続します。 



アカデミーかわら版１２月号         2021年（令和 3年）12月 10日発行 85号 

2 

 

      

 

 

 

2021 年 10 月 理事会開催   10 月 26 日（火）15 時 30 分～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report地域貢献活動立ち上げ支援事業（略称：活動支援事業）Announce 
2021年度からスタートした活動支援事業初の助成金を取得した２グループはその後どのよう

な活動を展開しているのでしょうか、それぞれのグループのレポートです。 

   地域協働講座「発達障がいを理解する」修了生交流会 

私たちは 2ヶ月に 1回、発達障がいに関わる保護

者・支援者が自分自身を大切にし、学びを深め、保護

者の休息・息抜きの役割も果たす交流の場を開いてい

ます。参加者数によって会場費の参加者負担額が変動

することが課題でしたが、助成金で会場費を賄えるよ

うになって気兼ねなく開催することができています。

また、外部講師を招いてフェイシャルマッサージ講座

で保護者や支援者が外側から自分自身を大切にする場

も開くことができました。             東京パラリンピックの聖火ランナーになって 

   保育ボランティアグループ『にじの会』の「にじのひろば」 

毎月２回、曜日を決めずに誰でも参加できる公園遊び「にじの

ひろば」を開催しています。コロナ禍で行き場がなくなり、相談

もできず、触れ合うこともできない、不安を抱えた子育て中の親

子が、公園という広大な場所と小さなお子さん向けには室内で、

感染対策をしながら触れ合っています。地域に住むたくさんの親

子に参加していただき、皆さん笑顔で元気に帰っていかれます。 

貴重な助成金を役立たせていただき、感謝しています。 

👆親子にとって頼もしく優しいメンバーの皆さん 

🎵2022年度も活動支援事業を実施の予定です。２月頃にはＨＰやチラシでお知らせします。 

２グループの活動内容やその活動風景をご覧になれば地域社会やそこで暮らす地域住民の皆さん

に寄り添った活動であることがよくお分かりになったと思います。そのような活動を立ち上げた

ばかりというグループの方はお問い合わせください。事務局）担当：西山 044-733-5590 

 

１）主な審議事項    

○野外活動講座・WS の安全費用の見直し  

○緊急搬送時対応マニュアルの作成―救急車を

要請する場合の対応について 

○22 年度前期講座・WS 開講の基本方針： 

オンライン併用や定員の考え方など 

2）主な報告事項 

○9/11(土)オンライン開催の SDGｓフォーラムの

参加者は 365 名 

○オンライン講座等アンケートを受講生に実施 

○21 年度前期収支実績および後期見込み 

 

かわら版 編集委員募集!! 

かわら版は、受講生の皆さまにアカデミーに

関する幅広い情報を提供することを目的に、編

集委員会メンバーが、企画・作成しています。 

お問い合わせはアカデミー事務局 

（中川）まで。 

かわら版編集委員会 

  

NPO正会員募集 

NPO法人かわさき市民アカデミーは、

活動の維持・発展にご協力頂く、正会員を

募集しています。皆さまの入会をお待ちし

ています。入会を希望される方は、NPO

事務局までご連絡ください。 

 

 

 

募
集
し
て
い
ま
す 

交流会のオブザー

バー橋口亜希子さ

ん。 

ご自身にも発達障

がいのお子さんが

いらっしゃいま

す。  
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２０２２年１月 28日から順次 YouTubeで公開予定 

川崎市教育委員会からの委託事業「オンライン特別 

公開講座」は 2020年度に続いて 2021年度も。 

★タイトル「知の豊かさを楽しむシリーズ２」 

★１０講座（全３０コマ）：経済/日本史/人間学/科

学/環境とみどり/みどり学/川崎学（歴史）/川崎学

（自然）/エクセレント/子育て 

２０２０年度「オンライン特別公開講座」がDVDに

「エッ！去年もあったの？」「見逃してしまった」そ

んな受講生の皆さんをはじめ、一般市民のために市内

各図書館に「シリーズ」DVDが配架されます。 

「知の豊かさを楽しむシリーズ」一覧を見るには 

川崎市立図書館のHP を開く→「本のこと」を入力

→ CD欄にチェック→           

検索欄 タイトルに  

「かわさき市民アカデミ

ー」を入力する 

 さあ、図書館に行こう！ 

 

 

 

イッツコム地モトNEWSで 

地域協働講座（教育）「孫育て」の取

の取材がありました。内容は「遊びの

いろいろや、子どもが喜ぶ手作りオモ

チャに挑戦！」（11/8）。 

講師の先生は、保育ボランティ

アグループ「にじの会」代表 

河村順子先生です。孫育てに奮

闘中の受講生 11名が、すぐに役立つ

遊びやオモチャづくりでは、新聞紙や

ペットボトルなど身近にあるもので簡

単に楽しみながらつくれるこ

とを学ぶ様子を収録されまし

た。Youtube はこちら 

         受講生のつどい（修了式）           

 

開催日：２０２２年３月 9 日（水）午後 
 

今年度は会場・オンラインで多くの先生、受講生にご参加いただき、 

修了生をお祝いすることができそうです。 

どんな光景が繰り広げられるかご期待ください。 

アトラクション：文梨衛さんと仲間のジャズ演奏 

「第 7 回 彩会展」のご案内  

 今年も芸術（絵画）ワークショップの受講生と OBで絵画展を開きます！ 

会期：2021年 12月 17日（金）～12月 22日（水） 

11時～17時（12月 20日は休館日） 

会場：中原市民ギャラリー（東急武蔵小杉駅北口をロータリー側に出て、右手の 

横断歩道を渡った超高層住宅棟の 1階） 

 

 

 

ただいま制作中！ 

シリーズ 2 

オンライン特別公開講座 

田
村
澄
江 

 

佐
加
井
宏
子 

 

かわさき市民アカデミーは「かわさき

SＤＧｓパートナー」に登録されまし

た(令和 3年 10 月 29 日)。 
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「川崎学・歴史」のコーディネーター中西望介

先生には、悲しいことに９月２５日逝去されまし

た。２ヶ月ほど病床生活を送られたようですが、

５月に何回か会議でご一緒したときにはお元気だ

ったので、訃報は信じられないものでした。 

先生は地域の中世史に詳しく、何度も講義を担

当くださったあと２０１４年よりコーディネータ

ーを引受け、渡辺先生や大庭先生とともに興味深

いカリキュラムを組み、立派な講師陣を揃え、 

 

 

 

アカデミーに貢献してくださいました。聴講生に

はファンも多く、皆さん残念で悲しいお気持ちの

ようです。 

７０歳半ばという年齢で、まだ究めたいテーマ

もおありだったはずですし、今後の「川崎学・歴

史」についても準備を進めてくださっていたよう 

です。長い間、有難うございました。心よりご冥

福をお祈りいたします。 

（アカデミー副学長 田中 宣一）

「先生、もう少しゆっくりお願いしまーす」野

外学習の時、受講生集団の後部から叫ばれるの

が常であった。先頭の中西先生は、すらりとし

たコンパスでスイスイと歩かれる。川崎学（歴

史）における先生の最後となってしまった講座

は 5月 29日の野外学習で、1万歩以上の強行

軍であったが、この時も先生は先頭を切って引

率してくださった。 

私ども受講生を歴史探求の仲間として接して

下さり、川崎学（歴史）を身近な親しいものに

してくださった先生、亡くなるのも早過ぎまし

た。嗚呼     （講座世話人 酒井豊子）

 

11 月 4 日に贈呈式がありました

住む地域の歴史・文化への理解と、地元への

愛着を深める機会を提供いただいています。 

（川崎市のホームページより） 

アカデミーで学び・歩くかわさき、まち歩

きWSの講師をされている菊地恒雄先生は事

務局長をされています。 

川崎市においては、研究成果を「川崎の町

名」「川崎地名辞典」などの著書にまとめると

ともに、市民講座などを通じ、市民が自分の 

中西望介先生ご逝去（9 月 25 日、７４歳でした）  

長年にわたり歴史（川崎学）を担当していただき、バスハイクでは城跡見学など

で軽妙な語り口で人気の先生でした。2014年からはコーディネーターとしても

ご活躍中でした。アカデミーでの貢献に感謝し、ご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 

写真中央が 

菊地先生 

日本地名研究所は川崎市を拠点に、時代と

ともに失われつつある古い地名の由来等に関

する学術的な研究を重ね、土地の風土と不可

分の地名の価値を発信する活動を継続されて

います。４0年にわたり地名や風土を見直す

全国的な研究活動の中心的役割を果たされて

こられました。 

 

編集後記 

「NPO通信」から「かわら版」に名称を変

えた時期に編集委員を経験しました。 

それから７年目の今年、再びメンバーの一

員になって気がついたことは記事にする題材

がとても多彩で豊富になったこと。外部組織

との交流を地道に重ねてきた成果であり、ア

カデミーの事業に拡がりと厚みができたこと

を実感しています。どうぞよろしくお願いし

ます。（M） 

 
 

 

 
認定NPO法人かわさき市民アカデミー   

 

発行人 広報部会  

編集人 かわら版編集委員会 
 
川崎市中原区今井南町 28－41 

      川崎市生涯学習プラザ 3F  
                 
電話 044-733-5590  FAX 044-722-5761 

問合せメールアドレス

info@npoacademy.jp/    HPは 

http://npoacademy.jp/   こちら 

 
 

     

 

「日本地名研究所」川崎市文化賞を受賞 

mailto:info@npoacademy.jp/
http://npoacademy.jp/

