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 フェスタ 3 年ぶりに開催 
  フェスタ共催 SDGs フォーラム「気候変動―今ここにある危機」はエジプトで開催中の 

C O P２７に注目しつつ各分野でご活躍の先生を迎え、充実したフォーラムが実現しました。 

フェスタ SDGｓフォーラム「気候変動―今ここにある危機」11 月 19 日
🔲第１部は、 

東京大学未来ビジョンセ

ンター教授・国立環境研

究所地球システム領域上

級主席研究員 江守正多

先生による「気候危機の

リスクと社会の大転換」

というテーマのご講演で

した。「気候変動は、人類の文明を脅かす危機

と捉える人が世界で増えてきているが、日本人

の多くはこの危機に向き合えていない。危機の

克服に必要なのは『我慢』ではなく、前向きな

社会の大転換である。そして、それは決して難

しいことではなく、『私たちができること』を

すぐにでも行動に移すことで実現する」と、考

え込む私たちの背を押してくださいました。 

    第２部）シンポジウム 

🌠シンポジスト 

◆江守正多先生 

◆CDP Worldwide-Japan ディレクター 

森澤允世先生 

◆森林総合研究所 生物多様性・ 

 気候変動研究拠点主任研究員 

 江原誠先生 

       コーディネーター 

 ◆東京大学教授  

 蔵治光一郎先生 

 ・・・・・・・・ 

 江守先生、そして金融界で活躍された後、

東京大学大学院で環境博士号を取得、N G O

の立場から機関投資家や大手企業の後押しを

している森澤先生、森林減少を食い止める取組

を海外を含め、精力的に活動している江原先

生には、蔵治先生の素晴らしいコーディネー

トによって濃密な討議を展開して下さいまし

た。最後に、環境問題における南北問題、つ

まり先進国と途上国の課題は人権問題でもあ

ること、さらに基金の創設への言及もありま

した。蔵治先生から就活の学生は持続可能な

理念を持つ企業を

志向しているとの

頼もしいご報告が

あり、幕を閉じま

した。 

次回 SDGs 講演会 オンライン：12 月 17 日(土) 14 時～16 時  

『歴史的な建築の保存・修復・復原と SDGs！ 

－自然はまだ見ぬ子孫から借りている…－』 

講師 日本工業大学名誉教授(元学長)･波多野純設計室代表 波多野 純先生 

江守正多先生 
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フェスタ ‘22 の報告 11 月 5 日（土）6 つのイベント実施        

3年ぶりに、今年フェスタを開催しました。コロナ禍の中、イベント

の数を絞り、1日だけのコンパクトなフェスタを実施しました。 

受講生の皆さまには、お忙しい中フェスタにご参加いただきありがと

うございました。今年も受講生の方々には成果の発表、展示、書籍のご

寄附等のご協力をいただきました。準備段階・フェスタ当日にご協力い

ただいた関係者の皆さまにも厚くお礼申し上げます。 

今回のフェスタでは、受講生が中心となって 6つのイベント（下の写

真をご覧ください）を実施しました。 

来年は、近隣の方々にも楽しめるイベントも含めて開催したいと考え

ています。 

また、フェスタの一環として 19日

（土）には SDGs フォーラム（１面

参照ください）を開催し、11月を通

してのオープン講座も行い、それぞれ

多数の方々に参加いただきました。 

 

 

 

 

 

かわさき市民フロンティア

＜講演＞「江戸東京たても

の園」その構成と見方 

 

地域協働講座＜収録対談と意

見交換会＞「最近の発達障が

いの動向と大切なこと」 

 

 

アカデミーブックレットと

双書販売・古本市・陶芸市 

 

かわら版編集委員会＜展示

＞かわら版タイトルバック

の歴史「浮世絵ブラ旅」 

 

環境とみどりＷＳ＜発表＞ 

「身近なSDGｓ～受講生の

多彩な活動と成果～」 

 

政治・社会ＷＳ＜展示＋リ

レートーク＞「コロナ禍と

生活・社会・政治」 
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ネットからの受講申込みシステムが変わります！ 
★２０２３年前期講座の受講申込み・・・ネットメンバーＩＤの移行予定のご案内★ 

ホ―ムページからの申込み手続きを円滑にし、新たにスマホからの申込みにも対応できるよう

に、受講申込みシステム（ネットメンバー）の改修を進めています。これに伴い、2023 年度前期

講座の受講を申込む際に、これまで「ネット申込み」をされた方には、ネットメンバーの登録ＩＤ

の移行をお願いします。仮 ID、仮パスワードの発行などＩＤ移行の手順に関するご案内を、１月上

旬に郵送します。また、アカデミーホームページの新着情報でもご案内する予定です。 

ＦＡＸまたは郵送で「紙の申込書を使って受講申込み」をされる場合は、ID の移行の手続きは必

要ありません。なお、「ネット申込みへの切り替え」を希望される場合は、仮 ID を発行しますの

で、１月に受講申込み受付が開始しましたら、事務局にお問合せください。 

 

                          

2022 年 10 月度 理事会開催  10 月 11 日（火）および 10 月 25 日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度もオンライン併用で修了生の皆さんを祝い、楽しむつどいを開催します。 

馬場学長のもと修了式を行った後は、アトラクション・先生と受講生の交流タイムが 

あります。今年は、ウクライナ人で長年日本で演奏活動を行なっているカテリーナさん 

をお招きし、ウクライナの民族楽器を奏でながらの故郷の民謡や日本の歌の数々を 

演奏していただきます。 
 

開催日 ２０２３年 ３月８日（水） １３：００〜  
会 場  川崎市生涯学習プラザ ４０１会議室 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人の正会員ってなに? 

NPO法人かわさき市民アカデミーでは、た

くさんの皆様に正会員になっていただきたく募

集しております。正会員 は、一般企業でいう 

社員（従業員） のことではなく、NPO 法人の

構成員で、意思決定機関である総会において議

決権を持つ会員（正会員）のことをいいます。

例えるなら、株式会社でいう議決権をもつ 

「株主」 をNPO法人では「正会員」、株式会

社の最高意思決定機関である 「株主総会」 に

あたる部分が、NPO 法人では 「総会」 にな

ります。議決権は、理事の選任権や運営上の重

要事項の決定権等になります。 

皆さまの入会をお待ちしております 

（総務部会） 

 

 

 

寄附をすると税金が戻ってきます! 

かわさき市民アカデミーは川崎市の「認定

NPO法人」です。当法人に寄附を行うと税

制上の優遇(寄附金控除)が受けられます。ア

カデミーの持続的運営のためのご支援をお願

いします。 

○寄附金額(2 千円控除後)の最大 50%（所

得税 40%＋住民税 10%）が戻ってきます

(税額控除)。 

○寄附金控除を受けるには、当法人発行の寄

附金受領証明書等を添付して、所轄税務署に

確定申告書を提出(又は国税庁HP から申告)

してください。詳しくは最寄の税務署又は事

務局にお問い合わせください。 

（総務部会） 

 

 

 

 

 

1）主な審議事項 

○受講申込・会員情報管理システムの新規導入 

○「講座のご案内」パンフレット製作業者の選定 
 

1）主な審議事項 

○受講申込・会員情報管理システムの新規導入 

○「講座のご案内」パンフレット製作業者の選定 

 

２）主な報告事項 

○カリキュラム企画・編成委員会 

 ・2023 年度前期講座日程の確定 

 ・間宮陽介先生の辞任と都築勉先生の就任 

○2022 年度「受講生のつどい」（修了式）を 

2023 年 3月 8日（水）に開催 
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＞＞＞2023 年度前期受講生募集が始まります！＞＞＞ 

● 市民アカデミーが開学してから来春で 30年！ 

● ますます充実した講座・ワークショップを準備しています。 

1 月 12日（木）「講座のご案内」パンフレット配布開始 

1 月 12日（木）～2 月 21日（火）申込期間 

2 月 1 日（水） 14：00～15：30 麻生市民館 第 1 会議室 

2 月 6 日（月） 14：00～15：30 中原市民館 第２会議室 

2 月 10日（金）14：00～15：30 生涯学習プラザ 301 会議室(オンライン併用) 

 

放送期間：2023年 1月 23 日（月）～2月 10 日（金）日替わりで内容が変わります。 

内容：川崎学 ５講座を３回ずつ  自然Ⅰ 自然Ⅱ 学び歩くかわさき まち歩き 歴史 

放送時間：７：３０～７：５０ 

再放送日： 各週の日曜日の７：３０～９：１０ 【１/29（日） ２/５（日） ２/12（日）】 

  かわさき市民アカデミーは、2022 年度川崎市教育委員会の委託事業として、かわさき FMで

「川崎学」のラジオ講座を実施いたします。ラジオを通して川崎市民に、川崎の自然、歴

史、文化を楽しく学んでもらおうというものです。 

 かわさき FM は、スマホからも受信できます（川崎市の災害情報も聞くことができます）。 

 

黒木登志夫先生 

神奈川県文化賞を受賞！ 
文化の日の 11月３日、第 71回神奈川 

文化賞・スポーツ賞の贈呈式が 

神奈川県民ホールで行われました。 

黒木先生の文化賞受賞理由の 

一つは市民アカデミーで生命科 

学のセミナーを長年に亘って実 

施されていることでした。 

 式では傘寿を超えても精力的に 

活動を続けている秘訣について、「頭をいつも動 

かし、好奇心を持つこと」と語られました。   

                     

   

かわさき市民アカデミー ラジオ講座 が放送されます！ 

編集後記 
アカデミーにとって最大のイベント、フェ

スタが 3年ぶりに開催されました。講演、展

示、トークあり、さらに古本市・陶芸市あり

と、コロナ禍が収束していない中、規模を縮

小したとはいえ多彩な企画に、準備に奮闘さ

れた方々の並々ならぬ意気込みを感じまし

た。一方、受講生の姿は少なく、若干の寂し

さも感じました。受講生主体のイベントとし

て、来年度は多くの受講生の参加を期待しま

す。               （M.S） 

す。 

        （かわら版編集委員 中澤） 

 
 

インドネシアからの遠隔講義 

―市民アカデミーでは初めて海外から― 

2022年後期のエクセレント I「世界を旅

する㉗」はインドネシアを学んでいます。 

バリ島で G20が開催されていた 11月

16日（水）は、ジャカルタからインドネシ

ア大学教授ジュリ 

アン・パスハ先生に 

よる「インドネシア 

政治のリフォルマシ 

（改革）」でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講された場合、それぞれ

に記念品を差し上げます 

 

 

受講説明会 

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 

http://npoacademy.jp/ 

 
 

     

 

 

募集の 

スケジュール 

mailto:info@npoacademy.jp/

