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前期のかわさき市 アカデミーの講座 びワークショップもいよいよ 月 日（月）から約

か月間にわたり始まることになりました。

かわさき市 アカデミーは、ご存じとは思いますが、市 が生涯にわたる学習と社会参加を通して、より掿

かな人生を開 し、積極的に生きることを支拶するとともに、新たな文化と活 ある地域社会の 挝をめ す
市

のための学習務会を卖挿することを 的に、平成

今 は 20

となる記挡すべき であります。

掞に開講しました。

アカデミーの運営は、当初、現在の（公財）川崎市生涯学習財団が運営しておりましたが、19

市

・受講生が中心になり「市

による運営」を

匦して、「ＮＰＯ法人かわさき市

の皆様と財団 び 政が を合わせ、匞働で 業を進めてまいりました。
の卜

からは、運営のほとんどをＮＰＯが

ミーの運営を ってまいりますが、講座等の運営が

アカデミー」を設

月に市

し、

うことになりました。今後とも財団とは匞働でアカデ
に われるよう、特に、会場の卾 や、広報等に き

ましては、今後ともご匞 いただくことになっております。
受講者の 間延べ人数は、22・23

約等による定 オーバーのため、

の

間は 6,000 名を超えております。 講座によっては教室の制

を いお友りしなけれ ならない叔捵でした。 今回も 47 講座・ワー

クショップ中、11 講座・ワークショップで

を い約 200 名の方々に して拑挡ながら、お友りせ

るを

得ませんでした。今後は、受講生の皆さま方の講座運営面等への積極的な参加により、また、ご要望などを講
座等のカリキュラム編成にも生かさせていただいて、アカデミーの なる 展を 匦します。

受講生のつどい
本

も 受講生の どい が 3 月 16 日に生涯学習プラザ 401 教室で開催され、140 名以上の方が参

加なさいました。受講生相互間とコーディネーターの先生方との懇親の場として企画されてきましたが、
今

はヴァイオリ ストの 卼 子さんをお きして『お話と演奏』をお願いしました。コーディネー

ターのお話を った後は、匄田学 挽し れのお 子を挱しながらなごやかな
談の場になりました。また、今
された『新百合会場の紹
介』映像も放映されまし
た。新しい企画を組み込
みながら楽しい催しにし
てゆく為に工夫を凝らし
てまいります。

は新百合会場匒話人の皆様が心をこめて制作

NPO 新中期経営計画と実績（その 3 広報活動について）
新中期計画の実現、財務の健全化は受講生数に支えられています。22

広報部を 上げ、川崎市 に「かわさき市

アカデミー」の捃を広げることを匌一義に掲げ、皆さんと勚

組んだ募集活動で延べ受講生数が 間 6,000 人に達し、23

も卾 できました。出会いを 卲にしま

しょう。
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実
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込

5,158 人

6,082 人
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24 千部

28 千部

一人当り受講数
広報物

の新中期計画厜厵期間より、

*1 広報物：受講生募集案内＋説明会募集案内チラシ

*2 施設置場には他に個別チラシを配布

具体的な活動
月一回の広報部会を軸に下記の活動を実施しています。

①受講生説明会の実施：
《参加者数は各期：72 名 154 名でアンケートでは受講予定は約 90％》開催場
所は 生市 館・多 市 館・ 捾市 館・中募市

館・ミューザ川崎です。

募集チラシは新聞折込みとチラシ展単場配布とチラシの拔化拙捚、締卲後の挵加募集も実施していま

す。チラシの配布先：市内公共施設、

政務関、企業、市内在

ンター、市内 NPO 団体、受講生有志による自治会網の活用など

学（12 校）、川崎周辺市外の地域セ

③出前告知：かわさきコンパクト、川崎地域連合労働組合、川崎商工会議所、川崎市産業振興財団、企
業社友会など

④情報誌掲載：
「Stage UP」、くらしの 、厁日マリオン、新聞（神 川・

勤・毎日・厁日）

⑤Web 広報（ホームページの活用）：《（財）川崎市生涯学習財団、かわさき市
サイト、社友会ポータルサイト、NPO 法人

かわさき市 アカデミー など

⑥公共施設チラシ置場のチラシ混在の中、ア

カデミーの掭用チラシラックを市内市 館、
図書館に設置し（12 ヶ所）チラシの配布

を促進しています。

⑦各種アンケートから募集媒体の調査を積み
重ね、有効な広報手段を収得し、今後の
作戦計画に活用しています。2012 後期

からは広報 業の効厾化を実施していき
たいと思っています。

活動センターポータル

新百合

＊音楽Ⅲ講座

2012

期厦中講座の

3,100 を

前期

る

「日本音楽の及

受講の皆さん歓迎！！！
匞

講座

いを大卲に！

の勠日受講勧

も

ート

学ぶ喜び、深まる生き方

―古代より現代へ」中止のお知らせ

講師 川卟治先生、挶気治探のため双 講座を中厙とさせていただきました。 に受講厄をお支掾いいた

だいていた受講生には受講厄を拮 させていただきました。講座にお申し込みいただきました皆様にご迷惑
をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

＊

今

勲

人

動のお知らせ

から 務拈 が市川

彦から関智義に代わりました。どうぞよろしくお願いします。

講座・ワークショップ紹介
美術Ⅱ 講座

◇ 曜日

10 時 30

第 6 弾！！

「ギリシア神話を描く －神話図像学への誘い
人が

い昔に

の

絵を

いてから「

◇新百合 21 ビル

く人」「

武蔵野美術大学教授 篠塚千惠子

る人」が

え間なく存在してきました。そこで美術

史が形成されたと思います。そして「養護する人」
（パトロンですね）
「研究し解説する人」
（キュレーター？
講師？）も昔から存在していたようです。バザーリのように。

ここに「 る人」とリンクしている「美術史を学 人」の存在は？

私達はまさに「美術」と「人」をテーマに、浮遊（サーフィンのように？）してきたように思います。「印
象派」を学んで「絵画展」をより楽しいものとし、「キリスト教絵画」を学び「巡礼の旅」に思いをはせま
した。

「ギリシア神話」では？

講師の篠塚千恵子先生からのヒントです。「ギリシア神話は勽捤美術ではやはりキリスト教と

んで、勞

もよく勢題にされる物語なのです。 く語り がれ芸術全 に勢題とされ勸けているというのは、普 的な

ものが溢れるほど詰まっているからだと思うのです。背後にある深い深い精神性、人間性、これは

日本人にも響いてくるものがあると思います。美術史講座から、音楽その他の芸術ジャンルに広
っていくのは

らしいことだと思います。美術はそれのみで独 しているわけではありま

せんから。芸術のさま

まの振域、音楽、文学、演劇 等々と相互に影響し合って、さ

らには政治や経済とも複雑に絡み合っているものです。
」

「ギリシア神話の講座？難しそう・・」とちょっとひいてた、あなた？
なんだかわくわくしてきたでしょう？

音楽Ⅱ 講座 ◇木曜日 午前 10 時 40

◇新百合２１ビル

「映像とともに モーツァルトの名曲・名演を聴く －器楽編― 」

モーツァルト研究での匒化的勻

毎回

日本モーツァルト

である匈

先生による音楽

人もの受講生が集まる「かわさき市

ら勸いていますが毎回

アカデミー」の

的なテーマが勚り上げられ、

定的な匈

講座（通

勰勰

匈 厫 敏

モーツァルト講座 ）は

講座です。この講座は

か

ファンだけでなく、モーツァルト

ファン、音楽ファンが熱心に先生独特の柔らかい語り口で時折ユーモアも交えた講義を聞き、映像やＣＤ
でモーツァルトを楽しんでいます。
また卜

は講座の一挳として演奏匝による実演コンサートも

生演奏を間卐かに聴けるのもこの講座の
今期は「映像とともに

なわれましたが今期も予定されており、

の一 です。

モーツァルトの名曲・名演を聴くー器楽篇ー」と題するテーマで、ピアノ、ヴ

ァイオリン、弦楽四重奏曲、交響曲などのジャンル毎に先生の解説付きで名曲、名演を聴くことが出来る
ため、音楽ファンだけでなく普段は音楽をあまり聴かない人でも足を運びたくなったに違いなく、230 名
を超える多数の方々からの申込みを頂戴しました。

匈
先生の めども き モーツァルト談義がこれからも く勸けられることが受講生の願いであ
り、この講座を通じて多くの方々がモーツァルトファンになっていかれることを期待しています。

エクセレントⅡ 講座
「日本国天皇伝

2012

◇

曜日

－古代・中世編」

講座「 クセレント 」は

午後 2 時

◇新百合２１ビル

日本大学教授

間を前卖に博期 12 コマ、

関 幸彦

24 コマの「日本国天皇伝」である。

現在の日本の平成天皇は、初代神武天皇から数えて 125 代と言われている。 日本の天皇は血統をベース

に相勸され、中国の

挙挻や ーロッパの による地匱の

れる一系がおそらく 1700
する凄い特性である。

等とはまるで なる。その勦匒一系と言わ

损の間 卲れることもなく 勸されたことは、日本の天皇の 外国の 勢に

叄厱、この間「天皇」の性卺は時代により相当 なる。 匒 の天皇中心の国匝厼設、平勣拢期の武厨の

卤挓、

匕以来の武厨政勻の時代、そして明治

新の掣政挴興等々。

まさに天皇は日本歴史を映す鏡である．天皇講座は天皇の拹勷からの日本歴史厱である。ただ、一 して言
えることは、 匒
治の時代に「勻

明治の間 天皇制には拤に「

」は天皇にはなかったが、「勻

制」がバック ーンにあったと考えられる。武匝政

」が拤に天皇にあったということである。捲

も、勼 も、匝 も も天皇匝以外は天皇になれなかったことがそれを実卨する。
2012

も

義掫

講座「日本国天皇伝」は、 外国の 勢、皇 等との发 で日本の天皇の特 性を考え、日本

という国を考える講座である。関幸彦先生の名講義と共に期待したい。

『編集後記』

清水へ祇園をよぎる桜月夜

今宵逢う人みなうつくしき

こんな気匛ちをもう一 匛ちたいものと願っています。2012

前期の開講を えられたことを

とともに、一層気を引き締めてアカデミーの運営を担ってゆきます。

受講生の皆様からのご勪 とご支拶をお願いします。
編集責任者：折居 晃一、田辺 初子、 眞田 強、 笹子 まさえ

ＮＰＯホームページ http://npoacademy.jp

：ＮＰＯ法人かわさき市 アカデミー 広報部

