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秋は物思う季節、芸術の季節と言うことで、ちまたでも学園祭や文化祭が開かれることが多い頃にな
ってきました。かわさき市民アカデミーでも学園祭として「フェスタ‘１４」を例年通り１１月１５
日、１６日の２日間開催します。受講生の参加はもちろん、地域の方のご参加も歓迎しています。アカ
デミーの名前と内容の一端を多くの方々に知って頂く良い機会だと思っています。コンサート、絵画や
グラフィックの展示、講演会、古本市、学習成果の発表など、多彩な内容です。いつもの講座とは違っ
たものとの出会いから、今までとは違った生活へのヒントをもらえるかも知れません。
フェスタ実行委員会委員長
日高賢一

基調講演
「地球深部探査船『ちきゅう』と
地球生命の謎」
独立行政法人海洋研究開発機構
理事長
平
日
場
定

朝彦

時：11 月 15 日(土)
１３：３０ ～ １５：００
所：川崎市生涯学習プラザ
４０１大会議室
員：１４４名 （先着順）

地球深部探査船

『ちきゅう』

海底下 2,500 メートルの地層の中に微生物が生きている！地下生命圏の発見と探索により、今私た
ちの地球生命観が大きく変わろうとしている。その最前線を拓いているのが地地球深部探査船「ちきゅ
う」である。「ちきゅう」は海底下数キロメートルを掘削できる研究船で、これまでに南海トラフや東北
日本海掘削の結果、地下微生物の中にはメタンを作り出しているモノが存在する事がわかってきた。海
底下の世界は私たちが思っている以上にダイナミックで驚きに満ちあふれている。

質問： 講座に出席したときに受付で出席簿にマルを付けますが、何かに利用
したりするのですか？
？お答えします：出席簿で講座の各回に何名出席したか集計します。欠席
した人の資料を確保したり、各講座の出席率を算出するのに使ったりします。
出席したら必ずマルを付けて、間違って記入されていたりしたら訂正してくださいね。

理事会報告
報告事項：２０件

2014 年度 第５回（10 月）理事会
10 月 21 日（火） 15 時 30 分～

審議事項：４件

◎主な報告事項

▼今回は前期を終えて後期が始まったということで、

・14 年度後期受講申込状況について

年度後半の各事業の展開に向けて気を引き締めなおす

・14 年度前期決算について

会となりました。

・三者連絡会議の報告について

▼報告としては、前期の決算や業務監査、11 月開催

・フェスタ実行委員会の報告について

のフェスタに係る最終準備段階の報告、また「学長・

・15 年度前期の募集について

副学長、生涯学習財団、ＮＰＯアカデミー」の三者に

・前期業務監査報告

よる第２回連絡会議の報告、来年度前期に向けたスケ

◎主な審議事項

ジュール確認などがなされました。

・後期運営代表世話人会議開催について

▼審議事項としては、毎学期開催されている運営代表

・みどり学と川崎学の改編について

世話人会議の内容、来年度前期の講座・ワークショッ

・15 年度前期講座・ＷＳ会場について

プの会場について、受講申込みシステムの改善と、受

・受講受付・管理システムの改善について

講生の視点に基づいた諸事項の改善について活発に議
論がなされました。

新百合会場、高津会場、ミューザ
市民交流室の受講生の皆さんへ
上記のいわゆる「大規模他会場」で受講なさってい
る方は武蔵小杉の生涯学習プラザに来たことがないと
いう方も多いと思います。プラザで開催される比較的
少人数の講座では講座から一歩進めて仲間同士で自主
的活動を行ったりしています。
「かわさき市民アカデミ
ー」は学習ばかりでなく、成果の地域還元、より豊か
な人間関係を築く事も目標の一つになっています。科
学、政治・社会、環境とみどり、人間学、芸術の受講
生の学習成果や活動を紹介する企画があります。今話
題の武蔵小杉の街の見物を兼ねて生涯学習プラザにい
らっしゃいませんか。是非この機会に一度いらしてく
ださい。

質問：講座の終了が近くなると「資料代」が徴収されますが、どうして
受講料と一緒に集めないのですか。

お答えします：各講座の講師によって配られる資料の枚数が全然違います。
例えば前期の例ですと多い講座だと\1,200、少ない講座だと\50 と言うくらい
違います。事前に資料がどれくらいか判らないので講座後半に徴収させてもらっています。

地域連携部会について

地域連携部会長 高橋富夫

地域連携部会は、ＮＰＯの第２次中期経営計画で従来の３部会に加えて新設された部会は３点の役
割を担っています。一つは外部との連携強化であり、一つはＮＰＯの活動範囲の拡大であり、一つは各
部会と協力して地域貢献活動の基礎つくりを行うことです。
外部との連携強化は、行政・大学・企業・地域活動団体とコラボレーションを行います。その結果、
地域に根差した講座の開発を期待しています。ＮＰＯの活動範囲の拡大は、シニアから受講者層を拡
げ、多角的活動の充実を通してアカデミーの運営力強化への道を開きたいと期待しています。学びの成
果を地域貢献につなげる、
・・・易しいようで難しいことにチャレンジして、受講生の現役・ＯＢを結
集して地域貢献団体の育成を目指します。
どの方向もまだ決まったスタイルはなく
地域デビュー！トップバッターは「子ども理科実験教室」
手探りの状態です。情報も大切です、窓口
2014 年度から教育委員会が実施している「地域の寺子
も必要です。何より息の長い活動です。
屋事業」にアカデミーも参加。来年 2 月に幸区で「子ども
是非、皆様のご協力を頂きながら活動した
理科実験教室」を開催することになりました。担当者たちは
いと願っています。
これまでのノウハウを礎に、実験に取組む子どもたちの輝く
表情を思い浮かべながら準備を進めています。

広報部会の活動について

広報部長

富本直一

皆様既にご承知と思いますが、2014 年度後期から講座案内と受講生募集チラシが新しくなって皆
様のお手元に届きました。このデザイン、作成、そして新聞折込みなどを担当しているのが広報部会で
す。広報部会は他にもさまざまな活動を行っておりますが、特にこれから力を入れるのは当アカデミー
を知らない方々に広く知っていただき講座に参加していただくことです。
他にも様々な広報活動を行っておりますが、一番強力な広報活動は受講生の皆様が知人友人に「かわ
さき市民アカデミー」を紹介していただくことです。かわさき市民アカデミーの持続的発展、講座のよ
り充実に向けて受講生の皆様全員が広報部動を担って頂くことを切にお願い致します。
かわさき市民
アカデミーたより

新聞折込み用チラシ

講座のご案内

年に２回
１月中旬・
７月中旬に
発行しています。

アカデミーを
知らない方の為
一般広報誌です。

アカデミー専用ラック

受生募集説明会
毎期ごとに
市民館など
数会場で行って
います。

川崎市内の図書館・市民館・
国際交流センターなど
13 か所に設置しています。

みなさん、フェスタに絶対参加して下さいね！
フェスタの準備でフラフラになっている私は
「おおみや つかさ」ではありませんよ～

事務局コーナー

いよいよ１１月に突入で、今年もあと２か月となりました。１０月末からフェスタオープン講座が始
まり、１１月１５日（土）
・１６日（日）には、生涯学習プラザでフェスタ’14 が行われます。
数年前から講演の他に学習発表の場をもうけ、「環境とみどり」・「政治・社会 WS」等の受講生に参加
いただいています。

今年初の試みで、まち歩き講座・WS の世話人の方々が中心になって野外講座を

実施します。（かわら版発行の時には、募集が終わってしまっていますが。）受講生の方が自ら講師とな
って趣味の WS（カリグラフィ・ポプリ）も行います。
フェスタに関わって３年目になります。毎年趣向が違っていて各企画の実行委員の準備等も大変です
がその分やりがいもあります。毎年、実行委員のみなさんと作り上げていく様子がとても楽しみです。
また他会場での受講生の方と知り合いになる機会を得ることもできます。
私も受講生同士がフェスタによって、授業とは違った関係を広げていってほしいと思います。フェス
タへぜひお友達ご家族お誘いのうえ来てくださいね！
基調講演・フェスタ De コンサート等紹介しきれないくらい内容盛りだくさんです。
フリマ・古本市もあるよ。
さて、私の名前を言えますでしょうか・・。メールでも、姓が姓と名前で間違われることもありま
す。

大宮司 祐美

〈編集後記〉
2014年11月予定表

◆後期が始まった途端、まぁ、毎日の忙しいこと！
フェスタの準備も着々と進んでいるようです。

日

曜日

行 事 予 定

4

火 かわら版１１月号配布開始予定

◆ここだけの話ですが、基調講演でご登壇頂く平朝

4

火 野外講座

東京駅散策と江戸の食事

7

金 野外講座

黒川、よこやまの道を歩く

彦先生は、理事長の藤嶋先生の特別なコネクション
で実現した夢の講演だそうです。もう、絶対参加し

10 月 オープン講座

いのちの科学

12 水 オープン講座

音楽Ⅲ

ミューザ川崎

13 木 オープン講座

音楽Ⅱ

新百合21

14 金 オープン講座

美術Ⅱ・エクセレントⅡ

15 土

生涯学習プラザ

フェスタ’14

16 日

なくてはという気持ちになっています。野次馬根性
でドンドン色々な催しに参加してください。
◆ところで今頃コーディネーターの先生方は 15 前

新百合21

期の講座作成に四苦八苦なさっている頃です。パン
フレット作成のための原稿が 11 月の半ばに締め切
りなんです。噂によると面白そうな講座が目白押し
です。お楽しみに。（ｔ）

2014年12月予定表
日

曜日

8

月 かわら版１2月号配布開始予定

15 月 理事会
17 水 運営代表世話人会議
25 木 大掃除
26 金 仕事納め
27 土 事務局閉室 ～1/4

行 事 予 定
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