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 2016 年度 前期スタート
認定 NPO 法人かわさき市民アカデミー理事長

藤嶋

昭

皆さま、かわさき市民アカデミーを受講いただきありがとうございます。お陰さま
で、今期延べ 3,400 名の受講生をお迎えすることができました。
アカデミーが、知的好奇心追求の場、自分探しの場、気の合う仲間づくりの場とな
りますよう、これからも皆さまのご意見をお聴きしながら、よりよい市民大学である
ことを目指したいと思っています。

 開講式
４月 7 日（木）開講式を行い、2016 年度前期がスタートしました。
第１部の開講式では、福田紀彦川崎市長、渡邊直美川崎市教育長をは
じめとした来賓の方々をお迎えいたしました。
ご挨拶いただいた福田市長から、かわさき市民アカデミーは「川崎
の宝だ」と過分なお言葉をいただき、改めて身の引き締まる思いがい
たしました。
太田猛彦学長から、アカデミーは受講生の規模、講座の講師陣の布陣からいっても
日本一の市民大学と信じていますと話され、学習内容のレベル維持に努めたいとのお
話がありました。
藤嶋昭理事長からは、昨年末、これまでの活動実績が認められ認定 NPO の資格を得
ることができました。アカデミーの財務基盤の強化と持続的発展のため、皆さまに寄
附のご協力をお願いしたいとのお話をいただきました。金井則夫理事長からも主催者
としてのご挨拶をいただきました。
第２部では、当アカデミーのコーディネーター・
講師である内田伸子お茶の水女子大学名誉教授によ
る記念講演、「学力差は幼児期から始まるか～どの
子も伸びる共有型しつけのススメ」をテーマに有意
義なお話をいただきました。
第３部では、新規に受講された皆さまにオリエン
テーションを行いました。
当日は天候不順にもかかわらず 112 名の参加をい
太田学長の挨拶
ただきました。
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 理事会の報告
2016 年度 第 1 回（4 月）理事会を 4 月 26 日（火）
、15 時 30 分から開催。
報告事項：16 件、審議事項：2 件、4 名の受講生の方に傍聴いただきました。
▼新年度初の理事会でした。前年度の業務や経
◎主な報告事項
理に係る報告と分析、5 月末に実施する NPO
・16 年度前期受講者数について
総会の準備に向けた議論が中心でした。
・第 8 回受講生のつどいについて
▼前年度の決算については、当初予算との差異
・フェスタに関する提言
があったことを確認し、その原因は何であっ
・15 年度後期講座実施に関する
たのかの分析を行いました。
業務監査報告
▼総会後、役員の体制も新しくなります。担当
・事務局業務分担、講座・ＷＳ
講座・WS や総務、事業推進、広報、地域連
担当について
携各部会の所属などについての発表もありま
◎主な審議事項
した。認定 NPO として地域に信頼される活
・NPO 総会の議事について
動を進めるべく相互に確認をする会議となり
・NPO 総会の役員役割分担に
ました。
ついて

 総会開催について
日時・場所 5 月 24 日（火） 16:00～17:30 プラザ 201
総会は、当アカデミーの 2015 年度の事業報告及び 2016 年度の事業方針が承認さ
れる重要な会議で、NPO の最高意思決定機関として位置づけられております。
NPO 会員及び賛助会員の皆さまには是非、ご出席を賜りたくお願い申し上げます。
NPO 会員・賛助会員の募集
現在、正会員は 199 名・1 団体、賛助会員 90 名の方にご加入いただいております。
NPO の活動の充実と発展は、多くの皆さまのご協力とご理解が必要です。是非、
NPO 会員にご加入いただき、ご支援、ご協力をいただきたくお願い申し上げます。
ご入会の方法
正会員・賛助会員は当法人の目的に賛同して入会いただく個人・団体
の方々です。なお、正会員は総会において議決権を行使できます。
入会を希望される方は、プラザ３階 NPO 事務局にお問い合わせ下さい。
常時受付けております。
正会員
個人・団体

個

人

賛助会員
団

体

個人・団体ともに

入会金

1,000 円

5,000 円

―

年会費

1,000 円

5,000 円

1,000 円（1 口以上）
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『受講生のつどい』開催のご報告
実行委員会委員長 木村 ますみ
2016 年 3 月 2 日（水）、第 8 回受講生のつどいが開催され、受講生、先生方を含
め 119 名と今までで最高の参加者でした。津軽三味線演奏家の山中信人さん、稲沢
茉梨さんをお招きし「津軽三味線コンサート」を開催。また、ひとみ座協力のもと、
つどい初受講生による成果発表の人形劇「なかよし」の上演、ウルトラクイズパー
ト 3…と盛りだくさんの内容でした。
ウルトラクイズは各テーブル毎で競い合い、また、
実行委員はクイズの出題づくりにも燃えました。
コーディネーターの先生方からのひと言も楽しく、
各講座の様子を伝える写真展示もあり、受講生と先
生方との交流を深めることができました。
今回も受講生の実行委員、当日のサポートメンバ
ーの皆さんの活躍で、つどいを盛上げてくれました。盛上げ
2017 年のつどいは、3 月 3 日（金）を予定してい
クイズに大盛上がり
ます。
イラスト

 ２０１６年度『フェスタ』開催ご案内と出展募集
実行委員会委員長 阿部 秀一
アカデミーでは、受講生が主体性を持って学習成果に基づく発表の
場にすることを基本方針としてフェスタを本年度も開催いたします。
講座・ＷＳによる特性を活かした多様な発表形式への取り組み、工
夫をお願いいたします。フェスタでは地域との連携・協力についても
積極的に取り組む予定です。
☆開 催 日
・初

２０１６年１１月５日（土）・６日（日）

日：１１月５日（土）１３：００～１６：００（基調講演・展示）

・２日目：１１月６日（日）１０：００～１６：００（展示・イベント）
＊野外講座、オープン講座は２日間に限定せず、前後での実施も可能です。

☆基調講演
・講演者

１１月５日（土）開場１３：００ ４０１教室
姜 尚中氏（東京理科大学特命教授・東京大学名誉教授）

☆フェスタ参加企画の募集

6 年度の基本方針案

学習成果の発表、講座・WS 主催公開討論会、展示、コンサート等
の企画を募ります。皆さまふるってご応募ください。

参加申込み締切：６月１０日（金）
※参加企画書用紙は
プラザ３階、NPO 事務局内に用意しております。
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 受講生スタッフ募集!!
フェスタ協力
スタッフ
・フェスタでの受付
・古本市販売
・出店企画等のお手伝い
をいただける方

56 号

皆さまの支援を必要としております

広報部会支援
スタッフ

事務局支援
スタッフ

・
「講座のご案内」パンフ
レット制作
・受講生募集「説明会」

・事務局での印刷、封書
の発送
・各種イベント等のお手

・専用ラックチェック等
支援をいただける方

伝いをいただける方

スタッフ申込方法
募集申込用紙はプラザ 3 階、NPO 事務局に用意しております。
皆さまからのふるってのご応募をお待ちしております。

 アカデミー予定表
５月度
24 日（火） 総

７月度
会

21 日（木） 説明会（中原市民館）

30 日（月） 企画運営委員会

22 日（金） 説明会（高津市民館）

６月度

26 日（火） 説明会（麻生市民館）

14 日（火） 理事会

27 日（水） 説明会（宮前市民館）

7 月度

28 日（木） 説明会（教育文化会館）

8 日（金） 「講座のご案内」ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ完成

8 月度

9 日（土） 後期受講生募集申し込み開始

19 日（金）

受講申込み締切り

17 日（日） 新聞に折込みチラシ

編集後記

編集人

・先の熊本地震の被害に遭われた皆さま（受講生
の関係者も多くおられることと思います）にお
悔やみとお見舞いを申し上げます。
・16 年度前期もスタートし１ヶ月が経過します。
はじめてアカデミーを受講された皆さま、学
園生活は如何でしょうか。
・
「かわら版」は、受講生・アカデミー双方の情
報伝達紙です。皆さまからも様々な情報を編集
委員会までお寄せください。
よろしくお願いいたします。
編集委員

川崎市中原区今井南町 28－41
川崎市生涯学習プラザ 3F

認定 NPO 法人かわさき市民アカデミー
かわら版編集委員会
電話:044-733-5590 FAX: 044-722-5761
問合せメールアドレス:info@npoacademy.jp
ホームページ: http://npoacademy.jp/
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