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NPO 法人「総会」開催！
2016 年度認定 NPO 法人かわさき市民アカデミーの総会が、
5 月 24 日（火）、午後４時からプラザ 201 教室で開催されま
した。当日は 127 名（委任状を含む）の出席がありました。
藤嶋昭理事長から、15 年度は年間延べ受講生数が 6,500 名
を超えた。認定 NPO の資格を得るという嬉しい出来事もありま
したと報告がなされました。太田猛彦学長からは、創生期に故篠原一先生が苦労され、
基礎を創られたから今がある。篠原先生の意思を継ぎ、次の世代につなげてくことが
必要であるとお話をいただきました。来賓の（公財）川崎市生涯学習財団桑原賢治副
理事長から、アカデミーは一緒にやっていく仲間だと思っている。市民に学びの場を
提供することで「学ぶ」希望を叶えてあげたいとのお話をいただきました。
議長に阿部理事を選出。高橋副理事長から全体の活動報告があり、2015 年度は初
めて余剰金（利益金）のない決算となった。その主たる原因は、受講生見込みが計画
を下まわり、通年で 100 名減であったと説明。2016 年度事業計画については、この
1 年間は経費の見直し、効率的な経営、持続的な事業運営を目指したいとのことでし
た。引き続き、4 部会長（総務部会、事業推進部会、
広報部会、地域連携部会）から 15 年度の活動報告およ
び 16 年度の方針説明がなされました。
その後、今回提出された６つの議案について賛否を問
い、いずれも賛成多数で可決されました。
役員は今期退任 1 名、新任 2 名が了承されました。
終了後、懇親会が行なわれ OB 理事から NPO 法人誕生
藤嶋理事長のご挨拶
の経緯等当時の貴重な体験談をお聞きしました。

2016 年度役員のご紹介
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認定 NPO 法人と協力会
日本には NPO 法人が 50,870 件、川崎市では 353 件あり、
そのうち認定 NPO 法人は８件登録されています。
日本ではまだ NPO 活動に対する国民の理解が低く、会員の支
援（会費、役員の負担）だけで活動ができている団体は極めて
少なく多くの団体は財政面で厳しい状況にあります。そのよう
な法人を支援するために出来た制度が認定 NPO 法人制度です。
アカデミーは、2015 年 12 月、社会に対する貢献、収益の透明性と高い情報開示な
どが広く一般から支持されていると評価され、認定 NPO 法人へとステップアップしま
した。しかし、受講料に大きく依存しているアカデミーでは、財政基盤が脆弱であり、
受講生の皆さまはじめ多くの方々のご支援を必要としています。
◇将来に向けての事業
アカデミーでは４つの事業を目指しています。
① 市民の生きがいづくりと地域づくりのために、講座の一層の充実を図ります。
②地域の子どもたちを中心に参加者層の拡大を目指します。
➂受講生の学習成果を活かしたボランティア活動を支援します。
④「郷土かわさき」の素晴らしさを後世に伝えます。
なお、すでにミューザ川崎での無料講座の開催、宮前市民館での
新たな講座の開設、子どもたちのための寺子屋事業への協力等さま
ざまな取り組みをおこなっています。
◇協力会ご参加へのお願い
アカデミーの事業を将来にわたって維持し、発展させるためには財政基盤の強化が必
要です。認定を受けたことで、ご寄附をいただく窓口として「かわさき市民アカデミー
協力会」を作りました。
協力会に加入していただき、アカデミーの安定した運営にご支援をお願いいたします。
既に、一部の方からその主旨にご賛同いただき、ご寄附をいただいております。
2016 年 5 月末現在、その総額は 91 万円となっております。下記に、ご寄附をいただ
いた個人・団体の皆さまのお名前を記載させていただきます。
なお、個人の皆さまがご寄附をされますと最大 50％の税額が控除されます。
協力会へのお申込み、お問合せ等ございましたら、是非、プラザ３階 NPO 事務局まで
お申しつけください。常時受付けております。

ご寄附をいただきありがとうございました
【団体】
・株式会社Ｅ＆ＣＳ ・株式会社イスズ ・横浜銀行 ・川崎信用金庫
・東京応化工業株式会社 ・株式会社浜野エンジニアリング
【個人】
・太田 桂一 ・大戸 澄子
・坂本 潔
・柴田 禮子
・他に 19 名の匿名の方

・京極
・滑川
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邦夫
通代

・榑林 昌治
・林 朝子
（敬称省略 50 音順）
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2016 年度 後期受講生募集 !!
■秋からの講座のご案内
〇7 月８日（金）: 2016 年度後期かわさき市民アカデミー
「講座のご案内」パンフレットが出来上がります。
〇7 月 9 日（土）から：講座の申込みを受け付けます。
〇7 月 17 日（日）：川崎市、近隣地域の皆さまに受講生募
集新聞折り込みを実施いたします。

■皆さまのお知り合いをご紹介ください
皆さまのご家族、お友だち、お知り合いをご紹介ください。
ご紹介いただき受講された場合は、“○〇さんを紹介したよ”、或いは、“◇◇さんか
ら紹介を受け受講した”とアカデミー事務局までご連絡ください。
後日、双方の皆さまにささやかなプレゼントを差し上げます。

■説明会開催のご案内
受講を希望される皆さまに当アカデミーの沿革、講座の内容等ご理解いただくた
ため、受講説明会を下記 5 ヵ所で開催いたします。
お友達、お知り合いの方に説明会開催のご案内をお願いいたします。

■会場のご案内
場所

中原市民館

高津市民館

麻生市民館

宮前市民館

教育文化会館

日付

7/21（木）

7/22（金）

7/26（火）

7/27（水）

7/28（木）

第１会議室

第 6 会議室

第 1 会議室

第４会議室

10:00～
11:30

10:00～
11:30

40 名

40 名

時間
定員

10:00～
11:30
30 名

10:00～
11:30
30 名

視聴覚教室
10:00～
11:30
40 名

■「講座のご案内」パンフレット設置場所のご案内
[講座のご案内]パンフレットは生涯学習プラザ館内、アカデミー事務局の他、
下記に設置されているアカデミー専用ラックからも入手できます。
・川崎区
・幸区
・中原区
・高津区
・宮前区
・多摩区
・麻生区

川崎図書館
幸文化センター
中原市民館 中原図書館
国際交流センター
高津市民館 高津図書館
宮前市役所
多摩市民館 多摩図書館
麻生市民館 麻生図書館

アートセンター

※上記以外の区役所・図書館でもパンフレットは入手できます。
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春から夏へ・音楽ざんまいー音楽講座からコンサートのお誘い
3 講座のコンサートはいずれも、事前申込は不要です。当日直接会場にお越し下さい。

音楽Ⅰ講座

音楽Ⅱ講座

「レクチャーコンサート：

日本の伝統芸能講座

「ベネズエラ音楽を知る」

モーツァルト・クラリネッテ
ィッシモ～モーツァルトの
クラリネット讃～」

「日本音楽の未来」

・7 月 21 日（木）

・7 月 25 日（月）

・会場：新百合 21 ホール
・時間：14:00～15:30
（開場時間：13:30）
・演奏者：エストゥディアン
ティーナ駒場
・曲目：未定
・参加費は無料ですが
資料代として一人 1000 円
いただきます。

・会場：高津市民館大会議室
・時間：13:30～15:00
（開場時間：13:00）
・演奏者：吉原佐知子(箏)、
山口賢治(尺八)、大友美
由奈(三絃)
・曲目：未定
・参加費は無料ですが
資料代として一人 700 円
いただきます。

・6 月 30 日（木）
・会場：新百合 21 ホール
・時間：10:40～12:10
・演奏者：四戸世紀（クラリ
ネット）、百武由紀（ヴィ
オラ）、小川京子（ピアノ）
・曲目：「ピアノとクラリネ
ットとヴィオラのための
三重奏曲（ケーゲルシュタ
ット）」K.498、
「クラリネ
ット協奏曲（ピアノ伴奏編
曲版）」K.622
・参加費：無料ですが
資料代として一人 1500 円
いただきます。

『フェスタ』開催告知
① 映画監督

綿井

〇開催日時
〇上映映画

シリーズ第 2 弾

健陽（わたい たけはる）氏のトークと映画鑑賞

１１月６日（日） 開場１３：３０
４０１教室
「イラク・チグリスに浮かぶ平和」を予定しています

映画上映、監督ご本人と戦争について考えるトークを予定
※詳細は 10 月発行予定のフェスタプログラムをご参照ください

編集後記

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

企業の株主総会に当たる、かわさき市民アカデ
ミーの総会が無事終了し、次年度に向けて新たな
スタートを切りました。
アカデミーでは、受講生を増やすことが最大の
課題です。アカデミー挙げて、「かわら版」をは
じめとした様々なツールを駆使し、「受講生増」
につなげていく決意を新たにしたところです。
受講生の皆さまから貴重なご意見を頂くなど、
絶大なるご協力賜りますようお願い申し上げます。
尚、本号より編集委員が交替いたしました。
従来の良い点を踏襲しながら少しずつ新企画を考
えて参ります。皆様のアイデアをお待ちしており
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
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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