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後期講座のご案内
2016 年度後期は 52 講座を開講いたします。魅力ある講座が沢山ありますが、今回は
その中から、今、世界の注目を集めている時事問題を取り上げた講座、当アカデミーの特
徴の一つである科学系の講座などをご紹介いたします。
なお、詳細は「講座のご案内」パンフレット、かわ
さき市民アカデミーのホームページをご覧ください。

★短期集中講座

★現代事情講座
『岐路に立つＥＵ―遠心化と見えない
統合のはざまに』－全 6 回

『アメリカ大統領選挙』－全 3 回
・会場 新百合 21 会場
・講師 成蹊大学教授 遠藤 誠治他

・会場 生涯学習プラザ
・講師 津田塾大学教授

アメリカ大統領選挙は、アメリカ国民
だけでなく世界の人々の注視の的である。
本選投票の前後にまたがって、何が起き
たのか、何が起ろうとしているのか？
遠藤先生の他、国際交流基金日米セン
ター所長で元朝日新聞アメリカ総局長の
野村彰男氏や成蹊大学西山隆行先生に解
説いただきます。

網谷 龍介他

イギリスは 6 月 23 日実施した国民投
票で EU からの離脱を選択した。
EU を取巻く環境は厳しく、イギリスの
離脱は、創設以来最大の危機である。
講義では複雑な様相を示す EU の現状
を各分野の専門家に解説いただきます。
現代事情では、好評だった難民問題の
続編も取り上げる予定です。

★科学系講座

★宮前特別講座

『新しい科学の世界』－全 12 回

『ときの話題を追う－地震列島の上に
立つ原発とメディア・他』－全６回

・会場 生涯学習プラザ・現地見学
・講師 筑波大学名誉教授 白川 英樹他

・会場
・講師

私たちはいま、科学技術の中で暮らし
ています。その化学技術を分かりやすく
解き明かそうという講座です。
今期は、ノーベル化学賞受賞者で筑波
大学名誉教授の白川英樹先生をはじめ、
数学者で東京理科大学教授の秋山仁先生
などをお招きいたします。見学も 2 回行
います。

宮前市民館
アカデミー学長 太田 猛彦・
副学長 柴田 鉄治他

講義は、「激震災害は常に“想定外”」、
「改めて里山を知る」、「IPS 細胞のこれ
から」など、様々なニュース・話題を取
り上げ、解説いただきます。
なお、講座名を川崎学特別講座から宮
前特別講座に変更しました。
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6 月 14 日（火） 15 時 30 分～開催
報告事項：16 件

審議事項件：1 件 役員新体制が出発して初の理事会でした

◎主な報告事項
① 16 年度前期の受講者は約 3500 人で
①16 年度前期受講者数について
あり、後期も同様に推移したならば、年
②地域連携部会報告について
間 7000 人の受講者となることも実現
③第 1 回三者連絡会議の報告について
可能と報告されました。また、受講生募
④16 年度フェスタ準備状況について
集では、広報活動をはじめ、各役員・事
⑤16 年度ＮＰＯ役員人事について
務局が日常的な PR を強化していくこと
⑥広報計画及びかわら版発行計画につ
を確認しました。
いて
②地域連携部会が取り組んでいる地域振興
◎審議事項
について、新たな受講生との出会いに向
・16 年度前期運営世話人会議の開催
けた特別講演会の計画も示されました。
について

★代表世話人会議の報告
16 年度前期代表世話人会議が 7 月 6 日（水）１５：30 から開
催され、講座・WS から 28 名の代表世話人の出席がありました。
太田猛彦学長から、講師の先生方から、世話人・代表世話人の働
きに驚きの声があがっていることなど、世話人代表の皆さまの日頃
の講座運営に対するお礼の言葉がありました。
第 1 部では長田俊一事務局長から、5 月 24 日（火）に開催された NPO 法人の総
会の報告及び 3 名の副理事長、2 名の新任理事の紹介がありました。また、NPO 会員
の数が年々減っていることに対する危機感と会員参加への協力の要請がありました。
その後、４部会長（総務、事業推進、広報、地域連携）から各部会の事業報告・活動
方針についての報告がなされました。
今回は、ご出席の代表世話人の皆さまにもアカデミーの状況をご理解いただきたい
とのことから、厳しい財務状況について数字が示されました。
質疑応答では、代表世話人から講座運営、抽選制度、公開講座、世話人の仕事、受
講生の声を反映した講座作り、会員と称する名称が多すぎ判りにくい、NPO 会員、協
力会のあり方など様々なご意見、ご提案がありました。
第 2 部では、参加者全員が 6 グループに分かれ討議を行いました。
テーマは、①アカデミーの課題と今後の方向。②NPO
会員、協力会員の募集について。討議では、２つのテ
ーマを中心に、時間を忘れて活発な意見交換がされま
した。最後に討議内容を共有するため各グループから
発表があり、17：30 閉会となりました。
今回は、前回に続き 2 回目となるグループ討議で
したが、さらに代表世話人、NPO の相互理解を深め
ることが出来たと考えます。
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★経済 講座 のご紹介
経済 代表世話人 吉川 裕
毎回 100 人以上の受講生を集める人気講座です。
「経済は難しい」と思われがちで
すが、６年前からご担当の瀬戸岡先生は幅広い知識・経験に加え、解り易い講義が魅
力で８０％以上がリピーターです。加えて、女性の受講が多いことも特徴です。
講座の最終日に受講生にアンケート調査を実施し、良くも悪くも全てフィードバッ
クする事で講座のレベルアップに役立てています。
受講生の提案で、15 年度後期から講義終了後に有志
による「雑談会」を実施し、当日の課題テーマについて
自由に意見を交わし、先生の指導をいただいております。
この会が、講義の深掘りと共に先生との距離を短くし受
講生間の交流を深める場として進化する事を期待してい
ます。後期は「激動下の現代世界―その経済的背景を読
み解く」を学びます。

★エクセレントⅠ講座「世界を旅する○○ツアー」のご紹介
エクセレントⅠ 代表世話人 森田 幸士
本講座は対象国の歴史のみならず、政治経済、民族、言語、宗教など硬い内容から
芸術文化（絵画音楽、文学、建築、映画、演劇、食文化、日本との文化交流など）迄
ありとあらゆるジャンルに触れ、その国の真の魅力に「訪れてみたい」、従来のイメー
ジとは違う意外な面に「驚いた」と感じるとてもユニークな講座です。
表題の「世界を旅する○○ツアー」講座であり、内容的には「この国を広範囲に知
る」講座でもあります。
2016 後期は「オーストリア」です。650 年におよぶ
ハプスブルグ家の帝国支配。領土があって民がいて国はあ
ったのか？ 先の大戦前後の国家としての闇の部分、EU
加盟の永世中立国としての昨今の歩み、将来の見通しなど
にも触れながら、「ウィーン」を徹底的に取り上げ、掘り
下げる講座を予定しています。ご期待下さい。

★認定 NPO 法人 事業推進部会のご紹介
事業推進部会長 内田 卓志
かわさき市民アカデミー受講生の皆さま、世話人・代表世話人の皆さま、いつもア
カデミーの運営にご協力いただき、ありがとうございます。
事業推進部会では、①運営代表世話人会議の開催などを通じ運営に関わる支援。
②学長はじめ、講師陣との連携を通じての学習内容の向上に関わる支援。③特別講座
や講演会の企画立案・支援など。講座・ＷＳに関わる分野
を支えていくことを担当しています。
部会は現在、７名で構成されており、毎月会議を開催し、
改善案や企画案を理事会に報告・提案しています。
受講生の皆さまが学習に満足され、ますますアカデミー
が発展しますよう、これからも運営やカリキュラムの内容
充実に取り組んで参ります。
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☆☆
★ 森田

2016 年度

幸士

新任理事紹介

自己紹介 ★

★ 吉田

アカデミーの受講生になって 4 年です。
今期 4 月よりエクセレントⅠ講座の代表
世話人となり、その直後に理事就任の話
をいただき、身が引き締る思いです。
NPO では総務部会と広報部会に所属。
エクセレント委員も担当することになり
ました。
高齢者の域に達すると、とかく気持ち
に焦りが出がちです。スピードを出し過
ぎないよう、巡航速度で力を抜いて頑張
りたいと存じます。
具体的には、広報、宣伝活動に積極的
に参加し新規受講生を増やすこと、理事
会と受講生の皆様との双方向コミニュニ
ケーンを徹底することを
モットーに諸事取り進め
ます。皆さまから忌憚の
ないご意見を頂戴したく
よろしくお願いいたします。

☆☆

成穂

自己紹介 ★

アカデミーを受講して 2 年となります。
講座は日本史・日本史 WS と映像・メデ
ィアを受講中です。
現役時代の経験がアカデミーの事業繁
栄に貢献できるのではないかと思い今回
理事の公募に応募させていただきました。
私は広報部会と事業推進部会を担当す
ることとなりました。
市民アカデミーをより多くの方々に知っ
ていただくこと。さらに、お客様である
受講生の皆さまのご要望を汲み取り、講
座の質の向上を図るとともに、受講生数
の増加に務めることが我々のミッション
だと思います。
そのためには皆さま
のご支援・ご協力が必
要ですので宜しくお願
い申し上げます。

『フェスタ』開催告知

シリーズ第３弾

『環境とみどり講座・WS』の学習成果をパネルで紹介
１１月 5・６日

301 会議室

ほかにも、津波被災地の海外林再生、受講生の各種市民活動紹介、
防災関係地図の展示、子ども向け体験コーナーなど予定しています。
※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

発行人

◆16 年前期講座もほぼ終了となりましたが受
講生の皆様のご感想は如何でしょうか。
きっとたくさんの学びや発見があったことだ
と思います。10 月からの後期講座も引き続
き受講の程宜しくお願いいたします。

認定 NPO 法人かわさき市民アカデミー
発行人
編集人

広報部会
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

◆受講生の皆さんは「新規受講生紹介制度」を
ご存知でしょうか。
受講生が、新たに受講を希望される方をご
紹介いただき、その方が講座を受講された場
合、ご紹介者と新規受講生それぞれに記念品
を差し上げる制度です。この制度をご活用い
ただき一人でも多くの受講生が増えることを
希望する次第です。
編集委員

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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