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フェスタ’16 開催される !!
11 月 5 日・6 日とフェスタ’16 が開催され、2 日間とも天気に恵まれて沢山の方にご参加い
ただくことが出来ました。お蔭さまで、各イベント会場も例年になくにぎわいました。 ご参加いた
だきました皆さまにはお礼申し上げます。
5 日の姜尚中先生の基調講演は 300 名の方から申し込みがあり、先生のご厚意もあり、2 部制
で行い全ての方に聴講いただきました。6 日の午前はフェスタＤｅコンサート、午後の映写会では
有料にもかかわらず 82 名の参加をいただきました。政治・社会の熟議では熱心な討論、環境とみ
どりの素晴らしい展示など、大人からお子さままで楽しめるイベントが盛りだくさんで、ご家族連
れの方に喜んでいただけたと思います。イベントに参加していただいた皆さま、ご協力していただ
いたサポートスタッフの皆さま本当にお疲れ様でした。
フェスタ実行委員長 阿部秀一

アンサンブルコラソン

地場産野菜販売

淡楫会

学習成果の報告
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糸で作る飾り玉を作ろう！
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10 月２5 日（火）
報告事項：24 件

15：30～17：30
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開催

審議事項：1 件

▼主な報告
・16 年度後期申込み状況
・16 年度上半期決算及び年度見通し
・第 3 回ｶﾘｷｭﾗﾑ企画・編成委員会について
・部会長会議の報告について
・ﾌｪｽﾀ実行委員会の報告について
・後期運営代表世話人会議開催について
・17 年度前期の募集日程について
・川崎学双書シリーズの発行について

▼主な審議事項
・各部会設置要綱（案）について
▼ＮＰＯの４部会長による、諸々の課題の調整
と共有を目的とする「部会長会議」が設置さ
れた旨の報告があり、承認されました。

協力会へのご参加とご寄附のお願い
★ご支援をいただいております
今後、アカデミーを取巻く受講生の募集環境は、団塊の世代の大量退職がなくなることに加え、
退職者の再就職、64 歳以下の人口の減少等次第に厳しさを増してくるものと予測されます。
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、新規事業への挑戦、財務基盤の
強化が必要と考え、昨年、認定 NPO 法人の資格取得をしたことを機に、
ご寄附をいただく窓口として「協力会」組織を立ち上げました。
本年 10 月末現在、皆さまからご寄附をいただきました総額は、
１０８.３万円となりました。
ご協力をいただいた皆さまに厚くお礼申し上げます。
アカデミーの特徴である、一流の講師陣による質の高い授業、
安い受講料を維持するため、是非、ご寄附を賜りたくご協力をお願い申し上げます。
Figure 1

★ご寄附の方法
〇寄附の概要
個人の場合
・一口：
1,000 円
（何口でも）
〇振込み先
〇振込み

法人の場合
・一口：
10,000 円
（何口でも）

・特定非営利活動法人かわさき市民アカデミー
・郵便局：郵便振替 口座番号 00280-0-64502
・川崎信用金庫：武蔵小杉支店 普通口座 1102472

〇税制優遇について
かわさき市民アカデミーの発行する「寄附金領収書」を添付して税務申告して
いただきますと最大５０％の税額の控除が受けられます。

★申込用紙・他、詳細についてはアカデミー事務局までお問合せください。
電話 044-733-5590 FAX 044-722-5761
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話題の講座の紹介
★日本史コース

鎌倉学はやっぱり面白・大人気！
代表世話人

浜島 輝亘

日本史講座は、今期も１５０名を超える受講生のもと、「中世鎌倉の諸相を探る」がテーマ
です。前半（５回）は時代全般の政治史を鎌倉学の権威・関幸彦先生の熱弁・名調子に聞き入
っています。後半の７回は文化、社会、経済といった面からアプローチし、日本史コースでは
初めての女性講師（平藤幸先生・中込律子先生）のご登場に歴女・歴男（爺？）の面々心躍ら
せていることと思います。またゼミ形式で展開する WS は「吾妻鏡を読み解き鎌倉を知る」―
５グループに分かれ各回、レポート発表→質疑応答→講師
（角田朋彦先生）のアドバイス・纏めとなります。ケンケン
ガクガク意見交換し合っています。特に最近は女性のパワー
全開の様相です。
来期（2017 年度前期）は近世史の予定。歴史への想い
を大いに馳せ、楽しく学び語り合おうではありませんか！

★環境とみどり「環境問題、自然災害と対策

危機をどう乗り切るか！」

担当理事 吉松 岳史
人の活動がもたらす環境の悪化、また自然災害とその対策などのテーマを扱います。
講座では、太田学長のコーディネートにより、その道の権威をお招きして最新の研究成果を学
びます。特に地球温暖化の影響で、想定外を想定する必要のあるほど激化する気象と災害、例え
ば集中豪雨とそれに伴うがけ崩れや河川の氾濫、サンゴの白化
など生態系への影響、ＣＯ２排出抑制とエネルギー問題、森
林の保全や農業問題、また、地震や火山などの自然災害とそ
の防災・減災対策など、興味の尽きない多くのテーマを取り
上げます。
ＷＳでは、聞きたいテーマと講師、行きたい見学先を自分
たちで話し合い企画し実現する楽しみがあります。
さらに、講座とＷＳが合同で１日かけてバスで見学に行く日
もあります。
「JAXA 見学研修」

★総務部会の紹介
部会長 広瀬 真市
総務部会(メンバー6 人)には大きな役目が二つあります。一つはアカデミーの日々の講座の運
営支援です。実際には長田事務局長のもと、５人の事務局員が日々の講座運営のために講師や教
室の手配、教材・機材の準備などに日々奮闘しています。総務部会はこれらの事務局業務がスム
ーズに遂行出来るようバックアップしています。
二つめはアカデミーの予算、決算を含む経営全般の管理を担っています。更に、
「フェスタ」
や「受講生のつどい」などのアカデミー主催の行事の企画や
運営のフォローをしています。
縁の下の力持ちとして受講生が楽しく講座を受講出来るよう
サービスしたいと考えています。
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★サポートスタッフご応募のお礼
受講生の皆さまには、サポートスタッフ募集にご協力をいただき感謝いたしております。
後期当初からお願いしたところ一か月余りで３４名（11 月 4 日現在）のご応募（男性 12 名、
女性 22 名）をいただき、登録をさせていただきました。自主的に応募して下さる方もあり、受
講生の皆様のボランティア精神の旺盛さを改めて再認識した次第です。
早速、年一度のビッグイベント「フェスタ」への参加でご協力いただき厚く御礼申し上げます。
今後もサポートスタッフの皆さまとコミュニケーションよく
一体感を持ちながら、より一層スムーズな運営を取り進めて
いきたいと考えております。
なお、今後も募集は、引き続き行っておりますので事務局
にお気軽にお申し出くださるようお願いいたします。

★アカデミーの最新 双書シリーズ 出版のご案内
文夫 著
アカデミー受講生頒布価格 600 円
『武蔵国橘樹官衙遺跡群の古代学―国史跡
・橘樹郡衙跡と影向寺遺跡』

三輪

村田

修三 著
アカデミー受講生頒布価格 600 円

『名刹王禅寺』
川崎市麻生区所在の王禅寺は、

橘樹郡衙跡と影向寺遺跡に
ついて、発掘の背景やその
歴史像をわかりやすく解説。

幾度かの火災等に遭い、その
寺史は謎に包まれている。
本書ではその謎に挑戦する。

★“受講生の声” 知識や交友関係の幅が広がった
受講生 吉原 幸子
以前ドイツにいた時にマルクからユーロへの現金切り替えがあり、マルクで支払いユーロで
お釣りが返ってくるという体験をし、通貨への興味が沸きました。アカデミーへは、PTA のお
知らせに募集広告が入っていて経済ワークショップの伊藤先生の「通貨烈烈」を最初に受講。
それから 10 年以上が経ちますが、毎期、タイトルに誘われ次々と受講。講座の幅も広がり、
野外学習では自分の持っている知識の刷新が図られました。また、その間に授業で知り合った友
だちや仲間を通じてアカデミーの外でも交友が続き人生
を彩ってくれています。学ぶことで人生を豊かにしてくれ
ているアカデミーに感謝です。
後に続く次世代受講生の参加を促すためにも、以前のよ
うに夜間の講座があったら良いのでは？と考えています。

編集後記

認定 NPO 法人かわさき市民アカデミー
発行人
編集人

◆最近、都民ファーストという言葉を耳にする機会
が多くあります。心地よく響く言葉に思わず応援
したくなります。NPO もさらに、受講生ファース
トと言うことを念頭に事業の運営を心がけなけれ
ばならないと思っています。
◆2017 年、NPO 法人は設立 10 年を迎えました。
２3 年前の開学の精神、10 年前アカデミーを潰
してはならないと奔走された諸先輩のご努力を、
今一度、アカデミーをあげて振り返ってみる良い
機会ではないかと思います。
編集委員

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
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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