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 NPO 法人かわさき市民アカデミー「総会」開催！
2017 年度認定 NPO 法人かわさき市民アカデミーの総会が 5 月 3１日（水）、プラザで開催さ
れました。当日は委任状を含め１６１名の出席がありました。
藤嶋昭理事長から 2016 年度を振り返って、講座内容の充実による受講
生増から黒字決算となりました、今後も全国で住みたい町の上位となった
武蔵小杉の地の利を生かし活発な活動を通じて、更なる発展を「学」、「財
団」と手を携えて進めていきたいとの挨拶がありました。
太田猛彦学長からは今後とも財団、NPO と共に地域連携、大学連携を強
化の上、広がりを実現し、新規特別講座開講なども併せカリキュラムの一
層の充実を図りたいとお話がありました。
来賓の（公財）川崎市生涯学習財団金井則夫理事長からは幼児教育につ
いて川崎市の子育て支援制度を通じて、かわさき市民アカデミーが関わる
藤嶋理事⻑
の挨拶
ことを期待したいとのお話をいただきました。
議長に吉松副理事長を選出。当総会に提出された議案の抜粋は下記の通りです。
① 2016 年度活動報告と決算について
受講者数が当初見込みより約 100 名増えたこと、寄附金が当初見込みより 100 万円増
えたことで、講座運営費などの経費増をカバーし 56 万円の余剰金（利益金）となりました。
② 2017 年度の活動方針と予算について
[活動方針]
第一 アカデミーの認知度向上の為、地域貢献活動に一層積極的な取り組みを行います
第二 地域連携、大学連携活動を通じて新規講座を開設するなど積極的な推進をします
第三 アカデミーの講座を川崎市の教職員の研修の場として利用してもらうべく、努力
します
第四 更に寄付金を募り、諸施策に活用します
[予
算]
講師謝金の減額、100 名強の受講生増を見込み、必要
機材の整備、積極的広報活動など重点施策の為の経費増
を見込んだ上で 110 万円の黒字を見込んでいます。
以上を踏まえ、採算も考慮した上で受講生増を念頭に
2018 年度から始まる中期 4 ヵ年計画を策定します。
講座運営について 4 名の方の建設的なご意見をいただ
いたのち、7 つの議案全てについて何れも賛成多数で可
決されました。
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2017 年度

役員のご紹介

理事長
藤嶋 昭（東京理科大学学長）
副理事長 吉松 岳史
阿部 秀一
関 智義
森田 幸士
理 事
稲田 素子
内田 卓志
岡 毅一郎
長田 俊一
木村 ますみ
倉本 明
菅沼 倶万
千田 智子
高橋 邦晴
中澤 晶人
広瀬 真市
守田 啓子
監 事
佐野 利勝
田辺 初子 ※定款の変更により役員の任期は 2 年となります

 17 年度前期

代表世話人会議

開催！

アカデミーでは現在、３００名の世話人の皆さまに講座・WS の運営を担っていただいてい
ます。世話人の皆さまには講師の先生との連絡をはじめ、教室の運営に関する様々な取りまと
めを行っていただいており、講座・WS の運営にはなくてはならない存在です。
17 年度前期、講座・WS を代表する運営代表世話人は、講座と WS の両方を兼任されてい
る方がある一方、残念ながら代表世話人不在の講座・WS があることから、53 講座中 30 名
の方々にお願いしている状況です。
講座・WS を代表する運営代表世話人会議は毎年前期・後期
各 1 回開催され、NPO 側からの運営状況の説明や代表世話人
の皆さまからのご意見、提案が行なわれています。
その運営代表世話人会議が 5 月 23 日（火）１３：３０か
らプラザ 401 教室で開催されました。
第 1 部では NPO 法人側からの報告があり、第 2 部は代表
世話人・代表代理及び理事によるグループ討議が行われました。

第2部

討論の様子

Fuukei
第 1 部では、広瀬総務部会長から、年間で受講生増となったこと、皆さまからの寄附金が当
初計画より多く集まったこと等で黒字となった。また、17 年度は、年間の受講者数を 7,250
名とし、受講生の増加を見込む一方で、経費の見直し等を進め黒字化を目指したいとの報告が
ありました。次いで内田事業推進部会長から、新講座・WS の開設、運営ルールと採算性の見
直しの説明がありました。見直しの主旨は、新講座・WS の開設を誰もが申請しやすい体制を
作り、ニーズに合わせた分野の講座開設を促し、新たな教室の確保を行う。また、講座・WS
の採算性を見直すことで財務基盤の強化を計り、将来の発展に備えたいと話がありました。
阿部前フェスタ実行委員長から、17 年度のフェスタ開催を 11 月 11 日（土）
・12 日（日）
の両日を予定しているとの話があり、さらに、一年間の学習の成果発表の場として、講座・WS
からの積極的な出展参加をお願いしたいとの要請がありました。
続いて、代表世話人から提出された議案の報告がありました。一例を挙げると、授業終了と
同時に次の講座を受講される方が席取りのため教室にあわただしく入って来られる。入退室の
ルール化が出来ないかという内容でした。また、別の議案では、教室が狭く替えられないかと
の内容でした。
NPO側から、前者は双方の話し合いで解決できるのではないか。後者は先生のスケジュー
ルや財団との調整等難しい問題があり、NPOの検討課題としたいと回答がありました。

第 2 部は、代表世話人・代表代理及び理事を交えた 5 つのグループに分かれての討議が行
われました。討議のテーマは、①各講座・WS が抱えている課題・要望。②NPO 法人かわさ
き市民が目指す方向について討論を行い、活発な意見交換の場となりました。
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 201７年度 後期受講生募集 開始!!
■ 募集期間
イラスト

7 月 8 日（土）～8 月 18 日（金）
■ 新聞折り込みチラシ

7 月 9 日（日）

朝日新聞・読売新聞・他

■

8 日「講座のご案内」パンフレットができあがります

■

8 日（土）からインターネットで受付け開始をします
アドレス：http://npoacademy.jp/

■皆さまのお知り合いをご紹介ください
ここ数年、友人からの“紹介により受講した“という方が増えています。情報が氾濫し
ている昨今、一番確かな情報源は、信頼のおける友だちからの情報だといわれています。
皆さま、お友だちにアカデミーは“様々な講座をやっているよ”、
“楽しく学べるよ”と一
言声をかけてください。地域の多くの方々にアカデミーの良さを分かっていただきたいと
思っています。地域への貢献がアカデミーの使命だと考えています。

■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め、受
講説明会を下記６ヵ所で開催いたします。
お友だち、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
日 付
会 場
時 間
定 員

生涯学習プラザ

7/19（水）
301 会議室
13：30～

ﾐｭｰｻﾞ川崎

高津市民館

麻生市民館

多摩市民館

中原市民館

7/20（木）

7/21（金）

7/24（月）

7/27（木）

7/31（月）

視聴覚室

第 1 会議室

研究室 2・3

第 1・2 会議室

13：30～

13：30～

13：30～

15：00

15：00

15：00

15：00

７０名

40 名

40 名

45 名

13：30～

実習室
13：30～

15：00
35 名

15：00
35 名

■「講座のご案内」パンフレット設置場所（アカデミー専用ラック）のご案内
区役所、市民館等公共施設のご協力を得て“受講生募集”のご案内を行っています。
・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
宮前市民館
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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○緊急対応時基準—緊急時における講座の休講基準を設けています—
危 険 要 因

対 応 基 準

台風・大雪

授業の開始 2 時間 30 分前に、市に暴風警報が発令されている場合は休講

地

震

市内で震度 5 強以上の場合、および東海地震警戒宣言が発令された場合は休講

火

災

実施会場で火災が発生した場合は休講

インフルエンザ

講師がインフルエンザ等に罹患して講座が出来ない場合は休講

等伝染性疾患

※上記のいずれの場合も、原則として補講を後日実施します。
※台風等の危険要因で休講となる場合、アカデミーからご連絡いたしませんのでご承知下さい。

○行

事

＊開講式（入学式）
： 新規に受講される受講生を中心に 4 月に行います。記念講演、オリエン
テーションが行なわれます。
＊フェスタ（学園祭）：11 月、受講生の学習成果の発表の場、地域の皆さまとの交流の場とし
て開催しています。研究発表、展示、講演等様々な催事が行なわれます。
＊受講生のつどい（謝恩会）：3 月、1 年の締めくくりとして、先生や仲間の受講生に感謝を込
めて、懇親会が行われます。同時に、30 単位を取得された受講生の修了
証書授与式が行われます。

○その他
① 車でのご来館はご遠慮ください。
生涯学習プラザ会場に、お身体の都合等により車でご来館される場合は、1 階受付にて
「駐車許可証」をお受け取りください。駐車場の予約は出来ません。生涯学習プラザ会場以
外の会場の駐車場については各会場の利用規定に従ってください。
② 生涯学習プラザは、館内、敷地内とも禁煙です。
③ お食事は、ロビーや教室をご利用ください。但し、お弁当のゴミ等は
お持ち帰りください。
④ 講師や受講生の住所・電話番号等はお知らせすることは出来ません。
⑤ 講座内での撮影・録音は講師の肖像権・著作権の侵害になりますので、
禁止とさせていただきます。

編集後記

認定 NPO 法人
かわさき市民アカデミー
発行人 広報部会
編集人 かわら版編集委員会

◆６月となり各講座とも中盤を迎え佳境に入って
いることと思います。
「学べば学ぶほど、自分が何も知らなかった事
に気づく、気づけば気づくほどまた学びたくな
る」
。アインシュタインの言葉ですが当アカデ
ミーに集う皆さんも同感ではないでしょうか。
私は事情があり５月に３回ある受講講座を初
めて２回連続で欠席しなければならなくなりま
した。その時はもう辞めようかなと思ったので
すが「学ぶことを辞めてしまった者は老人であ
る。学び続ける者は、みな若い」という言葉を
思い出しました。まだ老人にはなりたくあり

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/

ません。学び続けることにします。編集委員
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