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2021 年度第３０回開講式―４月７日（水）開催！
福田紀彦川崎市長はじめ小田嶋教育長、 岸 生涯学習部長、川崎市生涯学習財団渡邊理事長、かわさ
き市民フロンティア川口会長、受講生の皆さま他、沢山の方のご参加をいただき開催されました。

○太田猛彦学長のご挨拶
１９９３年開講以来、本年で第３０回目の開講式を迎えました。2021 年度後期は
オンライン講座導入等関係者の皆さまのお陰で開講出来ました。これからは、自分
で考え、科学の発展や社会が変わっていく中で新しいことを吸収し、自立を深め、
楽しく学ぶことを心がけてゆきましょう。私も一緒に楽しく学ばせていただきます。

○藤嶋昭理事長のご挨拶
福田紀彦川崎市長をはじめ皆さまのご協力で開講式が出来ましたこと感無量です。
改めて、アカデミーの受講生の皆さまの学ぶ姿に驚きます。論語に「知」ること
で、
「好」きになり、
「楽」しくなる

という言葉があります。この１年間楽しく

やってゆきましょう。

○福田紀彦川崎市長 お祝いのことば
受講生、財団、アカデミー等関係者の皆さまのご協力で「学ぶ場」を作っていただ
いたことに感謝いたします。オンライン講座参加者が増えたとお聞きしています。
子どもたち１人に１台のパソコンが配布され教育の方法が変わります。革命的な変
化です。ピンチをチャンスに学び続けること、口コミも大事です。皆さんで頑張り
ましょう。

記念講演：講師 哲学者 内山 節
テーマ『今、何が変わりつつあるのかー歴史の転換期についてー』
開講式では今回内山節先生に「いま何が変わりつつあるかー歴史の転換期についてー」というタイ
トルで講演いただいた。内山節先生といえば群馬県上野村に居を構え自然とともに暮らし、当アカデ
ミーの人間学講座に毎回登壇いただいている哲学者である。哲学というと物事、事象を説明するため
に難解な言葉がたくさん出てくる、そういうイメージを持ってしまう方が多
いと思う。内山先生は講演相手にわかりやすい言葉を使って、言い換えれば
受講生に寄り添って話をしていただける先生である。
今回の講演は若者が自利ではなく利他、すなわち社会との関係性を大事に
する仕事を選ぶ動きが出てきているという話である。それは伝統へ回帰しよ
うという動きでもあるという話である。紙面の関係で中身にこれ以上立ち入
れないが、人間学講座では今期も内山先生に登壇いただく。タイトルは「科
学としての死から、文化としての死へ」である。講座が楽しみである。
（人間学世話人
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記念講演の内山節先生
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―2 月 24 日（水）15 時 30 分～

１）主な報告・審議事項
○備品の購入について
・パソコン３台の購入
予備とオンライン用で３台購入します。
・コピー機のリース更新
契約更新を行ない、最新機種ではあり
ませんが、効率の良い機種を導入しま
す。

太田猛彦学長 再任!!
「かわさき市民アカデミー学長推薦委
員会」で太田猛彦学長が次期学長に推
薦され、２月２４日開催のＮＰＯ法人
かわさき市民アカデミー理事会にて、
全員一致で承認されました。
４月から 2 年間お世話になります。

●2020年度後期運営代表世話人会議開催
2月8日、初めての会場・オンライン併用で運営代表世話人会議が開催され、世話人代表、
世話人、役員他42名の参加がありました。
第Ⅰ部は、NPO各部会から経営状況、緊急時対応、募集活動、地域
連携など、21年度の活動が報告されました。各講座・WSからは、オ
ンラインや会場での安全対策による世話人の負担、オンラインのトラ
ブル対応に関する意見がありました。
第Ⅱ部の審議では、①オンライン受講と会場受講の長短、芸術系講座・
WSのオンライン化について、②来年度は支出を抑制し、値上げだけに
頼らず、寄附で補填していく経営が必要、③各講座・ＷＳの意見・要
望・資料枚数上限について、講座の曜日移動はしないでほしい、外部会場の運営、抽選等
について意見交換がありました。
会議の内容を受けて、世話人の方々のご負担が少しでも軽減できる
よう対応に努めて参ります。
平素のご支援に改めて感謝しますとともに、引き続きのご協力を謹
んでお願い申し上げます。
（事業推進部会長 稲田 素子）

●オンライン特別公開講座「知の豊かさを楽しむ」●
川崎市教育委員会の委託事業として、オンライン特別公開講座「知の豊かさを楽しむ」を実
施しました。アカデミーでは 2020 年度後期からオンライン講座を導入しましたが、今回はよ
り多くの方にオンライン講座の実施を知っていただくために、動画共有サイト YouTube にて
無料配信しました。
人文・社会・自然など 10 分野、全 30 講座各 60 分を、
2021 年 （令和 3）年 2 月 8 日から 4 月 15 日まで配信
しました。なお、これらは DVD ライブラリーとして川崎市
立図書館に納められることになっています。右の写真は昨年
11 月 10 日から３月 18 日までアシスタントとして勤務さ
れた宮澤辰徳さんです。主にオンライン講座やＤＶＤの編集
担当としてご活躍いただきました。

（事務局）
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編集作業中の宮澤さん
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抽選会を実施しました
2021 年 3 月 2 日、2021 年度前期講座・ワークショップの抽選を行いました。2 月 26 日の

募集締切り時点で定員を超過した９つの講座・ワークショップを対象に抽選を実施しました。
NPO 事務局および担当役員が立ち会い、番号札を使って公正に対象者を選びました。落選された
方全員にキャンセル待ち番号をお送りしています。キャンセルが出た場合は、若い番号の方から
順番にご連絡を差しあげています。
従来、選択学群による優先、新規受講者 5％枠など工夫をしてきま
したが、それでも人気の講座についてはご希望にそえないことがあり、
ご了承ください。更に新型コロナ感染防止対策として、今期も会場で
の定員を通常の定員の半数にしています。
なお、落選し会場受講ができない場合でも、オンラインを併用して
いる講座ではご自宅などでオンライン形式で受講することができます。
抽選会の役員と事務局員

資料代のご負担をなくしました
資料代は、その印刷（インク代、印刷機使用料、用紙代など）に伴う費用を、モノクロ 1 頁 5 円、
カラー１頁 20 円を基準にして、その学期の実績を基にして学期末に世話人の協力を得て現金で
集金していましたが、2019 年度から、世話人の負担を軽減するため、それまでの実績をベース
に平均的な額を求め、受講料に含めて納めていただきました。
2020 年度後期からオンライン受講を開始、新たにＰＤＦによる資料配信という状況を生み出
したため、オンライン受講者へは今までの基準で資料代のご負担をお願いすることができなくな
りました。2021 年度から、受講料・入会金の大幅な値上げをお願
いすることになりましたので、少しでも負担を軽減するため、特別
に多くの資料を必要とする講座以外の講座は資料代のご負担をなく
しました。
資料枚数に制限（資料の上限をＡ４で 12 ページ）を設け講師に
依頼していきます。

（総務部会長

関 智義）

NPO 法人かわさき市民アカデミー

5 月 25 日（火）「総会」

が開催されます

2021 年度「総会」が開催されます。アカデミーの最高意志決定機関となる総会です。
皆さまのご参加をお待ちいたしております。
●ＮＰＯ 会 員 募 集 ●
アカデミーの活動の充実と発展は、皆さまのご協力とご理解が必要です。
只今 NPO 正会員を募集いたしております。是非、ご入会いただきたくお願い申し上
げます。
入会を希望される方は、事務局までご連絡ください。
NPO 会員申し込み・問い合せ先 NPO 法人かわさき市民アカデミー事務局
電話 044－733－5590
FAX 044－722－5761
3

アカデミーかわら版 4 月号

2021 年（令和 3 年）4 月 16 日発行

82 号

コロナ禍での 1 年間～事務局の雑記～
「コロナで時代が変わって、流れが速くなった。これまで 10 年かかったこ
とが 1 年間で過ぎ、次の世界になっている。
」ある新聞で目にした言葉です。
2020 年４月 7 日から、およそ 1 カ月半に及ぶコロナウィルス感染拡大のた
めの緊急事態宣言を受け、3 月末からの事務局業務は、
「今まで通り」が全く
通用しない日々となりました。2020 年度前期講座中止、生涯学習プラザ閉館、事務局閉室の中、
NPO として存続していくため、コロナ禍での異例の方法を模索しながらの NPO 総会開催、人手の
ない中での開催のための発送等準備、初めて行う Zoom 会議への取組。6 月 1 日事務局開室後は、
すべてが Zoom での会議へと移りました。コロナ感染防止対策についても、事務局内で一人でも感
染者が出たら全てがストップしてしまうことへの不安と緊張感、コロナ対策とアカデミー運営の両
立の大きな課題を抱えました。事務局では、後期講座開催を目指して、品薄の消毒液等を手分けし
て探し周り、7 月には会場のコロナ対策に加え、オンライン講座実施のため、ゼロからの準備を始
めました。まだ少なかったオンライン授業についての様々な情報を集め、オンライン授業やフォー
ラム等を実施している情報を耳にすると休日でも参加して実際に見て歩き、機器の種類や扱いを学
び、まず、試してみることを積み重ねてきました。また、出勤時刻を早め、業務前に 1 時間程、実
際に自分たちで練習をし、成功や失敗を重ね、発信側と受信側である受講生の困り感を具体化して
いくことも行いました。9 月末、Wi-Fi 環境の不安定さに苦労しながらオンライン併用の後期開講
でしたが、ゼロからよくここまできたと感無量でした。
「事務局、大変でしょう」と声をかけてくださった受講生の方々の姿を思い
浮かべながら、今後も新しい時代のかわさき市民アカデミーの一歩を受講生
の皆さんと共に築いていきたいと思います。

(事務局長 葉倉 朋子)

●新型コロナウィルス感染予防にご協力のお願い●
新型コロナウィルスの感染予防対策として様々な対策を行っておりますが、受講にあたっては、
主に下記のような準備や対応をお願いしております。詳しくは、「座学の会場や野外学習へ出かけ
る際のお願い」をご覧ください。今後も状況を見ながら臨機応変に対応してまいります。ご理解、
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

ロビー内でも混雑は
避けてください。

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
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
ホームページ : http://npoacademy.jp/ 問合せメールアドレス : info@npoacademy.jp/
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