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「諸職人物画譜」（一需斎／其春 等 画）より 構成

藤嶋昭先生

理事長を退任され、顧問理事へ

理事長退任のごあいさつ

画していただいている皆様、多くの世話人の
方々、NPO 法人の役員や事務局の方々に感謝
申し上げます。さらに生涯学習財団のサポート
もいただき、川崎市の御援助もありました。
私にとりまして、多くの方々のお力を得て楽
しくつとめさせていただきましたこと、感謝の
念でいっぱいです。ありがとうございました。
藤嶋 昭

「12 年間理事長をさせてい
ただいて」
12 年間理事長をさせていただ
きました。こんなすばらしい学
びの場はないと、多くの方々に自
慢してきました。日本一の成人大学だと思いま
す。受講生の皆様の真剣な受講態度、講義して
いただいている先生方のレベルの高さ。もちろ
ん学長、副学長を始めとするカリキュラムを企

2010 年 NPO 理事長就任
＜2017 年文化勲章受章、川崎市名誉市民、
東京大学特別栄誉教授、東京理科大学栄誉教授＞

太田猛彦先生 学長を退任され、NPO 理事長へ
「理事長就任のごあいさつ」
担う認定 NPO 法人の一員となって、これま
でとは異なる役割を担うことになったと認識
しています。本 NPO 法人も既に有用なノウ
ハウを積み上げており、その実績を尊重し
て、馬場康雄新学長の率いる学務の先生方、
川崎市生涯学習財団、本アカデミー事務局、
そして受講生を中心とする市民の皆さんと共
にかわさき市民アカデミーの発展に努力する
所存です。どうぞよろしくお願い致します。

1993 年以来皆様のご支援に
より発展し続けてきたかわさき
市民アカデミーですが、このた
び 12 年間にわたり理事長を務
められた藤嶋昭先生がご退任に
なり、私太田猛彦が理事長に選
出されました。藤嶋先生の在任
れ
された期間は本アカデミーの運営体制が確立し
た期間と言え、川崎市の厚い支援を引き出すな
どの先生のご努力に対しては「感謝」以外の言
葉が見つかりません。ありがとうございまし
た。私は 2007 年からカリキュラム企画・編
成委員として、2013 年からは学長として本ア
カデミーに関わらせて頂きました。この間の皆
さまのご協力にも感謝いたします。このたび理
事長として本アカデミーの学務側から運営面を

太田猛彦
2011 年

副学長

2013 年

学長就任

2022 年 NPO 理事長就任
＜東京大学名誉教授、FSC ジャパン代表＞
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馬場康雄先生 新たに学長に就任
「学長就任のごあいさつ」

い私が学長の重
責を果たしてい
けるか否かは、
受講生の皆さん
が「かわさき市
民アカデミー」
という名の運動
にどれだけ関心 太田理事長から馬場新学長
と愛着を持って へ委嘱状の授与（６/１）
下さるかに掛かっています。どうぞよろしく
）
お願いいたします。

このたびかわさき市民アカ
デミーの学長に就任した馬場
康雄です。前任の太田猛彦先
生が学長に就任されたのとほ
ぼ同時期にカリキュラム企画
編成委員（のち副学長）とな
り、以後 10 年近く、太田前学長が市民アカ
デミーの運営に心身を捧げる様を見てきまし
た。とりわけ新型コロナウイルスの蔓延に伴
う講義中止、講義形態の見直しは、NPO 発
足前の苦難に続く「第二の危機」と呼ぶにふ
さわしく、太田前学長の心労はいかばかりで
あったか、察するに余りあります。
コロナ禍はいまだ終息せず、さらに社会の
雰囲気が急速にきな臭くなっている状況のな
かで、太田前学長の度量や粘り強さを持たな

馬場康雄
2013 年 副学長
カリキュラム企画・編成委員
（エクセレント、世界史）
＜東京大学名誉教授、世田谷市民大学評議員＞

カリキュラム企画・編成委員の先生方に異動がありました。（4/1 付け）
加藤謙吉先生、木村学先生が副学長に就任されました。
蔵治光一郎先生が、カリキュラム企画・編成委員に新任されました。

副学長

副学長

カリキュラム企画・編成委員

木村 学先生

蔵治 光一郎先生

（新しい科学の世界）

（環境とみどり）

加藤 謙吉先生
（日本史）
（エクセレント）

かわら版

編集委員募集!!

かわら版は、受講生の皆さまにアカデミーに
関する幅広い情報を提供することを目的に、編
集委員会メンバーが、企画・作成しています。
お問い合わせはアカデミー事務局
（中川）まで。
かわら版編集委員会

募
集
し
て
い
ま
す
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NPO 正会員募集
NPO 法人かわさき市民アカデミーは、
活動の維持・発展にご協力頂く、正会員を
募集しています。皆さまの入会をお待ちし
ています。入会を希望される方は、NPO
事務局までご連絡ください。
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― 2022 年度 NPO 法人かわさき市民アカデミー「通常総会」のご報告 ―
2022 年度の通常総会が 5 月 24 日（火）に開催されました。出席・書面・委任状による 136 名の参加があ
り、総会の定足数を満たし成立しました。
その後、議長に藤嶋理事長を選出。2021 年度活動報告と 2022 年度活動方針（案）をはじめ７議案が提
出され議事に入りました。各議案はいずれも採決のうえ承認されました。

● 2021 年度活動報告（概要）
2021 年度は、新型コロナウイルス感染症の収束はならず、事業の継続は前年度同様大変厳しい年でした。緊
急事態宣言の有無に関係なく、会場の定員を 2 分の 1 とし、講座の約 6 割をオンライン併用で開講しました。延べ
受講生数は、5,205 人とコロナ禍以前（2019 年度）の 76％と大幅減は避けられたものの回復には至りませんで
した。収支については、収入では受講生数が回復せず予算比減収となりましたが、支出を抑制し、収支は予算比
536 万円増となり、275 万円の利益となりました。

● 2022 年度活動方針（概要）
2022 年度も新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、受構生・関係者の健康と安全を最優先に、従
来通り質の高い講座運営を目標に、事業活動を継続します。収支については、2021 年度以上に厳しい財務状況
が見込まれます。これを踏まえて、次の方針の下、活動を進めます。
１）会場・オンライン併用の原則継続
２）アルバイトを含む増員についての検討、業務分担の見直し、通信環境システムの整備
３）収益改善に向けた様々な課題への取り組み
また、2021 年度に 1 年先送りした 2023 年度に始まる第４次中期経営計画立案を進めます。

● 2022 年度 NPO 役員のご紹介
理事長
副理事長
顧問理事
理 事
監 事

太田
阿部
藤嶋
芦澤
守田
田辺

猛彦
＜6 月 1 日理事会で選出＞
秀一 森田 幸士 ＜6 月 1 日理事会で選出＞
昭
＜6 月 1 日理事会で選出＞
康夫 稲田 素子 金子 勉 木村 ますみ 菅沼 俱万 関 智義 中澤 晶人
啓子 （五十音順）
初子

新理事の一言～「素晴らしさに大満足」
芦澤 康夫さん
２１年度は国際関係、日本史、経済の講座を
受講しました。幅広い分野にわたって、斬新な
切り口のテーマを高いレベルで系統的に学べる
アカデミーの素晴らしさに大満足しました。教
育分野のボランティアに関わりたいと思ってい
た中、理事の募集案内を見つけ応募しました。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

新理事の一言〜「ハイレベルなアカデミー」
金子 勉さん
これまで私が受講した講座はどの分野でも刺
激的で啓発的であり、この年齢で学ぶ喜びを
再認識しています。そんなハイレベルなアカ
デミーで自分に何ができるか全く自信があり
ませんが、皆様に教えて戴きながら何とか役
割が果たせたらと思っています。どうぞ宜し
くお願い致します。

ご寄附のお礼とお願い
昨年度は、私どもの呼びかけに個人、団体の皆さまから、3,890,795 円と
多額のご寄附をいただきました。格別のご協力に心から御礼申し上げます。
皆さまからいただきました寄附金は、講座充実のための機器の購入等、
アカデミーの運営に活用させていただきました。
今年度も、新型コロナウイルスの影響がしばらく続くものと思われ、厳し
い財務状況が見込まれております。皆さまには引き続きご支援を賜りたく、
何卒よろしくお願い申し上げます。
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2022 年度後期受講生募集が始まります！

現在、鋭意 2022 年度後期「講座のご案内」パンフレットを作成中です。
2022 年度後期はコーディネーターの先生方を中心に、世話人の皆さんや事務局の協力のもと、
53 講座・ワークショップを準備しています。
⚫
⚫

会場定員は、新型コロナ感染症対策として、「密集」「密接」を避けた人数としています。
自宅でのオンライン受講も多くの講座・ワークショップで継続します。

● 受講生募集のスケジュール ●

7/8（金）「講座のご案内」パンフレット配布開始
7/8（金）～8/19（金）申込期間
● ホームページからの申込は 7/9（土）0 時から
● 定員に満たない場合は、先着順で追加募集します

● 受講説明会 ●

●オンラインでの参加も受け付けます。

場

受講された場合、それぞれ
に記念品を差し上げます

所

月／日

時間

川崎市生涯学習プラザ

３０１教室

8 月 5 日（金）

10:30～12:00

川崎市生涯学習プラザ

３０１教室

8 月 10 日（水）

10:30～12:00

大きな役割を果たした助成金事業

三大行事のフェスタ、3 年ぶりに再開

2021 年度地域貢献活動立ち上げ支援事業

フェスタ各種イベント～11 月 5 日(土)

の交付２グループの報告

アカデミー関係者を中心とした展示、ディスカ

地域協働講座「発達障がいを理解する」修

ッション、講演、体験教室など、とくに受講生

了生の交流会は助成金で新たな活動が実現し

の皆さんの企画を期待しています。
フェスタフォーラム～11 月 12 日(土)または

たとの嬉しい報告がありました。
保育ボランティアグループ「にじの会」の
「にじのひろば」は助成金による活動が評価

11 月 19 日(土)
【SDGs フォーラム】今年のテーマは
（仮）
『気候変動―未来へのアプローチ』
公開講座 ～対面で公開可能な講座

され、中原区子育て支援推進事業の委託事業
に選ばれました！

編集後記

認定 NPO 法人かわさき市民アカデミー

藤嶋前理事長、太田新理事長、そして、馬場新

発行人 広報部会
編集人 かわら版編集委員会

学長から心のこもったごあいさつをいただきまし
た。各分野の第一人者でいらっしゃる三人の先生
方にあらためて感謝の念をお伝えします。
「日本一の成人大学」とことあるごとに発信し
てくださった藤嶋先生、その成人大学をコロナ禍
のもとで守り、新理事長になられた太田先生、そ
して「かわさき市民アカデミー」という名の運動
への関心と愛着を受講生に呼びかけられた馬場新
学長。ともに学び、考え、歩み出す喜びを！
（守田）

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/
HP は
http://npoacademy.jp/
こちら
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