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まちなかカフェ

おいしいお茶を飲みながら、気軽に受講できる単発
講座。サイエンス、芸術、歴史…さまざまなジャンル
の講座は、どれも分かりやすく楽しいものばかり。
得意分野を選んでもよし、未知の分野にチャレンジ
するのもおススメです。

長岡技術科学大学、長岡造形大学、長岡大学、長
岡工業高等専門学校がプロデュースする連続講座。
関心ある分野をじっくり学びたい…そんなあなたを満
足させる講座が勢ぞろい。学べば学ぶほど、知識が
深まる充実感を味わえます。

まちなか大学院

まちなか大学修了生のためのステップアップ課程。
自らテーマを持ち、主体的に学びます。研究やディス
カッションなど、実践を重視したカリキュラムや少人数
制のきめ細やかな指導は、まちなか大学院だからこ
そ。学びの主役はあなたです。

まちづくり市民研究所

市民の皆さんの学びと経験を実践に生かす市民協
働プロジェクト。研究期間は1年間。身近なテーマに
ついて、リサーチ・分析し、その成果を暮らしやまちづ
くりに生かします。あなたのアイデアで長岡をより住
みやすいまちに。

米百俵塾

まちなかキャンパス長岡の理念のもととなった「米百
俵の精神」。小林虎三郎をはじめとした先人たちの生
き方や考え方を学び、今の生活や地域社会の中で
実践していく方法を考えます。歴史"を"学ぶのではな
く、歴史"から"学びます。

学校以外でも学びたい、学校を飛び出して交流した
いというお子さんにおススメ。主に体験を通して、学
校では学べないことを学べる講座をラインナップ。
気軽に学べる単発講座と、じっくり学べる連続講座
があるので、お好みでどうぞ。こども講座

まちなか大学

まちキャン
ボランティア企画講座

講座の運営補助や広報、レコード磨きなど…まち
キャンを陰で支えるボランティア＝まちキャンスタッ
フが企画する講座です。それぞれの立場で培ってき
た知識と経験から生まれる講座は、どれも魅力的な
ものばかり。

市民プロデュース講座

講座にチャレンジしたい市民の皆さんとまちキャンが
協力して講座を開催します。知識や技術を生かした
講座はアイデア満載。ありそうでなかったユニークな
講座がいっぱい。カフェや大学とは一味違った講座
をお楽しみください。

ステップ
アップ

ステップ
アップ

「現代版米百俵」
今年は長岡開府から400年の節目にあたります。

長岡藩では常在戦場の思想をベースに、備えて生き抜く実学的な気風が醸成されました。

そして、藩校の多様な学びと優秀な人材の登用により、

教育第一主義を唱えた小林虎三郎に代表される米百俵の思想へとつながってきました。

また、明治の内戦、第二次世界大戦、中越大震災等の災難も一致団結して乗り越えてきました。

そこに一貫して流れているのは、「国が興るも滅ぶも人にあり」という長岡の思想です。

まちなかキャンパス長岡は、現代版の人材育成の場として期待されています。

3つの大学と高専がプロデュースした講座や、
まちキャンボランティアスタッフが企画・運営をする講座、
そして市民の皆さんがつくる講座など、
多彩なジャンルを楽しく学ぶことができます。

長岡市内の3つの大学と
高専がプロデュース

まちなかキャンパス長岡は、長岡技術科学大学、長岡造形大学、長岡

大学、長岡工業高等専門学校と長岡市が連携して企画運営していま

す。世界に誇れる最新技術、最先端のデザイン、人と環境と共生し

た経済学・経営学…まちなかキャンパス長岡では、講座や展示を通

じ、3大学1高専の専門分野を身近に感じることができます。

講座紹介

まちなかキャンパス長岡 学長
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あなたの があります。きになる
まちなかキャンパス長岡には

ロゴマークの意味

まちなかキャンパス長岡のロゴマークは、「学び」「交流」「伝統」

の３つの要素を「米百俵の精神」から米俵の重なりに見立てて

表現しています。そして、まちなかでさまざまな人やモノ・情報が

出会い交わり、未来につながる「新しいサイクル」が生まれていく

様子を表しています。

まちなかキャンパス長岡の講座は、
「米百俵の精神」を引き継ぎ、
ひとづくり・ものづくり・
まちづくりを目指します。
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長岡造形大学
准教授  津村泰範

10/27（土）
14：00～16：00

ブラツムラ－長岡駅前編－
さぁ、2回目を迎えましたこの企画。今回は、引き続き『ブラタモリ』に知り合いの多いマニ
アックなゲストをお呼びして、長岡の駅前をぶら歩きします。その地域ならではの地形や
道、造形物などの痕跡をたどり、知られざる地域の歴史や暮らしにぶらりと迫ります。

 500円（1ドリンク付）　　受講料

 長岡駅周辺（集合場所：フェニックス大手イースト1F スクエア）　会 場  歩きやすいもの服 装

 荒天の場合は中止します。その他

長岡技術科学大学
副学長  三上喜貴

8/29（水）
19：00～20：30

歴史にみる長岡人の事業構想力
歴史を振り返ると長岡人はいつの時代にも、他に先駆けたアイデアで新産業を興してきま
した。石油産業をはじめ、独自のインフラ開発手法，証券市場の創造、出版業や無店舗書
店など、現代にも通じるアイデアがあります。これらを豊富な写真と資料で紹介します。

 4F 交流広場会 場 500円（1ドリンク付）　受講料

方言愛好家 
五十沢友郎

H31.1/23（水）
19：00～20：30

新潟の方言ーネーネーからスケスケまでー
新潟の方言は地域によって特徴があるっけねー。面白いがーよ。でも、なしてこっけにも分
かれてらんだべ?地元のまちおこしをしたい！という思いをきっかけに新潟県の方言を研
究し、本まで出版したゲストが、新潟県の方言について、ざっくばらんにお話しします。

 4F 交流広場会 場 500円（1ドリンク付）　受講料

まちなかキャンパス長岡
学長　羽賀友信

6/13（水）
19：00～20：30

大人のための「ながおか学」
長岡市内の児童へ配布している「ながおか学」という冊子があります。長岡の歴史や文化、自
然などをまとめたガイドブックに近いものです。長岡生まれ、長岡育ち、根っからの長岡っ子
のまちキャン学長が、お気に入りの「ながおか学」を紹介します。市外の方にもおススメです。

 4F 交流広場会 場 750円（1ドリンク付）　受講料

「受講したかったのに満員になってしまった…」
「当日まで都合がつくか分からない…」そんなあ
なたもご安心を！まちなかカフェは、事前に申し
込みがなくても、無料で見学が可能！さらに、当日
空きがあれば、そのまま受講を申し込むこともで
きます。ただし、見学の方はドリンクと資料をお渡
しすることができません。ごめんなさい。

時間が空いて講座が
開催されていたら、それは

「そうだ、まちキャン行こう。」
の合図！

まちなかカフェの
講師は、気軽にお話が
できるよう「ゲスト」と

呼んでいます。

気軽に参加できる、
それがまちなかカフェの魅力！

無料見学
OK！

「なぜ」を楽しむあなたに…サイエンスカフェ

申込 0/00（〇）～

　各20名（先着）　定員 　各500円（1ドリンク付）　　受講料

申込 0/00（〇）～

　4F 交流広場　会場

株式会社紅屋重正
取締役　小出正和

5/16（水）
19：00～20：30

長岡藩の時代から続くお菓子の話
江戸時代から約200年に渡り、長岡のお菓子として知られている大手饅頭。長岡藩の御用達
でもあったそのお菓子は現在でも多くの人々に愛されています。大手饅頭を一番愛している
ゲストから、藩に献上していた頃から現在までを、当時の資料を見ながら聞いてみましょう。

 4F 交流広場会 場 600円　受講料

白根緑ヶ丘病院
院長  佐野英孝

10/11（木）
19：00～20：30

カラダの休み時間ー睡眠を探るー
「睡眠を制する者は人生を制す」と言われるほど、人にとって大切な睡眠。時間にして、人
生の1/3を睡眠に充てているのだとか。そんな大切な行為について、専門家からお話をお
聞きします。睡眠の基礎知識を身につければ、明日の目覚めがガラッと変わる!?…かも。

公立高等学校
地学担当  中村稔彦

90分で学ぶ高校地学ー46億年・地球物語ー
高校地学を習っていない方は多いのではないでしょうか。地学は地球そのものを研究して
いく学問です。日本で地震、火山が多いのは？最近話題の「チバニアン」って？新潟に雪が
多く降る理由は？など、誕生から46億年、地球がささやくお話をお伝えします。

12/8（土）
14：00～15：30

長岡工業高等専門学校
助教  中山雅友美

4次元空間という概念があるねん
数学では1～3次元の世界だけでなく、高次元の世界も扱っています。では、高次元の世界
とは一体どういうものなのでしょうか。4次元の世界に触れてもらい、幾何学がいかに楽し
く、美しく、そして自由な学問なのかをお話しします。

H31.2/21（木）
19：00～20：30

今年は長岡開府400年。この記念すべき年に、まちキャンもさまざまな講座をご用意しました！
まちなかカフェは「ながおか学」ジャンルが、このページに初お目見え！
まちなか大学も、長岡の100年を振り返る講座　　　　　 を実施するんだ！
そして特に注目なのは、5月27日（日）に開催される記念式典イベント。
まちキャンも米百俵塾の成果発表を、アオーレ長岡で開催するよ！米百俵塾「平成国漢学校」
の塾生が、2年にわたる米百俵の精神の学びの成果を発表するんだ。現代にどう生かし、後世
にどう伝えていくべきか、多種多様な発表をぜひ聴きに来てね♪
ディレクター陣によるミニ講演もお楽しみに！

P15参照

米百俵コラム

べた煮

新潟県栄養士会長岡支部

11/4（日）
10：00～13：00

何が入ってる？あなたの家ののっぺとべた煮
長岡の郷土料理といえば「のっぺ」という方も多いのでは。各家庭でどんな材料が使われてい
るか気になりませんか？ご家庭でつくるご自慢ののっぺをぜひお知らせください！皆さんの材
料を使った特製のっぺをつくって味わいましょう。また、「べた煮」についても取り上げます。

 4F 創作交流室　会 場

 申込時にご家庭ののっぺとべた煮に入っている特徴的な材料を教えてください。その他

 1,500円受講料  三角巾、エプロン、タオル持 物

あっぱれ！

ながおか学カフェ
　各20名（先着）　定員

「ながおか」を知りたいあなたに…

おいしい飲み物も片手に、気軽に受講できる単発の講座。
38講座を11のジャンルに分けて掲載しています。
気になるジャンルから、どうぞご覧ください。

まちなかカフェ
Machinaka Cafe

・事前申し込みされた方が講座開始後5分経過してもいらっしゃらない場合、当日申し込みの方を優先いたします。
・事前申し込みがない方でも、ご自由に見学できます（会場がまちなかキャンパス長岡の場合のみ）。注意事項

キーワードは

"好奇心"

会場までバスで移動します。

06
マルチなあなたに…
多文化カフェ

「なぜ」を楽しむあなたに…
03サイエンスカフェ 04

09
体を動かすことが好きなあなたに…
スポーツカフェ09

知恵袋がほしいあなたに…
生活カフェ

07
さまざまな職に興味があるあなたに…
お仕事紹介カフェ

自然を愛するあなたに…
05ネイチャーカフェ

頭の引き出しを増やしたいあなたに…
ビジネスヒントカフェ 07

08
グルメなあなたに…
食通カフェ

ワールドワイドなあなたに…
外国カフェ 05

「ながおか」を知りたいなあなたに…
ながおか学カフェ

アートなあなたに…
プチ芸術カフェ 06

まちなかカフェ 0403 まちなかカフェ



ワールドワイドなあなたに…

マルチなあなたに…

トリビュートバンド
ザ・ビーグルズ　ポール担当
清水則之

8/26（日）
14：00～16：00

オレたちビートルズ♪
世代を超えて世界中で愛されているビートルズと彼らの楽曲について語り合いましょう。
あなたが選ぶ好きな曲ベストテン、当時の演奏を再現することでわかるビートルズの姿と
サウンドを考察。そして発売から50周年のあの名曲をみんなで歌いましょう。

まちなかキャンパス長岡
学長  羽賀友信　

11/14（水）
19：00～20：30

羽賀学長の旅日記－イスラム編－
まちキャンの羽賀学長は、これまでたくさんの国と地域を訪れ、さまざまな活動をしてきまし
た。今回は、宗教観が日本と180度違うというイスラムについてお話しします。宗教観が違う
と、文化や人々の生活がガラッと変わります。どんな話が飛び出すでしょうか。お楽しみに。

 4F 交流広場会 場 20名（先着）　定 員  500円（1ドリンク付）　受講料

 3F スタジオ1　会 場  申込時にビートルズの好きな曲を3曲まで教えてください。その他

知っているようで知らない 日本人と「麻」入門編
米と日本人の関わりは約3,000年、麻とは約12,000年。麻は日本の伝統文化に深く根差
した植物です。国内では免許制のもとで栽培しており、その炭は長岡花火のフェニックス
にも使用されています。知っているようで知らない麻の入門編です。

 4F 交流広場会 場

長岡大学
准教授  西俣先子

12月開催予定

新潟県立近代美術館
専門学芸員  松矢国憲 

美術館学芸員のお仕事
美術館のガクゲイインって、何してるの？あの、部屋のスミに座っている人？…って思ってい
る方、いますよね。いいえ、違います。なんだかんだで、美術館学芸員のお仕事は結構ハー
ド。展覧会のつくり方などをはじめ、学芸員の仕事内容について楽しくお話しします。

 4F 交流広場 会 場

H31.3/7（木）
19：00～20：30

 20名（先着）　定 員

長岡造形大学
教授　ヨールグ・ビューラ

H31.2/14（木）
19：00～20：30

チョコのこと、聴講しよっ　－スイスチョコ編－
バレンタインデーにチョコレートの講座を！その消費量が世界1位とも言われているスイス
の出身で、物心ついた時からチョコと共に人生を歩んできたゲストが、チョコとスイス人の関
わりやその歴史などをお話しします。もちろんスイスのいろいろなチョコを試食できます。

 4F 交流広場　会 場 1,000円　受講料

 4F 交流広場会 場

声楽家
佐藤晶子

4/16（月）
19：00～20：30

オペラに魅せられて
オペラを鑑賞してみたいけど何だか難しそう…。でも、あの世界観は気になる…。そのお悩み
解決します！声楽家を生業に活動しているゲストが考える、オペラの魅力や鑑賞のポイント
を紹介します。また、オペラの舞台が出来上がるまでの裏側もお話しします。

宝光院
副住職  佐藤義尚

6/10（日）
6：00～9：30（移動時間を含む）

マインドフルネスってどうするんです？
マインドフルネスという瞑想法がにわかに注目されています。簡単にいえば古い気持ちを吐き出し
て、新しい気持ちを取り入れる瞑想法です。欧米を中心に流行し、名だたるグローバル企業の社内
トレーニングにも取り入れられているのだとか。詳しいゲストにお話を聞いて、実践してみましょう。

受講料  宝光院 　会 場 1,000円（朝食付き）　受講料  タオル　持 物  動きやすいもの服 装

アトリエトントン
代表  織田健

11/22（木）
19：00～20：30

スマホゲームもいいけどさ。ーボードゲームの魅力ー
デジタルな世の中で、どこか懐かしい雰囲気を漂わせるボードゲーム。災害時に電気のい
らない、みんなで遊べるおもちゃとして、一躍注目を浴びました。遊ぶ人に笑顔とぬくもり
を届けるその不思議な魅力を、ボードゲームを販売するゲストに伝えてもらいましょう。

 4F 交流広場　会 場 500円（1ドリンク付）　受講料  好きなボードゲーム（あれば）持 物

長岡技術科学大学
准教授  鈴木常生

7/5（木）
19：00～20：30

はじめての家系図づくり
自分のルーツ調査でもある家系図は、親へのプレゼントでもあり、子・孫への家宝にもなり
ます。基本となる戸籍の入手方法や解読、戸籍を超えた調査方法などを、全く知識が無い
状態から作成を始めたゲストが、その経験を元に自分のルーツのたどり方をお伝えします。

 4F 交流広場　会 場受講料  500円（1ドリンク付）　受講料  家系の戸籍（あれば）持 物

水族館、「STAFF ONLY」のその先には何が？
子どもの頃、ほとんどの人が訪れ、ワクワク・ドキドキしたであろう水族館。その裏側を見
に行きましょう。そこは普段見ることのできないミステリアスな空間が広がっているはず！
子どもの頃の気持ちをきっと思い出すでしょう。

 寺泊水族博物館会 場

寺泊水族博物館
館長  青柳彰

9/8（土）
13：00～16：00（移動時間を含む）

NPO法人UNE
代表  家老洋 　

ドイツワインってどんなもの？ 
ドイツで有名な飲み物といえば、ビールを想像する方が多いのではないでしょうか？実は
ワインも有名で、その生産の北限地なんだとか。ドイツに在住経験のあるゲストが、その
魅力を、熟成された知識を元にお話しします。もちろん、試飲もありますよ。

6/8（金）
19：00～20：30

 4F 交流広場会 場 1,500円　受講料 20名（先着）　定 員

スリランカ料理あ～ゆぼ～わん
斎木ナヤニ

7/10（火）
10：00～14：00

スリランカカリーをつくろう
インド洋の真珠と呼ばれる、光り輝く島スリランカ！スパイスからつくるカレーが有名で、
一年中食べられているそうです。旬の食材と、薬膳でもあるスパイスを使った数種類のカ
レーを、一つのお皿に盛りつけるのがスリランカ流。実際につくって、食べてみましょう。

 4F 創作交流室　会 場 2,000円　受講料 15名（先着）　定 員

 三角巾、エプロン、タオル、タッパ（余った際の持ち帰り用）持 物

多文化カフェ
　各20名（先着）　定員

外国カフェ プチ芸術カフェ
　各20名（先着）　定員 　各500円（1ドリンク付）　受講料

自然を愛するあなたに…ネイチャーカフェ
　各20名（先着）　定員 　各500円（1ドリンク付）受講料

アートなあなたに…

ヘンプ

まちなかカフェ 0605 まちなかカフェ



昨年、全国からよりすぐりの雑煮を紹介したこの講座。
現在、第二弾を企画中です。今回は長岡地域の雑煮をメインにするかも？
詳細は決まり次第お知らせします。お楽しみに！

たちばな本舗
代表取締役社長　南直樹

10/30（火）
19：00～20：30

世界からも高評価！味噌汁を知る
日本のおふくろの味として親しまれている味噌汁。発酵食品として海外、特にヨーロッパで
高評価なのをご存知ですか？例えば美食家の多いイタリアでは、豚汁が人気なのだとか。改
めて味噌汁の良さを再認識してみましょう。また、完全食といわれる理由にも触れてみます。

 4F 交流広場会 場 500円（1ドリンク付）　受講料

長岡技術科学大学
教授　伊東淳一
割烹魚仙
板谷敏雄　

11/25（日）
14：00～16：00

とあるアルコールのあるある話－二杯目－
昨年好評だった「とあるアルコールのあるある話」をおかわりします！日本酒をこよなく愛する
ゲストが、利酒のマナーや甘口と辛口の違い、個人的におススメの銘柄などを紹介。さらに、
大正時代から続く割烹の御主人もお招きし、日本酒に合うおつまみの話もつけちゃいます！

 4F 交流広場会 場 1,000円受講料

 H29「とあるアルコールのあるある話」を受講していない方を優先します。その他

お雑煮研究所　所長　粕谷浩子ほか雑煮の中に何入れる？－二膳目－

グルメなあなたに…

雪の日舎
代表　佐藤可奈子

十日町トゥルルン滞在記#2
香川県出身で東京都の大学生だったゲストは、中越地震のボランティアをきっかけに十日
町を訪れ、現地の農業や、雪が生み出す生き方と文化に魅力を感じ、移住・就農を決めまし
た。移住して感じたことや、農業と地域づくりに携わる中で感じたことをお話しします。

さまざまな職に興味があるあなたに…お仕事紹介カフェ
　各500円（1ドリンク付）受講料

4/25（水）
19：00～20：30

グローカルマーケティング株式会社
代表取締役　今井進太郎

個人も組織も「ブランディング」でうまくいく
ブランディングをすると、「お客さま」や「パートナー・取引先」、「働く仲間」、「情報」などが、
あなたのもとに集まってきます。どうやって個人や組織の「ブランド」を創っていくか、その
実践的な手法を、事例とともに分かりやすくお話しします。

H31.1/29（火）
19：00～20：30

JR東日本
運転士　江村亜登夢

出発進行！運転士のお仕事
電車の運転士。男の子がなりたい職業ランキングTOP10に必ずといっていいほどランク
インする職業です。あの重厚な車両を巧みなハンドルさばきで見事に操る…。うーん、カッ
コイイ！幼少時代の夢である運転士になったゲストに、現場の最前線をお聞きしますよ。

8/9（木）
19：00～20：30

 4F 交流広場会 場 20名（先着）　定員

H31.2月開催予定
株式会社大林組
地盤技術研究部
板場建太

ずい道どうでしょう
私たちが何気なく通るトンネル。昔は「ずいどう」と呼ばれていましたが、その完成には長い
年月と多大な労力を費やしています。日 ト々ンネルを掘ることに情熱をかけているゲストが、
機械掘削から大規模な爆破工事など、トンネルができるまでを深掘りします。

 4F 交流広場会 場 20名（先着）　定員

株式会社長岡火力発電所

大人の工場見学ー火力発電所へ行ってみようー
2018年7月から稼働する予定の長岡火力発電所。基本的に深夜は停止していますが、も
し24時間連続運用した場合、約20万世帯分の発電規模となります。そんな新しい発電所
を実際に見学しましょう。こどもの頃にワクワクしたあの気持ちを思い出すでしょう！

 長岡火力発電所 会 場 12名（先着）　定員

10/18（木）
18：15～20：45（移動時間を含む）

 歩きやすいもの服 装

有限会社カクタ田中清助商店
専務取締役　田中洋介

5/27（日）
14：00～15：30

お茶にまつわる茶飲み話
日本の伝統的な飲み物、「日本茶」。越後の小京都と言われる与板地域に、江戸時代から
続く老舗のお茶屋さんがあります。日本茶インストラクターの資格を持つ店主が、日本茶
の魅力をたっぷり語ります。また、独自に取り組んでいる野菜茶のお話も紹介します。

 4F 交流広場会 場 1,000円受講料

そうめん研究家
ソーメン二郎

人生を流されないためのそうめん道
2017年、夏。そうめんのおいしい季節にさっそうと現れたそうめん研究家ソーメン二郎さ
んが今年、まちキャンに登場。そうめんの歴史や新しいレシピ、コミュニケーションツール
としての役割やそうめん文化の未来を、そうめんをすすりながら学びましょう。

6/21（木）
18：30～20：00

 4F 創作交流室会 場 700円　受講料

株式会社ニューズ・ライン
新潟Komachi編集部

9/26（水）
19：00～20：30

新潟Komachiの編集者が語る「新潟ラーメンのこと」
「Komachiといったらラーメン」というイメージを持たれている皆さんへ朗報！取材件数と
実食したラーメンは数知れず。「食べて、話を聞いて、写真を撮って」きたラーメン編集者
が、新潟のラーメン事情についてお話しします。

 4F 交流広場会 場 500円（1ドリンク付）　受講料

こんな講座も
予定してます！

アクシアルリテイリング株式会社
シニアアドバイザー  
（元チーフアドバイザー）

スーパーマーケットのバイヤーのお仕事
「バイヤー」とはどういう業種なのでしょうか？すぐに思いつくのは商品の買い付けですが、
そこには緻密な戦略や巧みな交渉術があるのです。肉、魚、惣菜それぞれの買い付けのプ
ロ3名が極意をお話します。また、お買い物に役立つマメ知識もちょっぴり紹介します。

6/28（木）
19：00～20：30

 4F 交流広場会 場 20名（先着）　　定員定員

いつもと
時間が
違います

食通カフェ
　各20名（先着）　定員

ビジネスヒントカフェ 頭の引き出しを増やしたいあなたに…

　各20名（先着）　　定員 　各500円（1ドリンク付）　受講料 　4F 交流広場　会場

まちなかカフェ 0807 まちなかカフェ



備蓄と耐震のお話
「防災」というと少し難しいイメージがあるかもしれませんが、まずは日頃のそなえや知識など、身近なことに
ついて考えます。非常持ち出し袋の準備や家具の固定、市が行う戸建住宅への耐震化の取組についてお話
しします。100円均一でそろえることのできる防災グッズも紹介する予定です。

株式会社野村防災
野村卓也
長岡市 都市開発課 職員
　

5/24（木）
19：00～20：302

水害の前触れを知る
いつ、どこで、どの程度の雨が降るのかが分かれば、どの川があふれやすいのか、どの地域が浸水しやすい
のかが分かります。これらの情報の多くは、なんと無料で公開されています。しかも、刻一刻と変化する雨
の予測情報は、傘を持っていくか、洗濯ものは干したままでいいかなど、普段のお出かけにも使えます。

株式会社エコロジーサイエンス
防災企画室
室長　樋口勲

5/31（木）
19：00～20：303

災害とインターネット
LINEやFacebook等のSNS、スマホの爆発的普及によって、情報収集の手段は一挙に多様化しま
した。では、災害時の情報共有は、一体どうすればよいのでしょうか。災害時における情報処理に
スポットを当て、問題点のあぶり出しと情報伝達を実践してみましょう。

NPO法人
住民安全ネットワークジャパン
事務局長　笠井徳昭

6/7（木）
19：00～20：304

災害時の避難行動を考える
地震が発生したら、もしくは河川が氾濫したり土砂災害が起こりそうになったら、どこへどのように
逃げますか？過去の災害事例などを参考にしながら、避難のタイミングや安全な場所への避難経
路について学びます。

公益財団法人中越防災安全推進機構　
マネージャー　河内毅

6/14（木）
19：00～20：305

知恵袋がほしいあなたに…

まずは見て感じる－そなえ館に行ってみよう－
中越地震当時、まさか私たちのまちが被災地になるなんて！という声が多く聞かれました。それ以
来、一昨年の熊本地震をはじめ、全国各地の災害被災地で、「まさか自分が」という声が多く聞かれ
ます。普段からのそなえについて、体験を通じてその大切さを学びませんか。

おぢや震災ミュージアムそなえ館
マネージャー　赤塚雅之

5/19（土）
9：30～12：00（移動時間を含む）1

【5回連続講座】

4/10（火）～
申込災害が起きた際に一番守りたい人は誰か？恐らく、自分と家族ではないかと思います。そんな身近

な人を守るための日頃のそなえや、災害が起きてしまった際の対処法を学びます。一人ひとりが守
りたいと思うことで、全員を守ることができるのです。若いお父さんお母さんにおススメです！

ねらい

　5回で3,000円　受講料定 員 　20名（先着）　

 おぢや震災ミュージアムそなえ館　1  3F 301会議室～2 5会 場

身近な人を守る！日々のそなえ 
新潟大学
准教授　村山敏夫

10/23（火）
19：00～20：30

温泉ガイ♨の好いかげんな話
温泉は好きですか？温泉といえば薬理効果を期待する方も多いと思いますが、物理的に
身体へ与える効果も大きいのです。例えば、水温や水圧、浮力が代表的です。温泉を活用
した健康づくりを研究しているゲストから、お話を聞きましょう。

 4F 交流広場会 場

株式会社ジェイエスエス
執行役員 事業本部 
選手強化担当
部長　竹村吉昭

オリンピックスイマーの育て方
夏季オリンピックの人気種目である競泳。日本人選手が健闘している姿を見て、熱い気持
ちになる方も多いはず。長岡市出身の中村真衣さんをはじめ、多くのオリンピックトップス
イマーを育てたゲストが、トップコーチになるまでの道のりや指導法をお話しします。

9/20（木）
19：00～20：30

一般財団法人健康・生きがい開発財団認定
健康生きがいづくりアドバイザー
江口英夫

4/14（土）
14：00～16：00

歩くを知ろうよ。
正しい姿勢で歩くことは、健康への第一歩です。しかし、自分では正しくしているつもりで
も、専門家から見ると間違っていることがあります。これでは苦労が水の泡…。そんなことに
ならないように「正しく歩く」を学びましょう！また、歩くための靴選びのコツも紹介します。

 3F 多目的スペース1　　会 場  室内履き、タオル、飲み物　　持 物  動きやすいもの服 装

株式会社新潟プロバスケットボール
広報担当　林純平

長岡がホーム！アルビＢＢの楽しみ方
2016年、長岡市にプロバスケットボールチーム「新潟アルビレックスBB」がやってきまし
た。アオーレ長岡をホームに活動しています。これは応援するしかない！球団スタッフのゲ
ストが、その魅力や観戦する際のちょっとしたコツなどをお話しします。

5/23（水）
19：00～20：30

Love River Net　
代表　樋口勲

9/29（土）
13：30～17：00（移動時間を含む）

もうすぐ100歳！大河津分水
大きな河川のある地域にとって、洪水は避けることのできない災害です。日本一長い河川
である信濃川が流れる新潟県も例外ではありません。大河津分水はその被害から人々を守
るためにつくられました。越後平野を潤し、水害からも守る大河津分水を見学しましょう。

 歩きやすいもの服 装大河津分水  信濃川大河津資料館 　会 場

高齢者複合施設
サクラーレ福住
生活相談員　黒島幹夫

11/30（金）
19：00～20：30

サービス付き高齢者向け住宅という選択肢
サービス付き高齢者向け住宅が、老後の選択肢の一つとして注目されています。生活の自
由度が高く、共同生活をしながらも一人ひとりのライフスタイルが尊重され、適切な支援
を受けられることが魅力のようです。その実態を、現場で働くゲストがお話しします。

 4F 交流広場会 場

まちなか大学への
学びのステップ講座！ P14

まちなか大学への
学びのステップ講座！ P16

体を動かすことが好きなあなたに…スポーツカフェ
　各20名（先着）　定員 　各500円（1ドリンク付）　　受講料 　4F 交流広場　会場

ひとづくり学科

生活カフェ
　各20名（先着）　定員 　各500円（1ドリンク付）　受講料

自分自身の教養を深め、実生活を豊かにする知識を養います。
ひとづくり学科

10

創造のプロたちの仕事に触れ、ものづくりのスピリットを養います。
ものづくり学科

12

地域への理解を深め、地域のためにできることを考えます。   
まちづくり学科

13

関心のある分野をじっくり学べる連続講座。
9講座を、3つの学科に分けて掲載しています。
学びの意欲のままに、どうぞご覧ください。

まちなか大学
キーワードは

"向上心"

まちなか大学・大学院の受講生（＝まちキャン生）には、「まちな
かキャンパス長岡学生証」を発行します。講座の際は学生証で
出席をとります。また、約100店舗の協力店でお得なサービスが
受けられます。 P15参照

講座をより理解するための推奨図書です。
（必ず用意いただくものではありません。）

会場までバスで移動します。

Machinaka College

まちなかカフェ 1009 まちなか大学



木戸銭払ってまず入場。
まずは何から手をつけましょうか。「落語概論」なんてのはいかがでしょうかね？落研出身の大学の先生
のお話とくれば、興味が湧くというものでしょう。…この先は、寄席や落語家、色物の紹介や実演が続き
ます。片っ端から聞いていけば、きっと好きな落語に出会えると思いますよ。

六代目 松竹亭緑枝こと
長岡大学 教授　松本和明

6/27（水）
19：00～20：301

一番太鼓が鳴り出した。
それでは、落語研究会新潟県央のご紹介から始めさせていただきます。そして、「時そば」の実演と解説をお
楽しみください。そのほか、寄席「新宿末広亭」や「古今亭志ん生」一門、県内出身の落語家「三笑亭夢丸」、
色物についてご紹介させていただきます。落語に少し興味が湧いてきましたかね？

落語研究会新潟県央
世久利亭応契
運転し亭越後屋

7/4（水）
19：00～20：302

流通の仕組みを理解しよう
一般に、生産者と消費者は時間的・距離的に大きく離れているというギャップがあり、そのままだと
お互いに不都合なことがたくさん起きてしまいます。このギャップを埋めるために生まれた流通とい
う仕組みと、それを取り巻く多様なプレイヤーについてお話しします。

長岡大学
教授　小松俊樹

5/14（月）
19：00～20：301

こんなにある！売場の工夫
日頃、私たちは何気なく買い物をしているように思えますが、実は小売業側の働きかけにもかなり
影響を受けているのです。品揃え、価格設定、販売促進、店舗施設、データ管理など、小売業のさま
ざまな「売る」工夫について、事例を交えて紹介します。

長岡大学
教授　小松俊樹

5/21（月）
19：00～20：302

小さくてもキラリと光る小売店とは？
零細小売業の廃業により、小売店の数が減り続けています。しかし、誰もが知っているような大手
チェーンの小売業だけが、顧客満足を実現している訳ではありません。顧客の豊かな暮らしを実現
するために努力する、小さなお店の大きな魅力を紹介します。

エスマート 店長　鈴木紀夫
長岡大学 教授　小松俊樹

5/29（火）
19：00～20：304

3分でここまでできる！決算書分析
事業活動は、資金を集め、必要な資産（商売道具）を用意し、売上を稼いで利益を確保することです。そし
て決算書は、企業の通信簿です。決算書分析というと難しそうですが、ポイントを押さえれば誰でもでき
ます。電卓を片手に、価格競争に明け暮れる大手小売業の決算書を分析し、儲ける仕組みを学びます。

 電卓持 物

長岡大学
教授　小松俊樹

6/4（月）
19：00～20：305

オーケストラに使われる楽器とその編成
「オーケストラ」とひとくちに言うけれど、実際にはどんな楽器が使われ、それぞれにどんな特徴があ
るのでしょうか。また大小さまざまな編成や、バンダなどの管楽器群、さらに弦楽オーケストラなど、
奥が深いのです。オーケストラの実態や魅力について、ふんだんな実例を楽しみながら紹介します。

新潟大学
教授　横坂康彦

11/3（土）
10：00～11：301

室内楽ってなに？
クラシック音楽では「室内楽」という言葉もよく使われます。それはいったい何を意味し、具体的に
はどんな編成があるのでしょうか。室内楽に親しみたいと思ったら、どんな曲から始めたらいいの
かということも交え、管楽や弦楽の名曲を楽しみながら紹介します。

新潟大学
教授　横坂康彦

11/10（土）
10：00～11：302

ピアノ、その多様な可能性
私たちの身近な楽器の一つであるピアノ。クラシック音楽には欠かせない存在です。ピアノのため
の名曲やアレンジによって広がる新たな可能性、また4台やそれ以上で演奏するピアノ・アンサンブ
ルなどの実例を紹介し、ピアノという楽器の持つ多様性を探ります。

新潟大学
教授　横坂康彦

11/17（土）
10：00～11：303

コンチェルト、その華やかな世界
バロック時代から現代に至るまで、多くの名曲が書かれているコンチェルト（協奏曲）。ソリストが
大人数のオーケストラをバックに妙技を披露したり、ある時は複数のソリスト陣がオーケストラと
掛け合ったりすることも。　その華麗な世界を音楽史を追いながら紹介します。

新潟大学
教授　横坂康彦

11/24（土）
10：00～11：304

マネジメント－人々を音楽でつなぐ魔法の杖－
私たちが暮らす現代社会には、さまざまな形のコンサートがあります。最終回では人々と音楽との
出会いを創るコンサート・マネジメントについて学び、新潟大学で学生主体によって行われている
コンサートの企画運営の実例を交えながら、その魅力を探ります。

新潟大学
教授　横坂康彦

12/1（土）
10：00～11：305

ものづくり学科

注文からお届けまでの裏側を探る
年々拡大している通販市場とともに、「お届け予定日の事前通知」や「指定場所への配達」など、
サービスは進化の一途をたどっています。それを担うヤマト運輸の施設で、宅配ビジネスがどのよう
な仕組みで成り立っているのか、その裏側を案内してもらいましょう。

ヤマト運輸（株）長岡主管支店
人事総務課　遠藤駿介
長岡大学 教授　小松俊樹

5/26（土）
9：45～11：45（移動時間を含む）3

楽しい時間過ごしたら。
ここらで「風呂敷」の実演と解説をお楽しみください。そのほか、寄席「浅草演芸ホール」や「国立演芸場」、
「三遊亭圓生」一門、県内出身の落語家「三遊亭白鳥」、俗曲についてご紹介させていただきます。次回は最
終回。いや、実に名残惜しい。そろそろ落語にお詳しくなってきたんじゃないですか？

落語研究会新潟県央
世久利亭応契
運転し亭越後屋

7/18（水）
19：00～20：304

追い出し聴いて帰りましょ。
いよいよ講座もさげの時間となりました。「町内の若い衆」の実演と解説をお楽しみください。その
ほか、寄席「池袋演芸場」、「柳家小さん」一門、県内出身の落語家「入船亭扇辰」、講談についてご
紹介させていただきます。ほら、すっかり落語に首ったけってなもんでしょう！

落語研究会新潟県央
世久利亭応契
運転し亭越後屋

7/25（水）
19：00～20：305

二番太鼓でいよいよと。
続いて「釜泥」の実演と解説をお楽しみください。そのほか、寄席「鈴本演芸場」や「天満天神繁盛亭」、
「桂文楽」一門、県内出身の落語家「瀧川鯉橋」、漫才についてご紹介させていただきます。やっぱり落語
は生で聞くのが粋ってなもんですな。どうです？落語が面白くなってきたでしょう？

落語研究会新潟県央
世久利亭応契
運転し亭越後屋

7/11（水）
19：00～20：303

なま

せいち

【5回連続講座】

10/10（水）～
申込クラシック音楽は、ちょっとした知識や方向づけによってうんと身近で親しみやすくなるものです。今まで

クラシックに関心がありながらも、何となく遠い存在として通り過ぎてきてしまった人のために、その魅力
を紹介します。受講後にコンサートに行きたくなること間違いなしです。　

ねらい

　5回で3,000円　受講料定 員 　30名（先着）　 会 場 　3F 301会議室  ほか

くらくらクラシック♪ 

【5回連続講座】

5/10（木）～
申込いま空前のブームとなっている落語。だけど実際に寄席に行くのはなんとなくハードルが高い…。そんな

落語の世界をより深く、広く楽しむためのコツを、県内の落語愛好家たちが伝授します。新進気鋭のア
マチュアによる実演もあります。あなたも落語をやってみたくなるかも！？

ねらい

　5回で3,000円　木戸銭
きどせん

　3F 301会議室会 場定 員 　30名（先着）　

もっと知りたい落語の世界 

【5回連続講座】

4/10（火）～
申込欲しいものが欲しい時に欲しい場所で欲しいだけ買える。誰もが当たり前と思っていることが、実は長

い歴史の中で精緻に工夫された流通の仕組みによって支えられていることを知ってほしいと思います。
流通を知ることは、自分の暮らしのありようを知ることにつながるはずです。

ねらい

　5回で3,000円　受講料定 員 　30名（先着）　

　3F 301会議室 （　  のみ、ヤマト運輸㈱長岡主管支店 　　） 　　3会 場

そうだったのか、今ドキの流通業界 

講師は2人。
名前が読めるかな？
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律令時代の都市－奈良・京都そして国府由来のまち－
わが国の都市化は、大きく律令期・城下町形成・明治以降・第二次世界大戦後の4期に分けること
ができます。まずは奈良や京都のほか、国府・国分寺のあった都市も加えて、その成り立ちと現在の
姿についてお話しします。

長岡技術科学大学
教授　中出文平

9/21（金）
19：00～20：301

戦国時代から江戸初期の都市－城下町－
戦国末期から江戸時代初期に約300建設された城下町について、その特徴をお話しします。また、
江戸時代の特徴である藩についても説明します。そのほか、金沢や弘前など、現在も当時の面影を
ある程度残している都市について、その魅力や、まちあるきをする際のポイントを語ります。

長岡技術科学大学
教授　中出文平

9/28（金）
19：00～20：302

江戸時代の特徴的な都市－宿場町・港町・門前町－
近世の特徴的な都市には、城下町以外にも、江戸時代に整備された五街道の宿場町や、北前船の
寄港地である港町、門前町があります。まずは主要な街道を紹介し、そこに形成された宿場町の特
徴や見どころについて説明します。それに加えて近世由来の港町、門前町を紹介します。

長岡技術科学大学
教授　中出文平

10/5（金）
19：00～20：303

第二次世界大戦以降の都市－戦災復興とニュータウン－
第二次世界大戦の被害を受けた都市の多くが経験した戦災復興の内容と、その後の発展の礎と
なった部分や、それ以前と断絶した部分について説明します。そのほか、第4期の都市化の象徴で
もある、昭和40年代の高度成長期に進められたニュータウン建設についてもお話しします。

長岡技術科学大学
教授　中出文平

10/19（金）
19：00～20：305

世界と日本の水資源－日本の水に未来はあるか？－
私たちが生きていくために水は必要不可欠なものです。あなたの体内にある水は世界中を旅して、
再びあなたのもとに戻ってくるかもしれません。そのような大事で情緒あふれる水は、将来も日本に
十分あり続けると言えるでしょうか？将来の世代のために一緒に考えましょう！

長岡工業高等専門学校
准教授　山本隆広

10/3（水）
19：00～20：301

世界の水問題－経済格差が生み出す水質汚染－
日本は恵まれた水環境を有しています。一方、途上国では劣悪な水質汚染によって、現在でも9億人
以上が安全な水を飲めない状況にあります。その結果、汚染された水による病気で、2013年時点で
5歳未満の子どもが毎年58万人も亡くなっています。先進国としてやるべきことはないのでしょうか。

長岡工業高等専門学校
教授　荒木信夫

10/10（水）
19：00～20：302

新潟県の水災害・防災と地質
新潟県は災害の多い地域です。近年の中小河川の水災害と土砂災害の実態や、その復旧事業やダ
ムなどの防災施設の整備から、河川や土砂災害に対する安全度を考えます。また、私たちが住んで
いる場所の地形や地盤を形成する地質、成り立ちから防災について考えます。

大地の会
会長　小川幸雄

10/17（水）
19：00～20：303

大河津分水路の課題と改修工事
大河津分水路は、大正11年の通水後、幾度もの洪水や水害から越後平野を守ってきました。しかし、近年
は気候変動の影響ともいえる大規模な洪水が、全国各地で発生しています。分水路の課題である、洪水
処理能力不足や河床洗掘等の対策のため、平成27年度に着手した抜本的改修についてお話しします。

国土交通省信濃川河川事務所
所長　田部成幸

10/24（水）
19：00～20：304

「水の都」長岡の誕生
江戸時代初頭に新たに建設された城下町・長岡は、信濃川をはじめとする複数の河川や沼地・深
田に囲まれた、まさに「水の都」でした。全国の城下町との比較を通して、長岡を「水の都」として再
認識するとともに、その命名の由来についてもう一度考えてみましょう。

長岡工業高等専門学校
教授　田中聡

10/31（水）
19：00～20：305

【5回連続講座】

9/10（月）～
申込鉄道事業という広い視点で「電車の走るしくみ」をとらえ、車両技術と信号、運転技術を中心にお話しします。

最終回には、メンテナンス工場の見学も！鉄道を事業という視点から、真剣に知りたいと思う人に参加してほし
いと思います。鉄道車両技術についてきちんと学びたい方におススメな、ちょっと通好みな、深掘り講座です。

ねらい

　5回で3,000円　受講料 　「鉄道車両技術入門」オーム社定 員 　30名（先着）　

 館外　5 3F 301会議室～1 4会 場

電車のはしるしくみ 

鉄道車両業界と世界
鉄道事業者の立場からみた鉄道車両づくり、また、世界の鉄道車両ビジネスや鉄道事業者との関
係など、鉄道車両が関わるビジネスモデルに関係した話題を中心にご紹介します。 東日本旅客鉄道株式会社

環境技術研究所
上席研究員　柳瀬直仁

10/1（月）
19：00～20：301

技術の塊！鉄道車両の構造
エンジンやモータの回転を車輪に伝えて走り、摩擦によるブレーキで止まり、ばねで支えられた車
体に、乗客や貨物をのせて安全で快適に運ぶ鉄道車両は、機械工学技術の塊です。鉄道車両を構
成する台車と車体の機能と構造を紹介し、安全な走行や快適性を確保する技術を解説します。

秋田県立大学
教授　富岡隆弘

10/15（月）
19：00～20：302

信号・運行計画と運行管理
安全性の肝となる信号保安システムの基本思想と原理、旅客ニーズを満足する運行計画の作成と評価、
輸送品質を安定に保つ運行管理システムの役割と構成を中心に、安全・安心・満足かつ省エネな鉄道の
ための列車運行技術を、最新の動向、国内外の比較や将来展望も含めて紹介します。

ダイヤ

上智大学
教授　宮武昌史

10/29（月）
19：00～20：304

鉄道車両メンテナンスを見学に行こう！
※鉄道車両のメンテナンス現場を訪問し、その実例を学ぶ予定です。詳細は計画中のため、決まり
　次第お知らせします。 東日本旅客鉄道株式会社

環境技術研究所
上席研究員　柳瀬直仁
千葉大学
教授　近藤圭一郎

11/5（月）
未定（日中）5

電力供給と鉄道車両を駆動するしくみ
鉄道の特徴である鉄のレールや車輪駆動システムに起因した、鉄道特有の電気エネルギーの利用
方法を解説します。鉄道車両の電気方式とその特徴、鉄道車両を駆動するシステムの構成と機能
に加えて、車両を止める仕組みについてもお話しします。

千葉大学
教授　近藤圭一郎

10/22（月）
19：00～20：303

まちづくり学科

【5回連続講座】

8/10（金）～
申込わが国の都市化は、4期に分かれています。都市形成の歴史について学びましょう。都市の成り立ちや発

展の経緯などの背景を知った上でまちをめぐれば、ただガイドブックを頼りにするより深く、そのまちにつ
いて知ることができます。自分だけのまちめぐりの楽しみ方が見つかるかもしれませんよ。

ねらい

　5回で3,000円　受講料  3F 301会議室会 場定 員 　30名（先着）　

年代を感じる都市の話 

姫路城

明治以降の都市－産業と鉄道の影響－
第3期の都市化は、明治維新前後の開港都市や工業都市などが挙げられます。また、近代化の象徴
である鉄道の開通によって、それまであった都市も変わります。殖産工業の旗印の下で発展した都
市について、その見所を紹介します。鉄道開通によって様相が変わる様子についても説明します。

長岡技術科学大学
教授　中出文平

10/12（金）
19：00～20：304

【5回連続講座】

私たちの体の60%は水でできています。そして、水は生活のために欠かせないものです。しかし、時とし
て水は私たちに猛威を振るいます。人類はその有史以来、水と賢くつきあってきました。そんな身近に
ある水について、一緒に考えてみませんか？ 9/10（月）～

申込
ねらい

　5回で3,000円　受講料定 員 　30名（先着）　 会 場 　3F 301会議室　

たかが水、されど水－水と人間の未来学－ 

と し

提供：国土交通省
 信濃川河川事務所
「夕刻の長生橋」／長岡泰地

少し
専門的な
講座だよ！
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長岡と博覧会－長岡開府300年とその後－
何かの完成記念や、周年を記念する事業として博覧会が行われることがあります。長岡においても、博覧会
の実績が幾度かあります。長岡開府300年祭においてさまざまな事業が行われた中から、共進会や展覧会
についてその内容を見渡し、その後長岡で行われた博覧会事業についてお話しします。

県立歴史博物館
専門研究員　山本哲也

11/2（金）
19：00～20：30

新聞で振り返る100年
戦前も戦後も新聞は地域に寄り添い、その歩みを見つめてきました。焦土となったまちの復興、豪
雪などの度重なる自然災害、田中角栄元首相の登場とその光と影、上越新幹線の開通などによる
高速交通網時代、そして情報化社会の今について、新聞とともに考えてみましょう。

地元報道関係者

10～11月頃開催予定
19：00～20：30

長岡地域産業史100年－イノベーションの系譜－
長岡地域の産業は、東山油田の石油業を発端として、機械・製紙・米菓業などへ広がっていきました。また、
これらを支える銀行業や鉄道・バス事業なども発展しました。長岡地域の産業史は、まさにイノベーション
（革新）の歴史といえます。各産業のあゆみと企業家たちの活躍を振り返ります。

長岡大学
教授　松本和明

10/26（金）
19：00～20：30

公会堂からみる人々の暮らし－集いの場所の昔と今－
長岡にはかつて「長岡市公会堂」があり、市民に親しまれてきました。こうしたホール施設は大正か
ら昭和初期に日本各地に広がり、戦争の時代を経て現代に至るまで、都市の中の集いの場所であ
り続けてきました。そんな公会堂を手がかりに、「集う」ことの意味を考えます。

東京大学
准教授　新藤浩伸

11/16（金）
19：00～20：30

ぶら悠久山－なぜ御山は市民の憩いの場所になったのか－
長岡開府300年を記念し、整備され、大正9年に令終会から長岡市に寄付された悠久山公園。現存
する悠久山十勝や石造物などを巡りながら、信濃川や長岡城との関係、栃尾鉄道や各種公共施設
との関わりなど考え、そのあゆみを探ります。　

長岡郷土史研究会
会員　金垣孝二　

11/23（金）
13：00～16：00（移動時間を含む）

【5回連続講座】

9/10（月）～
申込長岡は今年開府400年を迎えます。これを機に、開府300年から400年までに起こったさまざまな出来事

について学びましょう。100年という区切りで見てみると、この100年でいかに長岡が進化を遂げてきたか
が分かります。受講後はきっと長岡通！…になれるはずです。

ねらい

　5回で3,000円　受講料

　3F 301会議室（11/18（日）のみ悠久山公園　　） 　会 場

定 員 　30名（先着）　

長岡の100年史－開府300年から400年まで－ 

「アルビレックス」のスポーツビジネス
複合型プロスポーツクラブにおいて、全国で一番多い15のチームをもつ「アルビレックス」。それぞ
れのクラブは独立採算制で経営をおこなっており、地元である新潟県に、スポーツを通して地域創
生をおこなっています。まずはそのスポーツビジネスの概要を説明します。

早稲田大学スポーツビジネス研究所
招聘研究員
ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ
学校長 中村勉

11/21（水）
19：00～20：301

地域の元気と健康のために
サッカーや野球は主に観戦して楽しむスポーツですが、陸上競技は参加して楽しむことのできるス
ポーツです。東京五輪に向けた選手の養成、マラソン大会の運営、地域でのスクール活動など、幅
広く活動しているクラブに、「参加型スポーツ」という考え方についてお聞きします。

株式会社新潟アルビレックス
ランニングクラブ
関係者

12/5（水）
19：00～20：303

独立リーグのプロ野球ビジネス
華々しいNPB（日本プロ野球機構）の裏側で、2007年にスタートし、今年で12シーズン目を迎え
たルートインBCリーグ。設立当初は4球団からスタートし、2017年シーズンより10球団となり、毎
年多くの選手を輩出しています。BCリーグの存在意義と、その運営についてお話しします。

株式会社新潟アルビレックス
ベースボールクラブ
部長  辻和宏

11/28（水）
19：00～20：302

チアの普及で地域スポーツの発展と社会に貢献する
女性アスリートとしてオリンピック競技の候補にもなるほど、今世界でも注目されているチアリー
ダー。どうして日本初のプロチアチーム発足が新潟だったのか。また、どのような組織で、何を事業
として運営しているのか。そして、何を目指しているのか、今後の展望もお話しします。

アルビレックスチアリーダーズ
代表  吉澤洋

12/12（水）
19：00～20：304

「する」というサッカーの楽しみ方
Jリーグの理念であり、クラブコンセプトでもある「未来ある子どもたち」「地域の活性化」「スポーツ
文化の創造」という3つのテーマ。これらを関連させた、サッカースクールやグラスルーツプログラ
ム（草の根的な普及活動）などの取り組みを紹介します。

株式会社アルビレックス新潟
関係者

12/19（水）
19：00～20：305

【5回連続講座】

10/10（水）～
申込アルビといえば、サッカー・バスケ・野球・陸上・スキーやスノボとさまざま。どれも地域に密着したスポーツ

ビジネスを展開し、地域の活性化を応援しています。なぜ新潟県民に愛される存在となったのか、各団体
の今後の展開などについて、「スポーツビジネス」という切り口から学びましょう！

ねらい

　5回で3,000円　受講料定 員 　30名（先着）　 会 場 　3F 301会議室

アルビの地域密着型スポーツビジネス 

まちなか大学・大学院受講生の特典

学生証

学生証協力店

修了証

まちなか大学・大学院に7割以
上出席すると、最終回に「修了
証」をもらえます。まちなか大学
10講座の修了証を得て、さら
にレポートを提出すると、「まち
キャン学士」と認定されます。

まちキャンオリジナルの学生証
を発行。学生気分を味わえま
す。また、協力店で学生証を提
示すると嬉しい特典が受けられ
ます。

１

2

喫茶・レストラン・ダイニングバー
ウェスタンバー Forty‐Niners
カフェ・ド・アミアン
クッチーナ・ヒコー cucina･hiko ー
珈琲 BuBu
コーヒーホーム シャルラン
Jazz Cafe 音食
舎鈴夢
ステーキハウス 欅
長岡グランドホテル　
　レストラン ロワール
　季節料理と地酒 南天
　中国料理 桃花苑　
ニコラス
ビアホール BADENー BADEN 駅前店
フロリダ・キッチン
ネームレス
RADIO
れすとらん 四六時中 長岡駅ビル店
レストランファミール
和風パスタ＆お酒「FATO」

中華・ラーメン・そば
中華料理　蘇州
中国四川料理 喜京屋
半久亭
ポアル
ラーメン又来屋

和食・寿司
越後の蔵　和心づくし　あさひ山
大寿司本店
割烹食堂きよ志
新亀寿司
寿司・和風料理 米八
野鳥料理・季節料理  天風
吉野寿司
料亭　かも川本館
料亭　かも川別館
料理・仕出し　杉乃栄

最終回には、
修了証を授与します！

居酒屋・ショットバー
居酒屋
いさり火
囲炉り
魚魚や本店
御米の郷　長岡駅前店
SHOWA　なつかしや
旬の肴とうまい酒 たこの壺
Shot Bar THE CELLAR
創作居酒屋とらちゃん
定食居酒屋つかさ
ハイボール酒場なじらてい
パブ ザンパーノ
BOOZE 
やきとり大吉 三ツ郷屋店
遊食居酒屋なじらてい
ラーメン居酒屋つかさ

食品
川西屋本店
神林精肉店
瑞花 本店
髙橋園 殿町本店
竹徳かまぼこ
たちばな本舗
とりせい長岡店
長岡青善駅前本店
長岡製粉株式会社
フランス菓子 ダンファン
マザーズクレープCoCoLo 長岡店
YAKI YAKI やまと
横山

美容
オアシス鍼灸院
サヨ美容室 駅前店
ノムラ理容院
パーマハウス top
Bloom
ヘアウェイ
ポーラ　ベリー
ミニョン・サヨ

ライフサポート
石沢電機
写真館 こばやし
タニ写真館
たまご薬局 CoCoLo 店
ニューワタナベ 坂之上店
ホテル崇徳館
巻勘学院

ショッピング
アート＆雑貨 小松屋
エイチ･アイ･エス 長岡営業所  
S・H・S 長岡店
株式会社 印章堂印判文具店
きもの〆飯田
きもの処 星ごん
靴のカネトク
越時計店
小林スポーツ店
斉藤和楽器店
末廣堂
STONE　WORLD
高木時計眼鏡店
花の駅 トーア
刃物屋 松五郎
ハワイアングッズ・キワフラ
文進堂書店
堀井漆器工芸
巻勘美術店
マルコ
三島屋楽器店
ミヤコヤ
和雑貨の店わがんせCoCoLo 長岡店

協力店は
約100店舗！

嬉しい特典付き♪

Ⓒアルビレックス新潟開府300年祭
「長岡停車場装飾門」

まちなか大学 1615 まちなか大学



5/23（水）～抽選申込開始

申 込 方 法 詳しくはP18抽 選こどもカフェ

長岡造形大学
准教授  金山正貴

7/14（土）
9：00～12：00

「SCRATCH」でオリジナルゲームをつくろう！
「SCRATCH」というウェブアプリを知っていますか？プログラミングの基本が学べ、自分
で簡単なゲームやアニメをつくることができるアプリです。このアプリと自分の発想力、想
像力を使って、自分だけのオリジナルゲームをつくってみましょう。

 小学生とその保護者12組 （パソコンの基本操作ができる方）　定 員

 長岡造形大学（現地集合）　会 場

 ながおか・若者・しごと機構、長岡教育委員会協 力

 メールアドレス（携帯アドレスは不可）が分かるものその他

 500円受講料

長岡工業高等専門学校
准教授  床井良徳

8/18（土）
10：00～11：30

電気を使ってはたらくもので電気をつくってみよう！
みなさんの身近にある光・音・熱や運動を使って電気をつくってみよう！どうやって電気を
つくっているの？逆に電気を流したらどうなるの？驚きと発見の連続。不思議な体験を通
して「発電」と「可逆」について学びましょう。

 小学生とその保護者20組　定 員

 長岡工業高等専門学校（現地集合）会 場

 750円受講料

長岡工業高等専門学校
教授  鈴木秋弘

7/28（土）
17：30～19：00

花火の色づくりに挑戦！
花火の構造や火薬について学んで、花火の火種をつくります。キーワードは「炎色反応」。
燃やすものにより色とりどりに変化する火を眺めて、思わずうっとり。その姿はまさにカメ
レオン☆何だか癒されること間違いなし！化学マジック体験をしてみませんか？

 小学生とその保護者20組　定 員

 長岡工業高等専門学校（現地集合）会 場

 500円受講料

Kawaii理科実験
プロジェクト

8/19（日）
10：00～11：30

Kawaii理科実験　分解しまくり隊
電卓やリモコン、プリンター、TVなど、仕組みはよく分からないけど生活を便利にしている
機器が、私たちの身の回りにはたくさんあります。これらを分解して、中がどのようになっ
ているのか見てみましょう。分解したパーツで、オリジナルキーホルダーをつくります。

 小学4～6年生の女子15名　定 員

 4F 創作交流室　会 場

 1,000円 （保護者参加の場合は1,500円）受講料

 分解してみたいもの（リモコンや万歩計など）持 物

文具館タキザワ
取締役社長  滝沢重雄

7/21（土）
10：00～11：30

文具の仕組みを見てみよう！
学校の授業で必ず使うといえば文具です。でも文具は、どんなパーツでできているので
しょうか？実際に万年筆などを分解して、見てみましょう！また、組み立て式のものをつくっ
て仕組みを学びます。きっといろいろな驚きや発見が待っているはず。

 小学3～6年生とその保護者20組　　定 員  4F 創作交流室会 場 1,500円　受講料

長岡工業高等専門学校
教授  河田剛毅

8/19（日）
14：00～16：00

ろうそくパワーで動くおもしろ船をつくろう！
ろうそく1本のパワーで動くおもちゃづくりの第3弾！水の上をスイスイと…ではなく、ブルブルと進
んでいくおもしろミニチュア船をつくります。工作のモットーは「なるべく身近で安価な材料を使っ
たシンプル工作」。でもちょっと難しいところもあるので、うまくつくれるかは親子の協力次第！？

 小学3～6年生とその保護者20組　定 員

 長岡工業高等専門学校（現地集合）　会 場

 600円受講料

はさみ、細めのサインペン、定規（15cm程度）、ティッシュ持 物

抽選申込締切（必着） 抽選日 追加申込開始

7月の講座 6/13（水） 23：59 6/14（木） 6/22（金） 8：30～

8月の講座 7/11（水） 23：59 7/12（木） 7/20（金） 8：30～

QRコードを
スキャンして
申し込もう!

検索まちキャン長岡

抽選申込方法
まちなかキャンパス長岡のホームページから申し込みができます。
また、まちなかキャンパス長岡4Fサービスカウンターに設置する申込書に
必要事項を記入し、提出することで申し込むこともできます。

申込方法

抽選で受講者を決定し、メールまたは郵送で結果をお知らせします。
抽選日から1週間経過しても連絡のない場合は、お手数でもお問い合わせください。
抽選申込締め切り後、定員に達していない場合は、
電話またはホームページにて追加申込を先着順で受け付けます。

抽選結果

注意事項 講座の申し込みをキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
キャンセルの受付は、開催日前日の閉館まで（平日・土曜は22：00、日曜・祝日は18：00まで）です。
連絡をいただかなかった場合は、受講料を徴収させていただきます。
また、兄弟での申込の場合、お一人ずつお申し込みください。

ボーイスカウト
長岡1団ボーイ隊
隊長  小林裕人

7/29（日）
10：00～14：30

君にもできる！謎解き、火起こし体験！
君は自分の力で、火を起こすことができるか…？サバイバルで2番目に大切な火起こしに
ついて、もともと備わっている「推理力」「洞察力」「想像力」といくつかのヒントを使ってそ
の方法を探してみましょう。きっと自分の大切な能力の再発見につながりますよ！

 小学3～5年生とその保護者15組　　定 員

 赤城コマランド（現地集合、小雨決行）　会 場  軍手、水筒、帽子、雨具（雨天時）持 物

 1,500円　受講料  動きやすいもの服 装

地域防災講座
インストラクター（災害食）

7/15（日）
10：30～13：00

災害食ってなんだ？
災害時に電気、ガス、水道などのライフラインが止まってしまった場合でも、家庭で食事を
つくることができますか？災害時でも、家庭にある食材やカセットコンロなどを使ってでき
る「災害食」づくりを学んで、いざという時に備えましょう。

 小学3～6年生とその保護者20組　　定 員

 三角巾、エプロン、タオル持 物

 800円　受講料  4F 創作交流室会 場

スクラッチ

ちょこっと体験。な単発講座です。
こどもカフェ

17 気分は大学生!?な連続講座です。
こども大学

19

定年退職した先生から教わる講座です。
こども理科工作・実験教室

20 会場までバスで移動します。

体験学習を中心とした、普段なかなか味わえない講座。
単発講座を14講座、連続講座を3講座掲載しています。
新しい一歩を踏み出すつもりで、どうぞご覧ください。

こども講座
Lectures for Children

キーワードは

"冒険心"

こども講座 1817 こども講座



5/23（水）～抽選申込開始

申 込 方 法 詳しくはP18抽 選こども大学　 5/23（水）～抽選申込開始

申 込 方 法 詳しくはP18抽 選

まちキャンボランティア企画講座　

こども理科工作・実験教室

微生物ってなに？
微生物とは、目では見えないくらい小さな生き物のこと。彼らは、実は私たちのすぐそばにいるのです。
地球を掃除してくれたり、食べ物をおいしくしてくれたり、体を健康にしてくれたり…。見えないところ
で大活躍している微生物について学びましょう。

長岡技術科学大学
名誉教授　森川康
助教　志田洋介 ほか

7/21（土）
13：30～15：001

顕微鏡で微生物を見てみよう！
初日に採取した、ヨーグルトや納豆などの発酵食品、土、空気、そして私たちの手のひらなどにいる
微生物を、一週間かけて増やします。増えた微生物を、シャーレや顕微鏡で、色や形、数などを観察し
てみましょう。どんな微生物が見えるかな？

長岡技術科学大学
名誉教授　森川康
助教　志田洋介 ほか

7/28（土）
13：30～15：002

【２回連続講座】

　1,000円　受講料定 員 　小学3～6年生 20名　

会 場 　長岡技術科学大学（現地集合）

ちいさないきもの、微生物を観察してみよう 

小国和紙の工房で紙漉きをしよう！
まずはバスで、小国和紙の工房へ。実際に紙づくりのお仕事を見学した後、紙漉き体験をします。
水の冷たさや、紙を漉く道具の重さなど、どれも素敵な思い出になるはず！それでいて、できあがる
和紙はあたたかな「ぬくもり」がありますよ。

有限会社小国和紙生産組合
専務取締役　今井千尋

7/22（日）
9：00～12：30（移動時間を含む）1

和紙の染物体験をしよう！
まちキャンに場所を移して、和紙の染物をします。マーブル染めや、折染めなどの染織方法は、和紙
ならでは。染め液は服につくと落ちないので、ちょっと注意が必要です。思い思いの染め方で、自分
だけの和紙をつくりましょう。

有限会社小国和紙生産組合
専務取締役　今井千尋
長岡造形大学紙漉きサークル

7/29（日）
10：00～11：302

漉いた和紙でフォトブックづくり♪
これまでにつくった和紙を使って、フォトブックをつくります。できあがったフォトブックに3日間の
まとめを添えれば、そのまま夏休みの総まとめに！あたたかみのあるフォトブックが、きっと夏休み
の思い出を彩ってくれるでしょう♪

有限会社小国和紙生産組合
専務取締役　今井千尋
長岡造形大学紙漉きサークル

8/5（日）
10：00～11：303

大学や高専を退職した理系教員が指導します。夏休みの自由研究の相談も受け付けます。
※保護者も同伴できます。 会場の都合上、同伴は1名様まででお願いします。

長岡技術科学大学
名誉教授  塩見友雄
名誉教授  藤井信行 ほか

8/4（土）
①13：30～15：00
②16：00～17：30

光のふしぎを知ってキラキラかがやく光万華鏡をつくろう！
太陽や電灯の光は、分光シートや偏光フィルムを使うと、いろいろな色の光に分けること
ができます。このふしぎな光の性質を利用して、虹のように見える万華鏡や、色の変わるス
テンドグラスのような万華鏡をつくって、光について学びます。

 小学生 各回25名　定 員  4F 創作交流室　　会 場 500円　受講料
※①、②どちらか１回のみ受講ができます。どちらの回でもよい場合は、両方にお申し込みください。

長岡技術科学大学
名誉教授  植松敬三 ほか

8/4（土）
10：00～12：00

電磁石とコイルで動く電車をつくろう
電磁石は鉄釘に銅線を巻いただけのもの。でも、電気を流すと磁石のように鉄を引きつけま
す。また、電気の向きを変えると他の磁石と反発し、電気を止めると何も引きつけなくなりま
す。電磁石をつくってその仕組みを調べ、応用として電磁石で動く電車をつくりましょう。

 小学4～6年生 20名　定 員  4F 創作交流室　会 場 500円　受講料

長岡技術科学大学
名誉教授  矢鍋重夫
名誉教授  高田孝次 ほか

8/5（日）
13：30～15：00

コマはどうして倒れないの？ーコマの不思議ー
手づくりのコマ、逆立ちするコマ、ジャイロゴマ、模様の出るコマなど、いろいろなコマ
を回してみましょう。回転しているコマはどうして倒れないのか、ジャイロゴマに力を
加えるとどんな動きをするかなど、コマの不思議な性質について学びます。

 小学3～6年生 15名　定 員  4F 創作交流室会 場 500円　受講料

元長岡工業高等専門学校
教授  丸山一典 ほか

8/18（土）
13：30～15：30

ロウケツ染めとスライムづくりに挑戦だ!
服や旗を染めるためには、色が混ざらないようにする技術が必要です。その技術のひと
つ、「ロウケツ染め」に挑戦しましょう。ロウケツで布をオリジナルデザインに染めます。ま
た、いろいろなスライムをつくって科学のおもしろさを勉強します。

※30ｃｍ×30ｃｍの大きさの中に収まる、ロウケツ染めの図案を考えてきてください。その際、ロウは
　布に染み込んでいく時に広がるので、細かい模様は表現できないことに注意してください。

 小学4～中学3年生 20名　定 員  長岡工業高等専門学校（現地集合）会 場 500円　受講料

静電気おもちゃをつくって遊ぼう
冬にセーターを着るときや車に乗り降りするときに、バチバチと感電することはありません
か？それが静電気です。静電気を利用した空飛ぶ電気クラゲや、静電気モーターのおも
ちゃをつくって遊びながら、身の回りで起こる物理現象、静電気について学びましょう。

 小学生 25名（先着）　定 員  4F 創作交流室会 場 500円　受講料

申込締切

【3回連続講座】

小国の伝統工芸である和紙づくりを体験して、漉いた紙でフォトブックをつくります。自分で漉いた紙
は、もちろん世界に一つだけのもの！楽しく体験して、学んでまとめて思い出にもなる小国和紙の3日間
のメニューです。

す

ねらい

お ぐ に が み

　3回で3,300円 ※保護者もつくります受講料定 員 　小学生とその保護者18組　

持 物 　水筒、筆記用具　　4F 創作交流室 2 3　㈲小国和紙生産組合1会 場 服 装 　汚れてもいいもの

小国紙で思い出フォトブックをつくろう！ 

申込締切

長岡技術科学大学
名誉教授  藤井信行
名誉教授  塩見友雄 ほか

H31.3/24（日）
13：30～15：00

　2,000円（昼食代は別途）
　

受講料

定 員 　小学生とその保護者20組　

会 場 　長岡工業高等専門学校（現地集合）

その他 　・学生食堂を利用することもできます（一人あたり500～1,000円程度）。
　・過去の体験学習の例：じゅうそうって何だろう、くるくる回るよ針金アート、
　 光の不思議をとじこめよう！、体験！液体窒素！…など
　・詳細な講座内容については、受講が決定した際にご案内します。

まちキャン×長岡高専  夏の科学祭り 

申込締切

長岡工業高等専門学校
物質工学科 教職員と学生

8/7（火）
10：00～15：30

これまで長岡高専（物質工学科）で開催してきた
「サイエンスフェスタ」を、今回はまちキャンとコラボ
で開催します！科学実験などの体験学習や、学内と
研究室の見学をとおして、長岡工業高等専門学校
（略して長岡高専）を1日まるごと体験しよう！先生
や学生さんと一緒に実験をしたり、研究室を回って
設備を見たり、研究内容のお話を聴いたり…。長岡
高専には、不思議なものやすごいものがいっぱい！
未来の高専生を目指している人も、実験にちょっと
興味があるよという人も…よってらっしゃい！見て
らっしゃい！

開会式＆体験学習①1

学内見学ツアーと
研究室公開スタンプラリー＆
化学部イベント（模擬体験実験）

2

体験学習②＆閉会式3
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食資源の循環と野菜の現状
植物と生き物、微生物による資源循環の仕組みについて考えてみましょう。私たちの体は食べ
物によって作られ、食べることによって維持されています。栽培方法によって変わる野菜の安全
性や栄養価について考えてみましょう。

4/13（金）
19：00～20：30

1

野菜の生態と栽培
野菜は種から生まれて、種を残して一生を終えます。微生物の働きや、植物としての野菜につい
て考えます。環境にも人にも優しく、安全な野菜作りの方法を考えてみましょう。

4/20（金）
19：00～20：30

2

土作り実践編
EMボカシI型（有機物の発酵促進剤）を作ってみましょう。このボカシと生ごみを使って畝作り
の実習を行います。作ったボカシは持ち帰れますので、自宅でも土作りができるようになります
よ。　※天候により内容が変更になる場合があります。

4/29（日）
13：30～15：30

うね3

 作業がしやすい汚れてもかまわないもの　服 装  長靴、手袋持 物

再生可能エネルギーの活用は、各国の課題であるとともに、新たなビジネスチャンスにもなっています。こ
の講座では、国内外のエネルギー問題や再生可能エネルギーの最新動向を学び、エネルギーのこれから
を自分事として考えていきます。

ねらい

対 象 ・環境関連のまちなか大学 修了生（修了年度は問いません）
・まちなか大学院 環境研究コース 修了生（修了年度は問いません）
・その他、一定の知識を有し、学長が認めるもの

環境研究コース

時 期  平成30年12月～平成31年2月（予定）

まちづくり研究科
【3回連続講座】安心・安全でおいしい「野菜」作り 

3/12（月）～
申込

定 員 　20名（先着）　

会 場

受講料 　3回で1,100円　　

講 師 　菌ちゃん野菜を作ろう会  神林正人

 3F 301会議室　1 2

 長岡市内の畑※詳細は受講後にご案内します。　3

会 場  まちなかキャンパス長岡 ほか 10名（書類選考あり）　定 員 受講料  10回で5,000円　

まちキャンの講座は、ホームページからも申し込むことができます。その方法を紹介します。まちキャンホームページから講座を申し込もう！

まちなかキャンパス長岡の
ホームページを開きます。

下にスクロールし、「もうすぐ開催の講座」で
受講したい講座をクリックします。 

「講座紹介」の「申込」にある
「▶電子申請はこちら」をクリック。

長岡市電子申請サービスのページにジャンプしま
す。申し込みに必要な情報を入力してください。入力
が終わったら「入力確認画面へ」をクリックします。

入力した情報をチェックする画面が表示されま
すので、間違いがないか確認してください。確認
が済んだら、「申請」をクリックします。

この画面が表示されたら申し込みは完了で
す。入力したメールアドレスに受付確認メール
が届きます。

1 2 3 4 5 6

まちなかカフェ「歩くを知ろうよ。」申込 まちなかカフェ「歩くを知ろうよ。」申込 まちなかカフェ「歩くを知ろうよ。」申込

・化学肥料、農薬を使用せずに、
 安全で美味しい野菜を作りたい
 と思っている人
・セカンドライフで野菜を作ってみたい
 と思っている人

※4月～6月開催分の4講座を掲載します。
　10月～翌年3月開催分については、まちキャン通信や市政だよりなどでお知らせします。平成30年度  前期

まちなか大学・大学院の受講生（＝まちキャン生）には、「まちなかキャンパス長岡学生証」を発行します。
講座の際は学生証で出席をとります。また、約100店舗もの加盟店でお得なサービスが受けられます。

P15参照

Lectures by Cit izens 

自分のテーマを持ち、専門家の
アドバイスを受けながら研究を深めます。
学びの主役はあなたです。

まちなか大学院
キーワードは

"探求心"
市民の皆さんが講座にチャレンジします。
アイデア満載、ありそうでなかったユニークさがポイントです。

市民プロデュース講座
Machinaka

Graduate School

まちなか大学院 2221 市民プロデュース講座



保育サービス、やってます。
まちキャン主催の講座を受講される方に、無料の保育サービスをご用意しています。

対   象

【1】「ちびっこ広場」の予約が取れた場合
①ちびっこ広場の利用がある旨を、まちキャンまでご連絡ください。
②講座当日、会場へ向かう前にお子さんをちびっこ広場に預けてください。
③講座終了後、ちびっこ広場にて料金をお支払いください。　　
④ちびっこ広場の領収書を、4階サービスカウンターまでお持ちください。　
　講座時間+前後30分の料金をお支払いします。

【2】「ちびっこ広場」の予約が取れなかった場合
①まちキャンまでご連絡ください。まちキャンで保育士を呼び、
　保育を行います。
②講座当日、会場までお越しください。保育室をご案内します。
③保育室にお子さんを預け、簡単な書類にご記入ください。
④講座終了後、お子さんを迎えに行ってください。
※おやつ、着替え、おむつなどの準備はございません。
　各自でお持ちください。

申込締切
利用方法 まずは「ちびっこ広場」にご連絡いただき、予約をお取りください。

※講座の前後30分の時間でご予約ください。（例 14：00～15：30の講座なら、13：30～16：00）

※ちびっこ広場の開館時間外の講座では、ちびっこ広場は利用できませんので、
　20：30に終わる講座などは、下記の【2】の方法をご利用ください。
※会場がまちキャンではない講座の場合は、まちキャンまでご相談ください。

講座の10日前まで
6か月～未就学のお子さん  

平日…午前9時から午後8時30分　　土・日・祝日…午前9時から午後6時

ちびっこ広場（長岡市大手通2丁目5番地）　TEL.0258-39-2775

開館時間

まちキャンが入っている「フェニックス大手イースト」の隣、「フェニックス大手ウエスト」の2階にあります。
2階のフロアから連絡通路で行くことができます。

まちキャン受講者は
講座中の保育が

無料！

平成30年度後期
「市民プロデュース講座」企画募集中！

○企画の応募条件

まちキャンでは、市民の方からの講座企画を募集しています。
得意分野を人に教えてみたい、講座を企画したいという方、大歓迎です。
チャレンジお待ちしております。

平成31年度前期の企画募集は10月頃の予定です。

以下の全てを満たすものとします。
（１）政治・宗教・営利に関わらない
（２）受講者の安全が確保され、公序良俗に反しない
（３）まちキャンを会場としての実施が可能
（４）新規性・独自性に富んだ内容
（５）チャレンジ性があり、企画者の成長が見込める内容

○企画の申請方法
「企画申請書」を平成30年５月16日（水）（必着）までに
持参・郵送・メールのいずれかでご提出ください。
企画申請書は、まちキャンに設置しているほか、
ホームページからもダウンロードできます。

○企画の選定および決定
応募いただいたものの中から、最大５講座を実施します。
まちなかキャンパス長岡運営協議会で審査の後、
６月下旬に結果を通知します。

詳しくは
募集要項を
ご覧ください。

あなたも
講座を開いて
みませんか？

メンタルを整える「自分とのコミュニケーション方法」
「本番で緊張する選手はメンタルが弱い」…それは本当でしょうか？メンタルとはそもそも何か。選
手やチームの中に起こっていることは、少し視点を変えてみるとプラスに捉えられることも多いはず
です。思考を転換し、選手の力を引き出すコミュニケーション方法を考えていきましょう。

5/19（土）
17：00～19：00

1

やる気・モチベーションの維持と競技力を高めるポイント
選手のやる気・モチベーションが高まったり、低くなったりする要因と、競技力を高めるポイン
トについて学びます。選手が主体的に練習や試合に参加し、自分の力で成長を加速するポイン
トについて深めていきましょう。

6/30（土）
17：00～19：00

2

本番に向けた準備力とチームコミュニケーション力
本番で力を発揮するために、「想定外を想定内」にする準備について学びます。試合後にどんな振り返
りをしていますか？反省会ではなく「次につながる振り返り」方法について学んでいきましょう。また、
チームコミュニケーションを活発にし、相乗効果をもたらす工夫についても一緒に深めていきましょう。

7/21（土）
17：00～19：00

3

生まれ持った体質を知ろう！
生命学の根源でもある、インドやスリランカの予防医学「アーユルヴェーダ」の体質論を分か
りやすく解説します。子どもや自身の生まれ持った体質を調べ、思考や行動パターンなどの傾
向をひも解いていきます。

6/2（土）
13：30～15：00

1

個々の体質を活かしたコミュニケーション法
子どもや自身の調べた体質を元に、実践を交えた対処法を学びます。個々に合わせたコミュニ
ケーションの仕方や、事前に問題を回避する実例などをご紹介します。個性を活かしたコミュ
ニケーションと子育て法を見つけていきましょう。

6/16（土）
13：30～15：00

2

【3回連続講座】Let's！ラジヨガ体操ー4分間で13ポーズー 

定 員 　20名（先着）　

持 物 　ヨガマット、タオル、飲み物、笑顔
5/10（木）～
申込

　3回で600円　受講料

講 師 　kyoko

服 装 　動きやすいもの　　

会 場 　3F 多目的スペース１　

【3回連続講座】本番発揮力を高める！スポーツメンタルコーチング 

4/10（火）～
申込

　20名（先着）　　定 員

講 師 　スポーツメンタルコーチ  髙橋基成
　3回で900円　　受講料

会 場 　3F 302会議室　　

ラジヨガとは？
ラジヨガってどんなヨガ？ヨガの要素と効果を4分間で13ポーズに集約させた、簡単で、世代・性別
問わず誰でも、短時間で、気軽にヨガの効果を感じられるスーパープログラムです。13ポーズの説
明を交えながら楽しく学んでいきます。

6/18（月）
19：00～20：30

1

ラジヨガを楽しもう！
簡単な太陽礼拝、英雄のポーズ、体側を伸ばすポーズ、脚を開いて頭を下げるポーズ、胸を開いて体
の前を伸ばすポーズ、背中で握手のポーズ、片足バランスのポーズ、背中をやわらかくするポーズな
どを実際に行います。呼吸に合わせてラジヨガを楽しみましょう。

6/25（月）
19：00～20：30

2

ラジヨガを笑顔で楽しもう！
呼吸を意識することで、交感神経と副交感神経を交互にバランスよく活動させ、自律神経をサポー
トします。さらに笑顔で行うことで、心にエネルギーチャージ。必ずしもポーズにこだわる必要はあ
りません。あなたらしくLet's！ラジヨガ！

7/2（月）
19：00～20：30

3

　20名（先着）　　定 員 　2回で400円　　受講料 会 場 　3F 302会議室　　

【2回連続講座】体質別！子どもとのコミュニケーション術 

対 象 　子育て中（0歳から高校生まで）の親、祖父母、子どもに関わる職業の方　 5/10（木）～
申込講 師 　ライフコンサルタント  古川花音

・部活動や地域スポーツチームの
・指導者（保護者）、興味のある方

2423 市民プロデュース講座市民プロデュース講座



平成30年度 
講座スケジュール

まちなか大学　 こども講座　

市民プロデュース講座　 まちキャンボランティア企画講座　

【2回連続講座】知って楽しい長岡ー寺泊を知るー 

定 員 　30名（先着） 5/10（木）～
申込

　2回で2,500円受講料

講 師 　新潟県文化財保護指導委員  鳴海忠夫

座学－寺泊の魅力を知る－
海と魚のまち寺泊。そのまちを築き守ってきた、先人の努力と知恵を学びます。また、あまり知られてい
ない寺泊の成り立ちや文化などの歴史、海を越えた流人たちが醸し出す哀史なども学びます。

　5F 交流ルーム会 場

6/23（土）
13：30～15：30

1

現地学習－寺泊めぐり－
座学で学んだことをもとに、現地の史跡などを案内します。寺泊の豪族五十嵐氏の邸宅跡地、寺泊の
鎮守様「白山姫神社」など、史跡の多い街並みを巡ります。寺泊再発見の講座となることでしょう。

　寺泊地域 会 場

7/7（土）
9：00～16：00（移動時間含む）

2

まちキャンでボランティアをしませんか？ 
講座の補助や、レコード磨き、講座の企画など活動の仕方は千差万別！
いつでも申し込みをお待ちしていますよ。

まちキャンボランティアスタッフ、随時募集中！

まちキャンホームページにある「まちキャンスタッフ登録申込書」に
必須事項を記入のうえ、まちなかキャンパス長岡までお送りください。
（持参、メール、郵送いずれでも可）

・講座の補助 （会場設営、受付、まちなかカフェのお茶出し、写真撮影など）
・講座の企画  ・広報  ・音楽鑑賞コーナーのレコード磨き

申込方法

主な仕事

会場までバスで移動します。

まちキャンボランティア

企画講座
まちキャンボランティアスタッフが企画する講座。
運営、市民両方の目線でつくられています。　

Lectures 

by Machicam Volunteers
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②顕微鏡で微生物を見てみよう！
ちいさないきもの、微生物を観察してみよう

けんびきょう

スクラッチ

おぐにがみ

平成30年度 講座スケジュール まちなか大学　 こども講座　

市民プロデュース講座　 まちキャンボランティア企画講座　

講座スケジュール27 28講座スケジュール



◎ 無料保育サービス（6か月～未就学）があります。希望される方は、講座日の10日前までにまちなかキャンパス長岡までご連絡ください。

◎ 講座の申し込みをキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
 キャンセルの受付は、開催日前日の閉館まで（平日・土曜は22：00、日曜・祝日は18：00まで）とさせていただきます。
 連絡をいただかなかった場合は、受講料を徴収させていただきます。

◎ まちなかキャンパス長岡主催の講座は、いきいき県民カレッジに登録しています。

※掲載内容は平成30年4月1日現在のものです。内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

注意事項

0258-39-3300tel. http://www.machicam.jp
電話またはまちなかキャンパス長岡ホームページよりお申し込みください。（AM8：30～）

申し込みまちなか大学　 こども講座　

市民プロデュース講座　 まちキャンボランティア企画講座　
平成30年度 講座スケジュール
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私たちは
まちキャンを

応援しています！

協賛企業
（協賛金口数順・五十音順） 中川酒造株式会社

P24参照
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