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休館日4月～6月 6/5（火）,19（火）4階PRコーナー 長岡大学展示

7月号に
つづく

ボランティア企画講座を紹介します！

企業提案型寄附講座を紹介します！

4階PRコーナーで長岡大学展示中！

Topic
1

Topic
2

Topic
3

羽賀学長の
まちキャン徒然日記

6月の催しもの

◎無料保育サービス（6ヶ月～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。
◎材料費がかかる講座をキャンセルした場合、材料費を負担いただくことがございます。
◎（まちなかカフェのみ）事前申し込みされた方が講座開始後5分経過しても来られない場合、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。

スーダンを訪ねて（その１）
中世のアラブ人は、サハラ沙漠以南のアフリカを指してアラビア語で「ビラド（土地、国）・エス・スーダン（黒人）」と呼ん

でいました。南スーダンが昨年の7月に独立するまでは、アフリカ最大の国家がスーダンでした。スーダンは9カ国に国境

を接しており、アフリカの要とも言われています。そのため紛争が起きると、隣国に拡大する可能性が増すため国際社会

が団結してサポートしています。気候は4期に分かれ、雨季・乾季・雨季・乾季を繰り返します。特に4～6月の乾季は、急

激に温度が上がり、50度近くになります。また、「ハブーブ」と呼ばれる砂嵐が吹き荒れ、時には太陽もぼんやりとしか見え

ず飛行機も欠航することがあります。現在、国は干ばつと紛争で疲弊しています。しかし、1面ではイスラム教の倫理観が

徹底した国家であり、財布を落としてもその場所にそのまま置いてあるという経験をした日本人が何人もいます。  続く…

毎月好評いただいている羽賀学長の徒然日記。タイトルに「その1」とあるように、今回から3か月連続でスーダ
ンを紹介します。昨年、南スーダンが独立して何かと話題のスーダン。でも、どんな国か知らない人も多いので
は。スーダンを知ることで今のアフリカ、ひいては国際社会が見えてくるかも知れませんよ。ではまた来月。

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。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。お申し込み

注意事項

0258-39-3300Tel. http://www.machicam.jp

この道ひとすじ 

夢をおいかけて
～雪割り草とともに～

花火師
嘉瀬誠次さんを囲んで

新川屋ワイン講座 ～ワインの味ってどんな味？ワインを楽しむために～

定員

参加料

講 師

日時

５００円

会 場

20名（先着）

対 象 どなたでも

育種家 岩渕公一さん

定員

参加料

講 師

日時

５００円

会 場 まちなかキャンパス長岡 5階交流ルームまちなかキャンパス長岡 3階 302会議室

20名（先着）

対 象 どなたでも

嘉瀬さんご夫妻

定員

会場

参加料

日時

講 師

無料30名（先着） 対 象

特 別 開 催

20歳以上

シニアワインアドバイザー・ソムリエ高橋新一さん

長岡大学茶道部茶会

まちなかキャンパス長岡4階 創作交流室

ワインを気軽に楽しむための基礎講座。
ワインの色、香り、味わい方のコツと魅力をお伝えします。
（※ワインの試飲を行いますので、お車でのご来場はご遠慮ください。）

今年もサービスカウンター脇で、市内3大学1高専の研究成果の紹介や学生の活動など
の展示を行います。4～6月は、長岡大学です。昨年十日町市ビジネスコンテストで最優
秀賞を受賞した着物をリメイクしたドレスなどを展示中。ぜひご覧ください。

13:30～15：006/30（土） 13:30～15：007/8（日）

19:00～20：30

13：00～16：00

6/23（土）

6/9（土）
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日本気象予報士会 内藤雅孝さん

長岡大学 教授 小川幸代さん

新潟産業大学 教授 片岡直樹さん

公立校数学教師 三澤淳伸さん

長岡技術科学大学 教授 斎藤秀俊さん

長岡造形大学 准教授 吉川賢一郎さん

長岡技術科学大学 教授 陸旻皎さん

新潟産業大学 助手 青栁 勧さん

国立歴史民俗博物館 助教 工藤雄一郎さん

長岡技術科学大学 教授 細山田得三さん

育種家  岩渕公一さん

長岡製粉株式会社 中野健一さん

集中豪雨に備えるために～天と地と水、自然を識り、防災に活かす～
②気象予報士から学ぶ、集中豪雨の予測

集中豪雨に備えるために～天と地と水、自然を識り、防災に活かす～
③地形から学ぶ、新潟平野の水害と治水

集中豪雨に備えるために～天と地と水、自然を識り、防災に活かす～
④河川計画に学ぶ、水害を防ぐためのメカニズム

集中豪雨に備えるために～天と地と水、自然を識り、防災に活かす～
⑤いざ、行動のための浸水ハザードマップ

時間 内容 講師日程

13:30-15:006/2（土）

19:00-21:006/6（水）

19:00-20:306/7（木）

19:00-20:306/8（金）

10:00-11:306/9（土）

13:30-15:00
10:00-12:006/12（火）

6/13（水）
6/17（日）

6/22（金）
6/23（土）

6/24（日）
6/26（火）
6/27（水）

6/30（土）

19:00-20:30
10:00-11:30
10:00-11:30
19:00-20:30
13:30-15:00
10:00-12:00
19:00-20:30
10:00-11:30
10:00-12:00
19:00-20:30
19:00-21:00
11:00-12:30
13:30-15:00
13:30-15:00
13:30-15:30

玄米を美味しく マクロビオティック料理講座③

源氏物語を読む⑤源氏物語に見る「出家」

仏像鑑賞を楽しむ～仏像の種類と基礎知識～

お父さんお母さんのための算数＆数学講座

長岡学入門講座②近代長岡を築いた人々

自衛隊の現場から

2%が命を救う～水難事故から命を守る着衣泳～

弦楽器体験講座 ヴァイオリン・チェロに触れてみよう！①

ココロをつかむポスター作り

子どもが勉強好きになる！親のアプローチ

新川屋ワイン講座～ワインの味ってどんな味？ワインを楽しむために～

弦楽器体験講座 ヴァイオリン・チェロに触れてみよう！②

長岡学入門講座③長岡花火物語

水球を通して学んだこと、そして、伝えていきたいこと

玄米を美味しく マクロビオティック料理講座④

縄文研究の最前線①縄文時代の年代学

この道ひとすじ①夢をおいかけて～雪割草とともに～

長岡産コシヒカリ米粉「米百俵の花」で楽しくお料理

まちなかカフェ まちなか大学 市民プロデュース ボランティア
企画講座

企画提案型 
寄附講座

KMI認定マクロビフードコンシェルジェ
細貝恵子さん 山田明美さん

KMI認定マクロビフードコンシェルジェ
細貝恵子さん 山田明美さん

国土交通省北陸地方整備局
流域水防調整官
長岡震災資料館 顧問
古田島吉輝さん

アンサンブル・オビリー
佐々木將公さん、阿部智子さん、片野大輔さん

アンサンブル・オビリー
佐々木將公さん、阿部智子さん、片野大輔さん

自衛隊新潟地方協力本部長
1等陸佐 吉田賢一郎さん

数研財団認定数学プロA級コーチャー
棚橋知弘さん

長岡まつり協議会実行委員長
藤井芳さん

シニアワインアドバイザー・ソムリエ
高橋新一さん

申込期間

6/10（日）～
※電話・HPで

申込期間

6/10（日）～
※電話・HPで
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7月の小 ・中学生向け講座一覧

7月のまちなかカフェ 講座一覧
各500円（1ドリンク付）定員 受講料 場 所各20名（先着） 申込 最終ページをご覧ください。まちなかキャンパス長岡　
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2

3
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長岡工業高等専門学校 
名誉教授 山口肇さんほか

放射線と共存する
社会での生き方

本山れい子さん
麹でおいしく健康に
麹料理講座

長岡アロハクラブ
代表 畠山徳雄さんほか

楽しく学ぼう ！
ハワイアンカルチャーのすすめ

横山蓮喜さん目からウロコの足ツボを体験してみよう ！
－日の痛み・症状を手軽にセルフケア

申込期間

6/10（日）～
※電話・HPで

申込期間
6/10（日）～

6/30（土）
※電話・HPで

申込期間

6/10（日）～
※電話・HPで

7/21（土）
9：30～11：00

長岡工業高等専門学校
准教授 長部恵一

7/28（土）
19：00～20：30

長岡工業高等専門学校
准教授 長部恵一

7/14（土）
9：30～11：00

長岡工業高等専門学校
准教授 長部恵一

天体望遠鏡を作ろう1

天体望遠鏡を作ろう2

天体望遠鏡を支える木製の三脚を作ります。木の材料を組み立て、釘を打って固定すると、
丈夫な三脚が出来上がります。これで天体観測の準備万端です。

天体望遠鏡工作キットを使って、望遠鏡の本体を作ります。星が光る理由や光の色、光の性
質、屈折式望遠鏡や、対物レンズの意味を習いながら、望遠鏡の仕組みを学びます。

月や土星を見てみよう！

星座や惑星について学びながら、自分で作った望遠鏡で、天体観測をします。月のクレーターや、土星
の”輪”が見えたら、とても感動的です。宇宙がぐっと身近に感じられることでしょう。

長岡工業高等専門学校
助教 床井良徳

科学の力で、おいしい食べ物を作ってみよう。小麦粉からできているパンが、ふわふわ柔ら
かいのは何故でしょう？そして、なぜ膨らむのでしょう？グルテンと二酸化炭素にその秘密
が隠されています。実際にパンを焼きながら、美味しいパンの秘密を学びましょう。
定員：小学5,6年生、中学生 16名（先着）

長岡工業高等専門学校
教授 菅原正義おいしい食べ物サイエンス パンの不思議

パチパチッという感触の静電気は、残念なことに嫌われ者・・・。ですが、空気清浄機やコ
ピー機など、静電気の性質を利用した製品が、私たちの生活に役立っています。静電気
によって働く吸引力や反発力を、モータを使って確かめてみましょう。最後に、強力な静電
気を発生させる装置で、小さな雷を起こしてみます。
定員：小学1～6年生とその保護者 20組（先着）
静電気に直に触れる実験があります。ペースメーカー等を付けられている方には、一部
の実験が受講できませんのでご了承下さい。

長岡工業高等専門学校
教授 山田隆一

静かな働き者・静電気は、こんなにスゴイ！

昆虫ロボットを作って対戦だ！
カブトムシロボットかクワガタムシロボットのどちらかを作りましょう。これらのロボットは足と角が
動きます。作ったら対戦しましょう。相手を土俵から押し出すかひっくり返したら勝ちです。誰
のロボットが一番強いかな？終わったら家に持ち帰って遊んでください。
定員：小学1～6年生とその保護者 10組（先着）　材料費：2,500円

ふしぎ発見！科学ＳＨＯＷ

1

2

3

まちなかキャンパス長岡 ※最終回のみ長岡高専場所

小学1～6年生とその保護者20組（先着）  受講料 3回で2,000円（1組）

材料費  5,300円

定員

受講料 各500円（1ドリンク付）   場所   まちなかキャンパス長岡　

申 込  最終ページをご覧ください。

〈3回連続講座〉自分で作った天体望遠鏡で宇宙をのぞこう！

7/22（日）
10：00～12：00

7/28（土）
10：00～11：30

7/28（土）
13：30～16：30

じっくり学べる

3回連続講座に、

チャレンジ！

楽しい実験で、

科学に触れて

みよう！

五感を揺さぶる街ベトナムハノイ
ベトナムの首都ハノイの魅力について、ハノイ暮らし4年のゲストから見た、その等身大の
姿を語ります。ベトナム人のびっくり習慣、スーパーポジティブな気質、深い愛国心・・・日
本と似ているところ、違うところ、文化の違いにも触れながら、観光旅行ではわからないベ
トナムの面白さを感じることができるでしょう。

長岡技術科学大学
准教授 リー飯塚尚子

7/1（日）
10：00～11：30

誇り高きプロ集団・磨き屋シンジケート
世界に誇る技術をもつ磨きのプロ集団・磨き屋シンジケート。磨きの技術の最先端や、オ
リジナルブランド誕生までの道のり、代表作である、ビールがおいしく飲めるエコカップ開
発秘話をお話します。

燕商工会議所
産業観光課参事
高野雅哉

7/4（水）
19：00～20：30

コンビニおにぎりの秘密
”コンビニのおにぎり”とは、リピーターが多く、絶えず新規商品の開発が必要な、コンビニの象
徴的な商品といえます。進化を続けるコンビニおにぎりを例に、コンビニ商品や店舗のしくみ、経
営戦略について解説します。その背景には日本企業のビジネスモデルが隠れているかも！？

8～11月に実施する市民プロデュース事業
の4講座が決まりましたのでお知らせします。
詳しい内容は、追って紹介しますのでお楽しみに！

長岡大学
教授 松本和明

7/10（火）
19：00～20：30

19：00～20：30

8月からの市民プロデュース事業が決まりました！

井


