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休館日8月末 7/2（火）,16（火）4階PRコーナー 長岡大学 展示 15～22日展示ギャラリー 日常的写真生活 7月展

◎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。

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

協賛企業

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

私たちはまちなかキャンパス長岡を応援しています。（五十音順）
朝日酒造株式会社、長岡グランドホテル、中川酒造株式会社、原信ナルスホールディングス株式会社

8月号に
つづく

まちづくり市民研究所 研究員募集！
あなたの作ったプログラムが子どもたちの命を守る！

米百俵塾を開催しました！

Topic
1

Topic
2

羽賀学長の
まちキャン徒然日記

7月の催しもの

　最近、相撲界を騒がせている「大砂嵐 金太郎」をご存知ですか。アフリカ大陸初の力士です（エジプト出身）。彼

はイスラム教徒であり、3つの課題がありました。1つ目は豚肉を食べられないこと、2つ目は1日5回の礼拝、3つ目は

イスラム暦9月（ラマダーン）における日中断食です。

　5月場所は最後の3日がラマダーンでしたが、それにも負けず、日没後に豚肉抜きのちゃんこ鍋を食べるなどの工

夫をして勝ち越しました。国籍や人種、宗教さえも関係なく「絶対に横綱になる」「最後まで諦めない」という強い意

志でアフリカ中東地域代表としてがんばっています。モンゴル、ブルガリアなどグローバルな力士が国技を支えて

います。これは周囲の理解と、本人の努力の結果です。

先日、まちなかカフェの「海上自衛隊の仕事」があり、講座の前に自衛官の方がレコードを興味深く見ていました。水
中では電波と音波の探り合いなんですね。戦後のレコード会社の録音技師は復員兵が多かったとか。ピーター・バ
ルトーク、ジョン・カルショーもその例で名録音を残しています。それらのレコードがまちキャンにもあります。ぜひ聞
いてください。（まちキャンボランティアS)

国技とイスラム教

6月15日、国漢学校新校舎の開校日のこの日、「米百俵塾 入門編」を開催しました。
名誉塾長である作家・半藤一利先生による特別講話、稲川明雄河井継之助記念館館長による記念講演、
そして、パネルディスカッションと盛りだくさん。参加いただいた市民の皆さんから長岡の誇る「米百俵の精神」を改
めて考えていただく機会となったのではないでしょうか。秋には実践編を開催する予定ですのでお楽しみに。

まちなかキャンパス長岡は、市民のみなさんの知恵と経験を実際のまちづ
くりに活かす市民研究所を開設します。今年度の研究テーマは、「みんなで
取り組む防災教育体制の構築」。専門家とともに地域や学校のニーズ、実情
を調査・検証し、実践的に使える小・中学校の防災教育プログラムを研究成
果として市に提出します。水害、地震を乗り越えた長岡だからできるプログ
ラムにあなたの生きた経験を。
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野菜ソムリエ  山岸拓真さん

野菜ソムリエ  山岸拓真さん

野菜ソムリエ  山岸拓真さん

野菜ソムリエ  山岸拓真さん

時間 内容 講師日程

19:00-20:307/4（木）

19:00-20:307/5（金）

14:00-15:30

7/6（土） 10:00-11:30

19:00-20:307/9（火）

19:00-20:30
19:00-20:307/12（金）

7/11（木）

7/13（土）

7/19（金）
7/20（土）

7/22（月）
7/23（火）

7/21（日）

7/25（木）

7/27（土）

7/28（日）

14:00-16:00
14:00-16:00
19:00-20:30

9:00-12:00
19:00-20:30

15:00-17:00
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30

10:00-11:30

14:00-15:30

長岡野菜マイスター養成講座～これであなたも長岡野菜通～②

新潟やさい大学②

知って楽しむ世界遺産

自分で作った天体望遠鏡で宇宙をのぞこう！②

長岡野菜マイスター養成講座～これであなたも長岡野菜通～③

ゴムの木は宝の山！？天然ゴムが生み出すもの

新潟やさい大学③

ナイフを使って自分だけのスプーンを作ろう

DVDで「良寛ゆかりの地」を巡る④

自分で作った天体望遠鏡で宇宙をのぞこう！③

長岡野菜マイスター養成講座～これであなたも長岡野菜通～④

戦国時代からの伝統・与板打ち刃物

長岡野菜マイスター養成講座～これであなたも長岡野菜通～⑤

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

NPO法人世界遺産アカデミー
認定講師 真船千秋さん

長岡造形大学
准教授 小林花子さん

長岡工業高等専門学校
准教授 長部恵一さん

長岡工業高等専門学校
会場：長岡工業高等専門学校

会場：バスで生産現場見学

会場：長岡工業高等専門学校

会場：長岡工業高等専門学校

会場：長岡工業高等専門学校

准教授 長部恵一さん

1ページの絵本を作りましょう

災害から子どもを守る～急場のサバイバルから心のケアまで～①

長岡造形大学
教授 長谷川博紀さん 非常勤講師 池田光宏さん

長岡野菜ブランド協会会長 鈴木圭介さん

長岡野菜生産者 山古志かぐらなんばん保存会、
長岡巾着なす生産者 小林幸一さん

長岡技術科学大学
准教授 河原成元さん
長岡市立中央図書館 文書資料室
主任 田中洋史さん

新潟やさい大学④

電子レンジでいろいろ体験

7/29（月） 19:00-20:30 災害から子どもを守る～急場のサバイバルから心のケアまで～② 藤田保健衛生大学
教授 羽田道信さん

渡徳工業株式会社
代表取締役 渡辺泰啓さん

全国良寛会会員
中川幸次さん、藤田均さん

全国良寛会会員
中川幸次さん、藤田均さん

長岡市危機管理防災本部 原子力・防災統括監

スローフードにいがた会員　
料理愛好家 本山れい子さん

長岡工業高等専門学校
教授 河田剛毅さん

7/26（金） 19:00-20:30 新潟やさい大学⑤
熱と空気のおもしろ実験 ちょっと不思議な現象の体験と簡単工作

14:00-15:30

14:00-16:00

目指せロボコン！動くロボットを作ろう

DVDで「良寛ゆかりの地」を巡る⑤

ウルトラ・ウィンド～空気砲のパワーを体験～

新潟県立長岡工業高校 教員

10:00-12:00 長岡工業高等専門学校
教授 塩野計司さん
長岡工業高等専門学校
教授 中村奨さん

長岡造形大学 
建築・環境デザイン学科

　准教授 澤田雅浩さん　

プロフィール
平成24年度まちなか大学
院「防災研究コース」講師。
専門は都市計画、都市防
災。主な役職は、社団法人
中越防災安全推進機構 理
事、長岡市都市計画審議会 
委員、大船渡市災害復興計
画推進委員会 委員 など

2013年9月28日～2014年8月31日
［活動は概ね月1回（平日夜または土・日曜日）］

■研究期間 : 

■研究内容 :

■活動場所 : 

■申し込み :

 

■選考方法 :  

■定員 : 概ね 1 0 人  

  

ディレクター

①各種防災プログラムの調査・分析
②地域や各種人材、施設の現状把握と活用方法の検討
③地域がサポートする防災教育プログラム推進体制
④プログラム推進体制に関わる人材養成プランの検討
⑤実践的な防災プログラム運営体制の提案

8月19日（月）必着で、市有施設やホームページ等にある
申込用紙に必要事項を記入し、郵送また窓口で提出してく
ださい。8月30日（金）までに結果を発送します。

書類審査および面接［8月24日（土）15：00～］

まちなかキャンパス長岡ほか

2013年9月

開設



はさみ，大きめのカッター，500mlの炭酸飲料のペットボトルを5本

定員

持 物

小学1～6年生とその保護者20組（先着） 会場 長岡工業高等専門学校

ペットボトルを使って、ロケットを作ります。びっくりするほどよく飛ぶこのロケット、“水”と“空気”がキーワー
ド。ロケットが飛ぶ原理、まっすぐ飛ぶロケットを作るコツを学びながら、ロケットを作って飛ばしてみましょう。

みんなで飛ばそうペットボトルロケット
長岡工業高等専門学校
助教 奥村寿子

8/4（日）
9：00～10：30

小学1～6年生とその保護者15組（先着）定員 4,000円材料費

300円材料費

会 場 長岡造形大学

長岡造形大学の市民工房は、ガラス工芸、陶芸、染織など本格的な作品作りが可能な設備が充実。
今回は固いガラスを熱で変形させる技法「キルンワーク」を用い、食卓に映えるきれいなお皿を作ります。

長岡造形大学の工房で、こども芸術家になろう！ 長岡造形大学
市民工房講師
飯塚亜裕子

8/4（日）
13：30～16：30

8月のまちなか大学 講座一覧

8月のまちなかカフェ 講座一覧

 親子でチャレンジ！小学生親子向け講座

申込期間

7/10（水）～
※電話・HPで

申込期間

7/10（水）～
※電話・HPで

流れ星シーズン到来！流星の正体を探る
時々夜空を流れる”流れ星”は、なぜあのように動くのでしょうか。中でも、毎年8月中旬に見ら
れるペルセウス座流星群は、肉眼でも楽しめる、華やかな流星群です。ペルセウス座流星群
とはどのような現象か、流星をきれいに見るコツ、長岡近郊の鑑賞スポットなどを紹介します。

ＮＰＯ法人星空ファクトリー
長岡技術科学大学
助教 今井栄一

8/9（金）
19：00～20：30国立天文台 天文情報センター

声優という仕事
天空の城ラピュタのシータ、ドラえもんのドラミちゃんなどの”あの声”の主、よこざわけい
子さんをゲストに招き、声優の仕事を語ります。声優になった経緯、声優の仕事内容につ
いて、声優になるための方法など、ここでしか聞けない貴重なお話満載です！

声優 よこざわけい子

8/4（日）
14：00～15：30

１０代～２０代限定

90分で経済学～日本の未来は地球の裏側に！？～
日本から見ると地球の裏側に位置する南米。そこには経済学の伝統的な常識に反しな
がら成功を収めている事例が見られます。競争社会が根付いた日本ですが、行き過ぎた
市場原理主義がもたらす弊害について、考えてみましょう。

新潟大学
教授 佐野誠

8/27（火）
19：00～20：30

各500円（1ドリンク付）定員 受講料 会場各20名（先着） 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

各500円（1ドリンク付）受講料 申込 最終ページをご覧ください

申込 最終ページをご覧ください

申込期間

7/10（水）～
※電話・HPで

8/21（水）
19：00～20：30

公益財団法人こしじ水と緑の会
理事 平澤聡

8/28（水）
19：00～20：30

新潟大学
朱鷺・自然再生学研究センター　
准教授 永田尚志

8/31（土）
10：00～11：30

長岡技術科学大学
教授 佐藤一則
長岡市環境施設課職員

企業が取り組む環境活動

 里山の鳥、トキの野生復帰
江戸時代までトキは里山に生息し、人 と々共存していました。明治維新後、人間がトキを含めた多くの野生生物を絶滅へと追
いこんでいった事実を勉強し、野生生物の保全とは何か考えてみましょう。佐渡島で行われているトキの野生復帰の現状を
参照しながら、いったん絶滅させた野生生物を復活させるために必要となる自然再生、地域再生について考えてみましょう。

朝日酒造は地域のホタル保護活動から「財団法人こしじ水と緑の会」を設立し、自然保護活動への助成や、自
然と触れ合う環境教育など、本格的かつ公益性のある活動を続けています。”安心安全な酒造りのための環
境づくり”を願う朝日酒造の、環境への考え方、越路地域一体に広がる環境保全活動の様子を紹介します。

長岡が関係する環境問題について、水、トキ、バイオマスを切り口に学んだ後、企業や市民活動
の代表的事例を学びます。環境問題は、自分が主体的に関われる問題なのだと認識し、実生活
に照らし合わせながら、これからの自身の生活で気をつけるべきことが見えてくることを目的とします。

生ごみがお宝に！バイオマスガス利用の仕組み
長岡市で平成25年度よりスタートするバイオマス。今まで焼却していた生ごみを、バイオガス化処理することで
新エネルギー「メタンガス」を生産するものです。生ごみからメタンガスが生成される仕組み、メタンガスの用途、
ごみの軽減、省エネ効果を解説します。

9/11（水）
19：00～20：30

長岡技術科学大学
教授 山口隆司

長岡の水がきれいな理由
長岡は、豊富な湧き水、クリーンな水道水が自慢。湧き水の維持、水道タンクからの配水のしくみ、地下水問題･･･長岡を
取り巻く”水”の問題を徹底解析します。未来に渡ってきれいな水を保つためには、どのような注意点が必要なのか考えてみ
ましょう。また、世界各国の水事情や、スカイツリーのすみだ水族館で採用されている水循環システムについても紹介します。

9/18（水）
19：00～20：30

特定非営利活動法人
地域循環ネットワーク
理事長 金子博

地域のチカラで環境を守る
給食残さリサイクル、わりばしやカイロのリサイクルなど、市民の草の根活動が大きな原動力となっていま
す。ごみを有効活用することで廃棄物を減らしてきた事例紹介と、先駆者的取り組みゆえの苦労話や達
成感、継続することの重要性などをお話しします。

8/7（水）
10：00～12：00

長岡工業高等専門学校地球ラボ
コーディネーター 羽賀亮介

8/8（木）
10：00～12：00

長岡工業高等専門学校地球ラボ
コーディネーター 羽賀亮介

ひとつの国を運営してみよう
チームに分かれ、ゲームを通して国際感覚をシミュレーションしながら学びます。1回目は”国家運営ゲー
ム”を行います。食費、医療費、防衛費、道路建設費･･･ひとつの国家を運営するために何が必要か、そ
の予算配分を考えてみましょう。そこから見えてくる意外な問題点とは･･･。

ゲームを通して様々な人の混じったチームで国について体験し、世界について客観的な視
点を養います。また、人と人との繋がりや恊働に関して学び、最後に自分の考えをまとめるこ
とでグローバルな考え方を得ることを目的とします。

8/9（金）
10：00～12：00

長岡工業高等専門学校地球ラボ
コーディネーター 羽賀亮介

他の国と貿易してみよう
2回目は”国家間貿易ゲーム”を行います。日本の暮らしには、海外との貿易が欠かせません。円高・円
安とは、どのような状態を示すのでしょうか。また、異なる通貨で金銭のやり取りはどのように行うのでしょ
うか。国と国の繋がり方について、貿易ゲームを通して学びます。

僕たちは日本だけで生きることができる？
今までのゲームから学んだことを元に、自分達の住む国、外国との関係について考え、チーム毎に発表しま
す。意見交換しながら、自分なりの考えをまとめてみましょう。講座終了後、外国文化に触れる国際交流
パーティを行います。（およそ14:00まで）

1

2

3

3回で2,000円

最終回のパーティーに参加される人のみ200円

定員

ねらい

受講料 会 場中高生30名（先着） まちなかキャンパス長岡　

材料費

1

2

3

4

5

5回で3,000円定員

ねらい

受講料 会 場30名（先着） まちなかキャンパス長岡　

中・高生対象 

「トコトンやさしいバイオガスの本」（B&Tブックスー今日からモノ知りシリーズ）
会場 生ごみバイオガス化施設

国際感覚をゲームで学ぼう！
「僕たちは日本だけで生きることができる？」
 

ながおか環境学～みんなの力でこんなに変わる～
まちなか大学院への
学びステップ講座！


