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き に な る がこ こ に あ る

まち なかキャンパス長 岡には

あなたの きになる

があります ︒

「 学び」のその先へ
まちなかキャンパス長岡は
「学び」
と
「交流」
の拠点です。
市民や大学、
高専と協議を重ね、
準備に４年を費やし
開学してから10年が過ぎました。
その間、
まちなかカフェ、
まちなか大学、
まちなか大学院といった
受け身の学びから積極的な学びへとステップアップする過程を経て
企画提案し
「行動」
できる市民が育っています。

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。
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。

まちキャンの学びは、
未来へつながる人づくりです。
学びと交流を深めることで、違いを知り、
新しい視点を開発し、

長岡市内の4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、長岡崇徳大学、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、看護・福祉…講座や展示を通じ、
４大学1高専
の専門分野を身近に感じることができます。

主体性をもって地域のために
「行動」
できる人材を
育成することを目指しています。
「米百俵の精神」
から始まった
「生涯学び続けるまち、
長岡」。
まちキャンの学びには、
その先があります。
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

長岡崇徳大学
NAGAOKA SUTOKU UNIVERSITY

看護学部
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看護学科

02

Machinaka Cafe
ボランティア企画講座

知って楽しい長岡 －与板地域を知ろう－
定 員
会 場

1

「ながおか」をもっと知りたいなあなたに…

ながおか学カフェ..... P03
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..... P07
市民プロデュース講座

アートなあなたに…

サイエンスカフェ...... P05

芸術カフェ.............. P06

知恵袋がほしいあなたに…

マルチなあなたに…

生活カフェ.............. P08

多文化カフェ........... P10

講座にチャレンジしたい市民の皆さんが企画し、
まちキャンと協力して開催する講座

ボランティア企画講座

会場までバス移動

2

まちなか大学への
学びのステップアップ講座

いつも講座の運営補助でまちキャンを支えてくれて
いるボランティアスタッフが企画した講座

・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。
・まちキャンで開催する講座は、自由に見学できます（事前申込不要、資料や飲み物なし）。

受講 料 2,500円（2回目の昼食を含む）

2 与板地域

10/8（土）

刃鍛冶のまちとして有名な与板地域。その歴史は、江戸時代に長岡の初代牧野
家の次男が大名として分家し治め、その後、伊井家が統治しました。知っているよう
で知らない与板の歴史や文化遺産、風土を学びます。

チームわたしのよいた
会長 長谷川一夫

与板地域を巡る －現地学習－

10/15（土）

座学で学んだことをもとに、与板地域を歩きます。歴史民俗資料館（兼続お船ミュー
ジアム）
や楽山苑、徳昌寺、都野神社などを見学します。お昼は良寛さんにちなんだ
お弁当も。与板の良さや魅力をたっぷり体感し、与板を身近に感じてみませんか。
筆記用具、飲み物、雨具（雨天時）

服 装

本と図書館のホントのかしこい使い方

動物園バックヤードツアー

人気のバックヤードシリーズ！今回は動物園。長岡が誇る悠久山小動物園の動物や飼育員さ
んのスケジュール、エサづくりの様子など、長岡ならではの動物園の裏側をご覧ください。そこ
には飼育員さんのハートフルで熱い想いも。
定 員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

長岡市悠久山小動物園

映画『 峠 最後のサムライ』
を語る

定 員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

ブラツムラwithキタ

（移動時間含む）

3/10（木）〜

悠久山小動物園
飼育員

定 員

会 場

4F 交流広場

せきそう

4回目を迎える「ブラツムラ」
がこのたびリニューアル。街の積 層した歴史の一端が顔を出して
め
いるところを愛でるには、何かテーマに沿って歩いてみるのも一興。自分でテーマを決めて、オ
リジナルの地図をつくりましょう。いつもと違う街の味わい方をお試しあれ。

3/10（木）〜

映画
『峠 最後のサムライ』
助監督 酒井直人

定 員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

服 装

歩きやすいもの、両手が空くカバン
（リュック等）、雨具（雨天時）

会 場

柿川周辺（集合：平和の森公園）

4/11（月）〜

長岡造形大学
准教授 津村泰範
助教 北雄介

会 場

4F 交流広場

その 他 お車での来館はご遠慮ください。

定 員

20歳以上20名（先着） 受講 料 500円（ワインの試飲あり）

会 場

4F 交流広場

定 員

6/24（金）

9/12（月）〜

長岡市立中央図書館

松矢美子

19：00～20：30
申込

10/11（火）〜

よもぎひら温泉和泉屋
常務 金内智子

14：00〜15：30
申込

10/11（火）〜

とちお農園株式会社

奈良場晃大

その 他 お車での来館はご遠慮ください。

12/13（火）

10：00〜11：30

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

4F 交流広場

19：00～20：30

荒屋遺跡出土石器
（新潟県立歴史博物館所蔵）

R5.2/14（火）
19：00～20：30

川口地域の荒屋遺跡では、
「ARAYA型グレイバー」の呼び名が世界に通じる、約1万7千年前
申込 R5.1/10（火）〜
の石器が多数出土しています。同様の石器がシベリアなどでも見つかることから、当時の北方世
新潟県立歴史博物館
界とのつながりも知ることができます。長岡自慢の荒屋遺跡の歴史を一緒に味わってみませんか。
主任研究員 橋詰潤
定 員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

4F 交流広場

大手通今昔物語

R5.2/20（月）

大手大橋から長岡駅へとまっすぐ進むと、そこは大手通商店街。
その昔、まちキャンがある建物
はイチムラ百貨店というデパートでした。
これまでとこれからの大手通商店街のまちづくりを写真で
振り返りながら話します。皆さんの大手通りの思い出もぜひ教えてください。大手通りにいこ～て。
定 員

まちなかカフェ

申込

11/20（日）

荒屋遺跡からみる旧石器時代のくらしと北方世界とのつながり

最近よく聞くクラフトビール。普通のビールとは何が違うの？そんな素朴な疑問から醸造現場
申込 5/10（火）〜
の裏側までを、蔵元「吉乃川」
が造るクラフトビール「摂田屋クラフト」の醸造担当が話します。
吉乃川株式会社
日々のお酒がさらに美味しくなる講座はいかがですか。
ビール事業部 登山匡章
経営戦略部 横本昌之
定 員 20歳以上20名（先着） 受講 料 500円（クラフトビールの試飲あり）

14：00〜15：30

長岡のラーメンといえば「生姜醤油ラーメン」、そうイメージする方が多いのではないでしょうか。
申込 11/10（木）〜
今では長岡に留まらず、県外の方からも親しまれています。60年変わらない、そのおいしさの
青島食堂
秘密に迫ります。
関 光

その 他 天候不良の場合は、5月21日
（土）14：00～15：30に開催します。

クラフトビールってなに？ －吉乃川「摂田屋クラフト」への想い－

4F 交流広場

「長岡生姜醤油ラーメン」の源流、青島食堂のひみつ

14：00〜15：30
申込

会 場

T100K？栃尾産ブドウ100％の「栃尾ワイン」です。日本酒で有名な長岡でなぜワイン？と
思っている方、ワインを味わいながらその魅力を聞いてみませんか。
これまでの経緯や栃尾だか
らこそできるワインのつくり方、今後のワインづくりの展望などを話します。

5/14（土）

－柿川後編－

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

与板町歴史ボランティアガイドの会
会長 大谷伸一

11/10（木）

栃尾でワイン？ 奥深～い味、奥深～い話

14：00〜15：30
申込

長岡市立中央図書館（現地集合）

長岡の奥座敷といわれる蓬平温泉。趣深い風情を漂わせています。
そんな蓬平温泉も、中越地
震やコロナ禍などさまざまな困難を乗り越えてきました。震災でのお客様と従業員を守り抜いた心
意気、コロナ禍での挑戦など、温泉のことから長岡の観光までをおもてなしの心で語ります。

12：45〜15：30

4/29（金・祝）

製作陣がいかにしてこの映画に挑んだのか、その奮闘したエピソードを撮影風景の写真ととも
に振り返ります。合戦シーンの撮影地となった与板橋西詰での撮影秘話やここでしか見られな
い特別な映像も。長岡出身の助監督があれこれ話します。

会 場

9：00〜16：00

（移動時間含む）

10/11（火）

温泉から地域を元気にする！和泉屋の挑戦

4/26（火）
申込

20名（先着） 受講 料 500円

13：30〜15：30

歩きやすいもの

休館日だからこそ、いつもは見ることのできない書庫やバックヤードを案内します。普段は出せ
ない大きな声で話しても安心です。実はあまり知らない長岡の図書館の歴史から、最新の図
書館の便利な機能まで、日本図書館協会認定司書のゲストが話します。

－悠久山小動物園の裏側－

9/12（月）〜

与板の魅力を知る －座学－

持 物

定 員
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1 5F 交流ルーム

申込

ながおか学 カフェ

ながおか学 カフェ

注意事項

「なぜ」
を楽しむあなたに…

2回とも参加できる方30名（先着）

【 2 回連 続講座 】

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

4F 交流広場

19：00～20：30

申込 R5.1/10（火）〜
長岡市大手通商店街振興組合
理事長 安藤栄治

まちなかカフェ

04

Machinaka Cafe

Machinaka Cafe

あか

ボランティア企画講座

立体折り紙をつくって多面体について考えよう！
折り紙は日本伝統の遊びですが、脳のトレーニングとしても効果的です。実際に立体折り紙を
つくり、正多面体とそうでない多面体の違いを理解します。左の写真の中のどれが正多面体
か分かりますか。
定 員

20名（先着） 受講 料 200円

会 場

4F 交流広場

5/29（日）

6/6（月）

普段、誰もが特に意識することなく使っている照明についてみんなで語りましょう。
どんな照明
がどのように私たちの生活を彩っているのか。照明の世界を改めて考えてみると、いつもの生
活がもっと「明るく」
なるかもしれません。

14：00〜15：30
申込

がたり

灯り語

4/11（月）〜

長岡工業高等専門学校
元教授 丸山一典

定 員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

3F 301会議室

ジン

海が教える地球温暖化

6/15（水）

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

4F 交流広場

大人だってＬＥＧＯでプログラミング！

定 員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

長岡工業高等専門学校（現地集合）

新潟大学
教授 本田明治

Do you 脳 ？ －こころの仕組み－

14：00〜16：00
申込

9/12（月）〜

長岡工業高等専門学校
技術専門職員 込山晃市

長岡高専Be-Mice

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

4F 交流広場

10/11（火）〜

長岡技術科学大学
准教授 霜田靖

市民プロデュース講座

長岡向陵高等学校では、
「総合的な探究の時間」に生徒自身が興味のあるテーマを設定し、日々気づきを深
めています。そこで、こんなことを知りたい！と生徒たちが講座を企画しました。学生による学生のための学生
ならではの講座は、面白いこと間違いなし！ 高校生、専門学校生、大学生の皆さん、
“きになる”講座にぜひ
お申し込みください♪

6/18（土）

顔の形やパーツは人それぞれ。
メイクの仕方を学ぼうと思って動画を見ても、自分に合ったメイ
クが分からない人もいるのでは？講師が直接！その場で！
「自分に合った自分だけのメイク」
を
教えます。マスク姿でアイメイクにチャレンジ！さまざまな場面に合ったメイクも。
10名（先着） 受講 料 200円

会 場

4F 創作交流室

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

5/10（火）〜

長岡美容専門学校
非常勤講師 樋口奈美

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

定 員

20名（先着） 受講 料 200円

会 場

4F 交流広場

14：00～15：30

5/10（火）〜

新潟薬科大学
教授 重松亨

4F 交流広場

定 員

10名（先着） 受講 料 500円

持 物

着なくなった長ズボン
（デニム生地の場合は事前にご相談ください）

会 場

4F 創作交流室

Let’
ｓ！ 900円で3食レシピ

申込

8/10（水）〜

新潟県立近代美術館
学芸員 濱田真由美

14：00〜15：30
申込

10/11（火）〜

明治大学
准教授 鞍田崇

会 場

4F 創作交流室

知って得する自己暗示

20名（先着） 受講 料 200円

持 物

筆記用具

服 装

申込

6/10（金）〜

ファッションブランド

carutena

10：00～11：30
申込

6/10（金）〜

はれいろごはん
代表 ますがたみき
（新潟県栄養士会）

7/16（土）

自己暗示を知っていますか。自己暗示をすることで、大会や試験で緊張しなくなる…？、ケガを
しても痛みを感じなくなる…？本当でしょうか。日常のちょっとした場面で役立つ自己暗示の正
しい知識を学んで、体験してみましょう。
定 員

14：00〜15：30

7/16（土）

一人暮らしでも栄養バランスの取れた食事をしたいですよね。でも、献立を考えるのが難しかっ
たり、費用がかさんでしまいがち。そんな悩みはこれで解決！ゲームをしながら900円で栄養バ
ランスの取れた3食分のレシピを考えます。想像力が大切ですよ。
スマートフォン

6/18（土）

会 場

14：00～15：30

11/19（土）

最近話題のSDGｓ。
もちろんファッションでもできることがあります。今何が問題で、どんなこと
が行われているのか、自分たちにできることを学びます。捨てるつもりの服を使って巾着バック
にリメイクしたり、レザーの切れ端からアクセサリーやキーホルダーづくりも。

持 物

申込

4F 交流広場

9/8（木）

7/9（土）

10名（先着） 受講 料 200円

豆腐にも添加物が使われているって知ってた？私たちが何となく悪いものだと思っている添加
物について、種類や役割、良いところ・悪いところを学びます。実際に食品表示を見て、どん
な添加物がどのくらい入っているのか分かるようになると、これからの生活が豊かになりますよ。

会 場

古着でSDGs

定 員

私服

4F 交流広場

－失われた「生活」を求めて－

（ファンデーションまで）
をしてきてください。眉マスカラはし
その 他 ベースメイク
ないでください。
メイク道具が用意できない場合はこちらで用意します。
メイクのお悩みがあれば教えてください。

添加物のこと知ってんか？

まちなかカフェ

定 員

持 物 メイク道具（アイブロウ、アイライナー、アイシャドウ、マスカラ）、顔全体が見える鏡、前髪クリップ
服 装
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10：00～11：30
申込

会 場

1964年に日本で初めて「現代美術」の名が付いた美術館が長岡市にできました。同美術館
賞を決める作品の審査方法は、当時全国の先駆けとなるものだったといいます。現代に継承
される長岡現代美術館の作品と「大光コレクション」について聞いてみましょう。

定 員

高校生、大学生、専門学校生

可愛いマスクメイク講座

14：00～15：30

民藝は「民衆が用いる工藝品」、つまり生活道具を表す名称として、20世紀はじめにつくら
れた言葉です。近年、民藝が注目されていますが、どうも単なるブームではなさそうです。100
年の時を経て、新たにうごめき始めた「民藝的なもの」
たち。その実態と可能性を探ります。

まちキャンに
集まれ～ ！

長岡向陵高等学校×まちキャン

定 員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

いま、なぜ民 藝か

19：00〜20：30
申込

長岡造形大学
教授 佐藤淳哉

8/27（土）

現代美術館があったんだ！ －長岡現代美術館と大光コレクション－

11/4（金）

あなたはどれくらい脳のことを知っていますか。身体の司令塔とも呼ばれる脳は、とても大切な
存在です。ゲストが研究している発達障害を例に、脳の構造や仕組み、脳が与える心のはた
らきについて話します。

対 象

定 員

みんげい

know

定 員

5/10（火）〜

10/2（日）

小学校で必修となったプログラミング。なぜ必要なの？そんなの習ったことが無い！という大人の
皆さん、プログラミングを体験してみませんか。技術でさまざまなアイデアを形にする高専の学生団
体Be-Miceが、LEGOでつくった自動車やロボットなどを使って教えます。親子の参加も大歓迎！

5/10（火）〜

大量生産するMagazine（雑誌）
に対して主に自主制作的なリトルプレスを意味します。
グラフィッ
申込 7/11（月）〜
クデザイナーやアーティストの間でこの取り組みが広がり、今やそのマーケットは世界規模で定
日本大学
着。そんなZINEの魅力について実際に作品を鑑賞しながら解説をします。プチ・ワークショップも。
准教授 池田光宏

19：00〜20：30
申込

申込

芸 術 カフェ

サイエンスカフェ

私たちの生活は豊かな海に支えられています。そんな海も環境問題からは逃れられません。海
や気候のスペシャリストが、海の役割や地球温暖化が長岡に与える影響を話します。長岡の
未来のために出来ることを一緒に考えましょう。
定 員

Z INEってなに？そうねだいたいね～。

19：00〜20：30

会 場

4F 交流広場

14：00〜15：30
申込

6/10（金）〜

新潟医療福祉大学
教授 山﨑史恵

締めつけない楽な服装

まちなかカフェ
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Machinaka Cafe

長岡の果てまで行ってるぅ～！
？ 鳥獣ハンターのおしごと

気をつけたいＳＮＳ －自由に書き込んで何が悪いの？－

5/24（火）

19：00〜20：30

長岡でも、市街地にイノシシが現れたり、里山でクマに人が遭遇したりするニュースも珍しくは
申込 4/11（月）〜
ありません。ハンターは、長岡の果てまで動物を追いかけ、人の暮らしを守る仕事をしています。
長岡技術科学大学
動物と人間の今について、最新の研究を交えつつ紹介します。
准教授 山本麻希

今や日常生活に欠かせないＳＮＳ。そんなＳＮＳですが、うっかりして思わぬトラブルに巻き込まれて
しまう危険があることをご存じですか。犯罪の被害者にも加害者にもなり得るＳＮＳの危険性につ
いて、一緒に学びましょう。

お聞きください♪ハードオフの事業展開

スパイスカレーのしびれる魅力

定 員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

4F 交流広場

定 員

7/2（土）

14：00〜15：30

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

4F 交流広場

日帰り温泉施設を、時代に沿ったアイデアで地域の方から愛される施設に再生している会社
があります。
「お風呂を通じて人生を幸せに、お風呂を通じて人とつながりたい」
をモットーに、
地域に求められる役割を追求して入館者数をＶ字回復させた仕掛けについて話します。
定 員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

4F 交流広場

思わず納得！日常あるあると行動経済学

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

4F 交流広場

テレビＣＭから読み解く日本の現在
企業のマーケティング戦略が色濃く反映されるテレビＣＭ。単なる商品・サービスの訴求だけではモノは売
れない時代だからこそ、社会問題に対する企業としての向き合い方や諸課題への取り組みを発信してい
くことの重要性は一層増しています。
ＣＭの具体事例をもとに日本社会の現在を読み解いていきます。
定 員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

申込

3/10（木）〜

片沼・橋本法律事務所
弁護士 片沼貴志

6/26（日）

会 場

4F 交流広場

－大河津分水通水100年－

14：00〜15：30
申込

5/10（火）〜

スパイス料理研究家

一条もんこ

7/12（火）

19：00〜20：30

水害によって苦しめられてきた越後平野の人々の願いが実現し、大正11年に通水した大河津分水。
申込 6/10（金）〜
100年もの間、越後平野は大河津分水によって守られてきました。現在でも工事が進められている大河
国土交通省北陸地方整備局
津分水の今を知り、100年先も越後平野が穏やかであり続けるために、私たちができることを考えましょう。
信濃川河川事務所

19：00～20：30

11/10（木）〜

株式会社関越サービス
代表取締役社長 小川和宣

定 員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

4F 交流広場

高齢ドライバーが免許返納を考え始めたときに聞く話
高齢ドライバーが運転免許を返納した後の生活について、ゲストが調査した結果から実態を
紹介します。そもそも返納した方が良いのか、どんなサポートがあるのかなど、これからの暮らし
に困らないよう、返納後の生活をイメージして、気になっていることを一緒に考えましょう。

19：00〜20：30
申込 R5.2/10（金）〜

長岡大学
教授 山川智子

未定

20名（先着） 受講 料 700円（1ドリンク付）

大河津分水のこれから

12/8（木）

R5.3/2（木）

人間の心理に基づく行動に着目した経済学を行動経済学といいます。人間は非合理で不可
解な行動をすることがありますが、実は行動経済学的に説明できるものが多いのです。みんな
でクイズを楽しみながら奥深い行動経済学の扉を開けてみましょう！
定 員

定 員

オフハウス長岡古正寺店
統括店長 恩田淳也

申込

4F 交流広場

14：00〜15：30

定 員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

4F 交流広場

くらしを豊かに彩る家電たち

まちキャン通信で
お知らせします！

武本隆行

定 員

4F 交流広場

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

9/10（土）

14：00〜15：30
申込

8/10（水）〜

長岡崇徳大学
教授 飯吉令枝

9/17（土）

快適さや効率化など家電に求める機能は人それぞれ。ロボット掃除機や自動調理器など暮らし
をちょっと彩る家電を「家電王」
こと家電の達人が提案します。家電が自分たちの暮らしとどう
関わっていくのかを考えてみましょう。

元広告代理店

生 活 カフェ

ビ ジ ネスヒントカフェ

温泉で地域を元気にする！ －必勝温泉仕掛け人－

会 場

カレーをこよなく愛する新潟県出身のゲストが、スパイスカレーの魅力を話します。新潟県をカ
レー県にするため、地域ならではのオリジナルカレーを商品化。そこには地域おこしの意味も。
長岡のカレーを一緒に考えてみませんか。家庭で使えるスパイスのお持ち帰りもありますよ。

「新品」のオーディオ販売店からスタートしたハードオフ。先駆けて「中古品」
ビジネスに転換した経緯や、
申込 6/10（金）〜
全都道府県への出店、海外進出での挑戦と試行錯誤など、日本のリユースを代表するハードオフの
株式会社ハードオフコーポレーション
事業展開について話します。そこには、創業者の経営理念と働く社員・スタッフの想いがありました。
社長室 松岡永璃子
定 員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

4/23（土）

会 場

4F 交流広場

14：00〜15：30
申込

家電王 中村剛
（東京電力エナジーパートナー株式会社）

講師経験のない市民の皆さんの新たなチャレンジ
（講師挑戦）を応援するため、市民の皆さんが企画する講座を募集します。
ご応募いただいた講座企画は審査を経て開催可否を決定し、まちキャンが講座開催に向けてしっかりサポートします。
「講師をやってみたい！」
「講座を開催してみたい！」という方は、ぜひご応募ください。

岡で
パス長
か？
キャン
せん
なか
みま
まち
いて
を開
講座

「市民プロデュース講座」企画募集中！

○対象

8/10（水）〜

長岡市民
（市外居住で長岡市内に通勤・通学する方も含む）で講師経験のない方

○企画内容の条件（次の全てを満たすもの）
・まちなかキャンパス長岡を会場とすること
・政治、宗教、営利に関わらない内容であること
・受講者の安全が確保され、公序良俗に反していないこと
・新規性、独創性、チャレンジ性に富んだ内容であり、企画者の成長が見込める内容であること

○申込
まちなかキャンパス長岡へ
「企画申請書」をメール、持参、郵送のいずれかでご提出ください。
詳しくは、まちなかキャンパス長岡に設置してある
「募集要項」または
「ホームページ」をご覧ください。
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まちなかカフェ

まちなかカフェ
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Machinaka Cafe

Machinaka Cafe

新潟チャチャ茶

10/31（月）

14：00〜15：30

北限のお茶といわれる村上茶。実は長岡に村上茶とのつながりがあったんです。村上茶の歴史や数
申込 9/12（月）〜
あるお茶の特徴とその違い、そもそもお茶って何のこと？など、茶処・村上の日本茶のプロが話します。
冨士美園
「茶畑からお茶を飲むまで」のお茶にまつわる茶飲み話を茶々を入れずにゆっくり聞いてみませんか。
日本茶インストラクター 飯島剛志

村上の茶畑

定 員

20名（先着） 受講 料 800円（お茶の試飲、お土産あり）

会 場

4F 交流広場

みんながより自分らしく生きられる社会へ

11/30（水）

LGBTをはじめとする多様な性のあり方について、正しい理解を身につけましょう。友人や家族から打ち明
けられたら？もしかして私は？毎日顔を合わせている人の中にも悩みを抱えている人がいるかもしれません。
自分事として捉え、互いを尊重し合えるまち、みんながありのままの自分でいられるまちにしていきませんか。
定 員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

20名（先着） 受講 料 700円（雪室コーヒーの試飲あり）

会 場

4F 交流広場

新しい生活様式が定着した今、ネットスーパーは24時間いつでも買い物ができ、新鮮な商品を売
り場のプロが選んでくれる！と良いこと尽くめ。アプリを利用した便利な使い方やお得な特典など、
ネットスーパーの活用術を話します。
持 物

スマートフォンまたはタブレット

定 員

会 場

4F 交流広場

会 場

4F 交流広場

12/12（月）〜

定 員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

古墳に大コーフン！

R5.1/26（木）

会 場

4F 交流広場

12/12（月）〜

原信ナルスオペレーションサービス株式会社

定 員

営業企画室長
原信ネットスーパー担当

ず

ふるいち

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

4F 交流広場

eスポーツっていいスポーツ？

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

4F 交流広場

大相撲いろはの「ろ」

ボランティア企画講座って？

レコード鑑賞会もやってます !

講座の運営補助などでまちキャンを支えている
ボランティアスタッフが企画する講座です。
それぞれの知識や経験、得意分野を活かし、
おもてなしの心で企画しています。

まちキャンにある8,000枚以上のレコード
を一つひとつ心を込めて磨いているボラン
ティアスタッフが、レコードで音楽を聴く良
さを伝えるため、月に１回、毎回テーマを
変えて
「レコード鑑賞会」を開催しています。
鑑賞するポイントを話したり、参加者でおすすめを紹介し合った
りと、まちキャンならではの学びと交流があります。もちろん聴
くだけでもOK！あなたの
“きになる”テーマやジャンルをぜひ教
えてください！
レコードはいつでも4階の音楽鑑賞コーナーで聴けますよ♪

ボランティア企画講座はこのマークが目印です。
一般向け講座
今年度は2講座を開 催予定 ！
こども向け講座（Ｐ19へ ）
今年度は６ 講座を開 催予定 ！
大学や高専を退職した
経 験 豊 富な 私 たちが、
理科の楽しさを広める
ために企画した講座も
あります。
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館内設置の
このチラシを
要チェック！

まちなかカフェ

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

越後の鬼伝説

会 場

4F 交流広場

定 員

19：00〜20：30
申込

4/11（月）〜

長岡技術科学大学
大学院３年生 ハー フーン ナム

長岡市国際交流課

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

14：00〜15：30
申込

5/10（火）〜

古墳にコーフン協会
理事長 伊藤壮
会長 まりこふん

14：00〜15：30
申込

4/11（月）〜

新潟コンピュータ専門学校
非常勤講師 保倉瑠威
担任講師 農頭恭平

19：00〜20：30
申込

5/10（火）〜

新潟産業大学
教授 片岡直樹

8/24（水）

－悲しき鬼たち－

最近話題の「鬼」。なぜここまで多くの人の興味をひくのでしょう。河井継之助が越後の三傑として挙
しゅてんどうじ
げている酒呑童子は、国上寺の少年が鬼になったと伝えられており、
「鬼滅の刃」のモデルともいわれ
ています。越後や全国の鬼伝説から、鬼とされてしまった人々の隠された歴史を紐解いていきましょう。
「大江山の酒呑童子と
源頼光主従」歌川芳艶

長岡技術科学大学
UEA
（SDGs担当） 勝身麻美

6/29（水）

大相撲いろはの第２弾！昭和以降の新潟県出身力士を紹介しながら、大相撲を観戦したくな
る基礎知識を話します。新潟県内唯一の横綱・羽黒山から、注目の新潟市出身力士や佐渡
市出身力士まで、相撲マニアが熱く語りますよ。
定 員

4/11（月）〜

6/25（土）

eスポーツとは、家庭用ゲームやコンピュータゲームなどのゲームで競技することをいいます。単に
ゲームをするだけ？と思っている方も多いのではないでしょうか。仕事の傍らに、1日4時間の練習で
いい
プロへの道を目指すゲストが、その魅力を話します。かっこeスポーツの戦いをのぞいてみませんか。
定 員

申込

6/5（日）
も

2019年に世界遺産（文化遺産）
に登録された「百舌鳥・古市古墳群」
をはじめ、最近なんだか
気になる「古墳」
について、クイズをしながら楽しく学びます。新潟にも古墳があるんだって！
？こど
もも大人も、誰でも気軽に参加できますよ。
さぁさぁ、大コーフンの古墳の世界をご案内～♪

14：00〜15：30

19：00〜20：30

5/30（月）

誰もが暮らしやすく、輝けるような多様性を活かした社会を「多文化共生社会」
といいます。こ
れを実現する第一歩は、さまざまな文化や価値観にふれ、同じところ・違うところを見つけるこ
と。ベトナム人留学生が紹介するベトナムと、留学生から見た日本を知りましょう。

株式会社SnowBiz
代表取締役 伊藤親臣

申込

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

ベトナムと日本の同じトコ、違うトコ

19：00～20：30
申込

5/19（木）

P15

多 文 化 カフェ

生 活 カフェ

「時間」
「お金」ムダなし! ネットスーパー活用術

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

10/11（火）〜

黒田特許法律事務所
弁護士 黒田隆史

R5.1/19（木）

雪国ならではの知恵と工夫から生まれた天然の冷蔵庫、雪室。野菜は甘くなったり、肉は良質な熟
成肉になったり。ではコーヒーやお茶は？雪室の特長を知ることでその理由に納得。最近では食品
を保存するだけではないんだとか。
ＳＤＧｓの先駆けといえる雪室の秘密と可能性をお伝えします。

定 員

19：00～20：30
申込

－自分ゴト化でSDGs－

いろいろな場面でSDGsという言葉を耳にしますよね。でも、そもそもSDGsとは何でしょうか。
自分には関係ないと思っていませんか。SDGsの基礎知識や現状を把握し、ゲームやグルー
プワークで楽しみながら、SDGsを身近なものにしましょう！

4F 交流広場

雪室の秘密

定 員

SDGs入門

会 場

4F 交流広場

19：00〜20：30
申込

7/11（月）〜

長岡大学
非常勤講師 遠山典子
（長岡郷土史研究会 会員）

クラッシック、ジャズ、ポップ
スなどのテーマを予定してい
ます。申込不要ですのでお気
軽に4階 交流 広場にお越し
ください。

まちなかカフェ
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Machinaka Cafe

Machinaka College

一緒に読もう ! 村上春樹

9/30（金）

作家であり翻訳家でもある村上春樹は、国内外において大変な人気を博しています。
これほど
までに人々を魅了し続けている作家・村上の魅力と彼が創り出す作品の力について、みんな
で一緒に読みながら考えてみましょう。
定 員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

4F 交流広場

たいなん

台 南の味わい方

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

4F 交流広場

韓国のお坊さんの韓流お悩み問答

8/10（水）〜

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

14：00～15：30
申込

9/12（月）〜

長岡大学
准教授 村越真紀

まちなか 大 学・大 学 院の 受 講 生には 、
「 まちなかキャンパス長 岡 学 生 証 」を発 行します。

ひとづくり学科

ものづくり学科

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。

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。

まちなか大学院への学びのステップアップ講座

まちづくり学科

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。

会 場

19：00〜20：30
申込

11/10（木）〜

長岡大学
教授 權五景

空に憧れて、翼に憧れて

4F 交流広場

【 5 回連 続講座 】

定 員

1

3

準備と
片付けの間は
講座も聞ける！

まちキャンでボランティアしませんか？
まちキャンでボランティアしていだだける
「まちキャンスタッフ」を募集しています！
講座の補助やレコード磨きなど活動の仕方はいろいろ。
いつでも申し込みをお待ちしております！
主な仕事

申込方法

4

・講座の補助
（会場設営、受付等）
・音楽鑑賞コーナーのレコードのお手入れ・整理

5

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
必要事項を記入の上、まちなかキャンパス長岡までお送りください。
（持参、郵送、メールいずれでも可）

新しいことに
挑戦して
さらなる成長を
図りたい

まちなかカフェ

多種多様な
学びの場に関わり
幅広い知識を
得たい

世代や
価値観を超えた
市民交流を
深めたい

能力や経験を
活かして
地域活性化に
貢献したい

学校や職場では
体験できない活動に
参加したい

30名（先着）

受講 料 5回で3,000円

会 場

3F 301会議室

申込

3/10（木）〜

コーディネーター 長岡技術科学大学 准教授 山崎渉

飛行機に働く空気の力を推定する
飛行機は空気の力で浮かんでいるので、飛行機をつくろうと思ったら飛行機にどんな力がどのように働いてい
るのかを知らなければなりません。より良い飛行機をつくろうと思ったらどうすればよいのでしょうか？飛行機が
どのような機械なのかを考えながら、飛行機が飛ぶときに働く力を推定する方法について考えてみましょう。

4/18（月）

講師は東京から
リモートで登場

19：00〜20：30

JAXA航空技術部門航空機
ライフサイクルイノベーションハブ
研究領域主幹 上野真

航空機の環境適合性について

4/25（月）

さらなる成長が見込まれている航空機産業。環境適合性の高い、つまり地球に優しい航空機が望ま
れています。最新のジェットエンジン技術に着目しながら、騒音の話題を中心に環境適合性向上に向
けた取り組みの現状について学びましょう。

金沢工業大学
教授 佐々木大輔

ボーイングでの日々と次世代超音速旅客機への挑戦

5/2（月）

1903年のライト兄弟の初飛行以来、航空機は目覚ましく発展しています。旅客機の分野では、1960年
代のジャンボ機の出現により大量輸送の時代が始まりました。
しかし、
“より早く飛ぶ”
の観点から見ると、運
航終了を余儀なくされたコンコルド以降、超音速旅客機は就航していません。
その要因を考えてみましょう。

小型無人飛行機の開発と世界の動向
ドローンに代表される小型無人飛行機の利用がさまざまな分野で検討されつつあります。その動向を
紹介するとともに、実際にモンゴルと新潟で無人飛行機を飛ばした経験について話します。新潟県で
の航空機産業育成に関する最近の動向についても紹介します。

まち なか大 学

多 文 化 カフェ

飛行機はどうして飛ぶのだろう？どうやってつくるのだろう？なんであんな形をしているのだろう？将来ど
うなるのだろう？航空工学の最前線のスペシャリスト達が、ライト兄弟に始まった飛行機の歴史から未
来の飛行機までを、裏話や開発秘話も交えて紹介します。
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P 17参照

12/15（木）

世の中に悩みのない人はいません。家庭や職場、学校など、日常生活でさまざまな悩みがあり
ますよね。例えば、怒りはどのようにして抑えたらよいのかなど、見事な解決法を提示して韓国
人を虜にしているお坊さんがいます。日本でも有効だと思われる解決法を説きます。
定 員

申込

長岡工業高等専門学校
准教授 堀口真利子

10/22（土）

日本にとって親しみやすくて近い国・台湾。16年弱の間、台湾南部にある台南市で暮らしていた
ゲストが、魅力たっぷりなグルメや文化について話します。台湾茶を飲みながら「台湾の京都」
と
いわれるレトロでノスタルジックな台南に行った気分を、ほんのひととき味わってみませんか。
定 員

19：00〜20：30

19：00〜20：30

19：00〜20：30
元ボーイング研究員
（前JAXA客員研究員）

楠瀬一洋

5/9（月）

19：00〜20：30
長岡技術科学大学
教授 中山忠親

飛行機設計における数値シミュレーション技術の活用

5/16（月）

最近、こどもの習い事として「プログラミング」
が上位にランクインしています。そのプログラミングを用
いた数値シミュレーション技術は、現代の飛行機設計においても欠かせないツールとなっています。そ
の内容や活用事例について紹介し、未来の飛行機設計について考えます。

長岡技術科学大学
准教授 山崎渉

19：00〜20：30

まちなか大学
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Machinaka College

ストレスをマネジメントする

Machinaka College

生き残る防災力を身につける

【 5 回連 続講座 】

自分らしく暮らしていくために、ストレスマネジメントの知識と技術を学びましょう。最も身近で強いストレ
ス源は人間関係だといわれています。
さまざまなストレスに遭遇しながらも、柔軟に対応する手法を学ん
で、自分自身を見つめ直し、人との関わり方について考えます。
定 員

1

2

3

5

会 場

3F 301会議室

中越地震から18年が経過しました。改めて自然災害・身の回りの危険等から生き残るために、最前線
で活躍している防災研究者の実践事例を通じて学ぶことにより、自分と家族の命を守る意識を持ち、
生活に取り入れていきましょう。

申込

4/11（月）〜

コーディネーター 長岡崇徳大学 教授 斎藤まさ子

ストレスフルな時代を生きる

5/11（水）

人々の生活は日々変化し便利になっていく一方で、ストレス社会といわれています。予期せぬコロナ
禍という事態にも遭遇し、ストレスフルな生活を余儀なくされています。改めてストレスとは何か、そのメ
カニズムとストレスと向き合うための考え方について話します。

長岡崇徳大学
学部長 中村悦子

人との付き合い方を振り返る

5/18（水）

ストレスは、他者とのコミュニケーションで感じる「もやもや」
した気持ちに由来します。客観的に自分
を見つめ直す２つの技法「プロセスレコード」
と「異和感の対自化」
を使って今までの人とのコミュニ
ケーションを振り返り、
「もやもや」
を整理する方法を学びましょう。

「怒り」をマネジメントする（基礎編）

19：00〜20：30

19：00〜20：30

怒りという感情は誰にでも生じるものです。大切なのは怒りを抑え込むのではなく、上手に付き合うこ
とです。自分の怒りのタイプを知り、怒りの原因を把握しましょう。日常生活で怒りを感じたときの対処
法についても話します。

「怒り」をマネジメントする（実践編）

19：00〜20：30

1

2

3

日本アンガーマネジメント協会

土田英文

6/1（水）

19：00〜20：30

怒りの感情を上手に伝えるためのトレーニングを実践します。怒りの感情を伝えるのが苦手、怒ること
は悪い、と決めつけるのではなく本来の怒りを伝える目的を改めて確認します。そのうえで、上手な怒
りの伝え方を身につけましょう。

日本アンガーマネジメント協会

気持ちを軽くする

6/8（水）

何をやってもうまくいかないと感じる時や追い込まれていると感じる時に、その感じ方をしなやかに捉え
ることで、気持ちを軽くすることができます。自分の思い込みからくるネガティブな状態をポジティブな
状態に変えるための「認知行動療法」
を学び、体験を通じてその効果を実感しましょう。

定 員

長岡崇徳大学
教授 板山稔

5/25（水）

4

土田英文

19：00〜20：30
長岡崇徳大学
教授 田邊要補

【 5 回連 続講座 】

5

30名（先着） 受講 料 5回で3,000円

会 場

3F 301会議室

申込

5/10（火）〜

コーディネーター 長岡造形大学 助教 福本塁

災害リスク情報の視点から学ぶ防災

6/2（木）

長岡市では2020年に洪水ハザードマップが大規模改訂されました。適切な「情報」
を読み取り、行
動することは被害を軽減するうえでとても大切です。自然現象と人の動きを踏まえた情報を最大限利
活用し、意思決定支援へ活かす災害時の情報を集約する仕組みを話します。

防災科学技術研究所
総合防災情報センター長

臼田裕一郎

災害復興計画、防災・減災まちづくりの視点から学ぶ防災

6/9（木）

2004年の新潟県中越地震を「被災者」
「支援者」
「研究者」
というさまざまな立場で経験した講師が振
り返ります。震災復興支援チームと共に被災集落を周り、臨機応変な支援メニューを作成した経験か
ら、地域を支える人材・コミュニティを育むことの大切さ、それらを支える制度や計画について話します。

兵庫県立大学大学院
准教授 澤田雅浩

市街地火災・被害予測・人間行動の視点から学ぶ防災

6/16（木）

2016年に糸魚川市内で市街地火災が発生しました。1976年に発生した酒田大火以来、40年ぶ
りの「都市大火」
です。なぜ大火になるほど大規模になってしまったのか、同様の大火は日本で再び
起こりうるのか、住民の避難行動とともに話します。

東京大学大学院
教授 廣井悠

リスク・コミュニケーションの視点から学ぶ防災

6/23（木）

人は危険性を繰り返し指摘されても準備や対策を面倒に感じたり、安全な証拠があっても心配になったりしま
す。
「リスク」
をどのように受けとめるかは個々で異なり、災害リスク・コミュニケーションが大切になります。対話
型防災ゲームや個別避難訓練タイムトライアルなどのコミュニケーションを促す手法について話します。

京都大学防災研究所
教授 矢守克也

災害時の企業による地域復旧・復興活動の視点から学ぶ防災

6/30（木）

私たち日本人は災害に対応する基本的な姿勢として、米沢藩藩主上杉鷹山が提唱した「三助の精神」すなわち
「自助」
「共助」
「公助」の考え方を共有しています。巨大災害時に地域社会がたくましく復旧を成し遂げるための
「企業による共助（地域貢献と地域復旧対応）」
を詳細に調べた成果に基づく発見について話します。

19：00〜20：30

19：00〜20：30

19：00〜20：30

19：00〜20：30

まち なか大 学

まち なか大 学

4

30名（先着） 受講 料 5回で3,000円

－自助・共助の推進－

19：00〜20：30
長岡造形大学
助教 福本塁

まちキャンホームページから講座を申し込もう！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。

1 まちなかキャンパス長岡の
ホームページを開きます。

13

まちなか大学

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

3 「講座紹介」の「申込」にある

「▶電子での申込はこちら」
をクリッ
ク。

4 Logoフォームにジャンプします。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
「確認画面へ進む」
をクリックします。

5 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、
「送信」
をクリックします。

6 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。

まちなか大学

14

Machinaka College

長岡のSDGs的課題を探る！

【 5 回連 続講座 】

Machinaka College
P18

長岡のさまざまな実情を知り、SDGsの観点から課題を探りましょう。Goal毎に設定されている目標を知
り、長岡の未来のためにSDGｓ的取り組みとして何ができるのかを考えましょう。講座が終わったときに
はすぐに何か行動を起こしたくなるはずです。
定 員

30名（先着） 受講 料 5回で3,000円

会 場

申込

7/11（月）〜

3F 301会議室

コーディネーター 長岡技術科学大学 教授 南口誠／長岡技術科学大学 UEA（SDGs担当） 勝身麻美

1

2

3

5

4

新潟の魚が食卓から消える日：Goal 14

8/15（月）

世界では水産物の消費が増え続ける中、魚食文化の国・日本では急激に消費量が減少しています。新潟
でも水揚げ量の減少と魚価の低迷という二重苦の状況が続いています。本当に魚が食卓から消える日が
来るのか。新潟の魚の流通と消費の現場に何が起きているかを知り、長岡の漁業について考えます。

公益社団法人日本水産資源保護協会
復興水産販路回復アドバイザー

19：00〜20：30

笹川周

5

持続可能な長岡の林業とは：Goal 15

8/22（月）

長岡の山には杉などの針葉樹が比較的少ないため、木材としての活用が盛んではありません。一方
で、里山では広葉樹の薪炭の利用に加え、山菜やキノコなどの山の恵みを使ってきた歴史がありま
す。このような歴史を踏まえ、長岡の持続可能な林業の在り方について考えます。

長岡技術科学大学
准教授 山本麻希

長岡におけるジェンダー平等：Goal 5

8/29（月）

日本におけるジェンダー平等の達成状況は「深刻な課題」
があると指摘され、世界経済フォーラムに
よる「ジェンダー格差指数」
でも2021年度は156か国中120位と低迷しています。長岡も例外では
ありません。
ジェンダー平等の実現に向けて何を克服するとよいのかを考えます。

長岡技術科学大学
特任講師 西原亜矢子

19：00〜20：30

19：00〜20：30

デジタルトランスフォーメーション（DX）
と経済成長：Goal 8

9/5（月）

近年さまざまな分野で聞くDXとは、コンピュータの導入で単に業務効率を図るのではなく、デジタル技
術によって生活をよりよいものに「変革」
することです。長岡の更なる生産性向上のため、デジタルを活
用した業務やビジネスモデルの変革と、それによる経済成長や働き方の変化について話します。

長岡技術科学大学
教授 湯川高志

9/12（月）

長岡には、市民生活の中でもSDGs的な事業として子ども食堂やフードバンク長岡がありますが、どのような活動
をしているかあまり知られていません。その活動から長岡にもある見えない実情を紹介します。最後にこれまで学ん
だ長岡の「SDGs的課題」
を振り返り、仲間と一緒に長岡のために今の自分に何ができるのか考えましょう。

長岡子ども・地域食堂ネットワーク
代表 佐竹直子

オープンソースソフトウェア（OSS）
は、誰でも無料で利用できる便利なものです。仕事でパソコンを利
用・管理したり、IT化を企画したり、自分の家のIT化を試みている人などを対象に、ビジネスや生活に
活用できる有用なOSSを紹介します。
定 員

30名（先着） 受講 料 5回で3,000円

会 場

【 5 回連 続講座 】

1

2

15

オープンソースソフトウェア（OSS）
とは何か
オープンソースソフトウェア（OSS）
とは、元となるソースコードが公開されているソフトウェアのことを
指しますが、一口に「公開されているソースコード」
といってもさまざまな形態があります。普及するまで
の波乱万丈の歴史も踏まえて、世の中にどのようなOSSがあるのか見てみましょう。

ビジネスに活用できるサーバサイドOSS
近年World Wide Web（WWW）
は、会社や製品の情報の提供、製品やサービスの受注、サービ
ス提供などビジネスにおいてなくてはならないものとなっています。WWWアプリケーションの構築に活
用できるさまざまなOSSとその事例を紹介します。

まちなか大学

1

2

3

8/10（水）〜

4

コーディネーター 長岡技術科学大学 教授 湯川高志

9/22（木）

19：00〜20：30
新潟オープンソース協会
代表理事 湯川高志
（長岡技術科学大学 教授）

9/29（木）

19：00〜20：30

新潟オープンソース協会
理事 本間忍
（有限会社アイテック 代表取締役）

10/13（木）

家に帰る直前に灯りやエアコンをつけたり、留守中に鉢植えに水をやるなどといったスマートホームを
はじめとして、センサー情報をインターネットを介して処理することで生活を便利にするIoT（Internet
of Things）
が注目されています。IoTのためのOSSとその事例を紹介します。

人工知能（AI）を支えるOSS

19：00〜20：30
新潟オープンソース協会
理事 田中武則
（新潟エスラボ株式会社 代表取締役）

10/20（木）

近年、ディープラーニングをはじめとした人工知能（AI）技術が産業や生活に多く活用されています。
このようなAI活用システムも多くのOSSに支えられています。AIシステム構築に活用できるOSSとそ
の活用事例について紹介します。

定 員

申込

3F 301会議室

OSSを使ってIoTシステムを構築

19：00〜20：30

19：00〜20：30
新潟オープンソース協会
理事 板垣正敏
（板垣正敏中小企業診断士事務所
中小企業診断士）

【 5 回連 続講座 】

認知症の維持改善から始まった臨床美術。今では認知症予防だけでなく、こどもの感性教育、社会人
のメンタルヘルスなど対象はさまざまです。創作する喜びを味わうとともに脳を活性化する、そんな臨床
美術を体験しましょう。

19：00〜20：30

ビジネスや生活に活用できるオープンソースソフトウェア

10/6（木）

日常の業務等で使うワードプロセッサ、表計算ソフトウェアなどにもOSSが存在します。他にも、パソ
コン上で動作して業務や生活に役立つOSSのデスクトップアプリケーションがあります。それらのソフ
トウェアを社内の標準オフィススイートとして活用している会社や自治体の事例を紹介します。

新しい美術の在り方・臨床美術体験

19：00〜20：30

長岡の実情を振り返る

ビジネスや生活に活用できるデスクトップOSS

5

30名（先着） 受講 料 5回で3,000円

会 場

3F 301会議室

申込

11/10（木）〜

コーディネーター ながおか臨床美術の会

臨床美術とは

12/16（金）

美術が苦手な人でもいつの間にか本格的な作品ができ、脳が生き生きとして、自然と元気が出てく
る臨床美術。その魅力を話します。日本人の７～８割が美術が苦手といわれていますが、創作活動そ
のものを楽しむところが特徴であるため誰でも楽しめます。

日本臨床美術協会
常任理事 蜂谷和郎

実践・さつまいもを描く

12/23（金）

こんな描き方があったのかと驚くような描き方でさつまいもを描きます。絵が苦手な人も、得意な人も、
一人ひとり個性豊かな作品ができます。絵が苦手な人の方が味わい深い作品ができることも。いろい
ろな人の作品を見て、それぞれの良さを語り合うことも臨床美術の醍醐味です。

ながおか臨床美術の会
代表 土田倖子

こどもと臨床美術

R5.1/6（金）

臨床美術は、保育園や幼稚園、小学校の授業にも導入されています。こどもの成長に必要な好奇
心や探求心などの非認知的能力を養うといわれています。感じたことを自分の感性で創作して表現す
ることがこどもにとってどれほど重要なのかを話します。

日本臨床美術協会
常任理事 蜂谷和郎

実践・二人で描く

R5.1/13（金）

１枚の作品を二人で描きます。自分とは違う感性との共同制作によって、一人では思いもよらない作
品になります。一緒に絵を描くことで自然とコミュニケーションが生まれ、自分とは違う考えがあることを
知り、違いを受け入れ、違いを恐れずに人と関われるようになります。

ながおか臨床美術の会
代表 土田倖子

メンタルヘルスと臨床美術

R5.1/20（金）

臨床美術は、多くのストレスを抱える現役で働く世代にも効果があります。忙しい日々の中でほんの少
しでも何かに没頭することでストレスが緩和されるだけでなく、発想の転換や創造力の向上ひいては
新しい自己発見につながり、仕事への活力が湧いてきます。

日本臨床美術協会
常任理事 蜂谷和郎

まち なか大 学

まち なか大 学

4

3

19：00〜20：30

19：00〜20：30

19：00〜20：30

19：00〜20：30

19：00〜20：30

新潟オープンソース協会
理事 神田英一朗
（株式会社KCS 代表取締役）

まちなか大学
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Machinaka College

ヨソモノが伝える長岡のモッタイナイ！

Machinaka Graduate School

－長岡の地域おこし協力隊－

【 5 回連 続講座 】

長岡の「地域おこし協力隊」
ってナニモノ？長岡に魅力を感じたヨソモノ、ワカモノが、斬新な視点で
地域に刺激を与える活動を行っています。隊員の活動は十人十色。現在または過去に活動していた隊
員たちが、
「長岡に埋もれているモッタイナイ！」
とこれからの長岡について語ります。
定 員

1

2

30名（先着） 受講 料 5回で3,000円

会 場

3F 301会議室

申込

12/12（月）〜

コーディネーター 長岡造形大学 研究員 軍司円

地域おこし協力隊ってどんなオシゴト？

R5.1/25（水）

地域おこし協力隊の活動を知らないなんてモッタイナイ！県外から長岡に来たワカモノが、制度や全
国の事例などの概要について話します。日本酒が大好きな講師が、たくさんの人に日本酒の魅力を
知ってもらうためにこれまでに企画したイベントなど、具体的な活動を紹介します。

長岡造形大学
研究員 軍司円

地域をブランディングするってどういうこと？

R5.2/1（水）

地場産業を眠らせたままなんてモッタイナイ！前職で企業や商品のブランドづくりに関わるデザインを
行ってきた講師が、栃尾のワイン農家やキャンプ施設など地域の企業との活動を通じて感じた、長
岡の魅力や地域産業の課題、自身の活動の課題について伝えます。

19：00〜20：30

まちなか 大 学・大 学 院の 受 講 生には 、
「 まちなかキャンパス長 岡 学 生 証 」を発 行します。

P 17参照

SDGs研究コース

あなたが考える「長岡× SDGs」 10 回連 続講座
【

19：00〜20：30

】

工業・商業・農業が栄えている長岡。生活の利便性が高い一方で、自然を身近に感じることもできます。そんな長
ねらい 岡で実際に取り組まれているSDGsの事例を学んで、長岡のための、長岡だからこそできるSDGsを考え、
「長岡
モデル」
を発信しましょう。

栃尾プロダクトプロモーション

柴田和花子

対 象 「まちなか大学『長岡のSDGs的課題を探る！』修了生」または「一定の知識を有し、学長が認めるもの」

学生と企業をつなぐ「NaDeC」って一体何？

3

R5.2/8（水）

「NaDeC」
を知らないなんてモッタイナイ！学校にいるだけではできない活動を行える場づくりを進めて
いる講師が、長岡の学生と企業をつなぐNaDeCについて話します。新たな活動に向けた交流を支
援するため、所属や年齢関係なく交流できるイベント企画などの活動を紹介します。

NaDeCオープンイノベーション・コーディネーター

上田夏子

1

長岡市×長岡造形大学大学院
イノベーター育成プログラム
２期生 三浦尚悟

未利用資源って知ってる？

R5.2/22（水）

有効に活用されず廃棄されている資源があるなんてモッタイナイ！長岡にもエソやモミ殻など厄介だけ
ど宝物になる資源があります。実際に現場で調査している講師が、生産現場が抱える課題について
話します。未利用の原因を紐解くと、地域の産業を取り巻くさまざまな課題が浮彫りになってきます。

NaDeCオープンイノベーション・コーディネーター

19：00〜20：30

服部祥吾

2

3

5
まちなか大学・大学院受講生の特典
学生証

2

修了証

オリジナルの「まちなかキャンパス長岡学

まちなか大学・大学院の講座を修了※した人に

生証」
を発行します。学生気分を味わえま

その学びを認める修了証を授与します。

すよ。講座を受講する際は、学生証で出席

※まちなか大学は各講座の7割以上出席

をとります。
また、協力店で学生証を提示す

※まちなか大学院は7割以上出席かつ成果発表

会 場

オリエンテーション

学生証を持っていると
まちキャンの協力店で
嬉しい特典があります♪

6～9

申込

8/1（月）〜

5F 501会議室

申込書にて

11/7（月）

まずはオリエンテーション。講義概要と各回の内容とねらいを説明します。SDGsの観点から自分が長
岡のために何をしたいのか、考えを整理するためのスキルアップ手法についても話します。

19：00〜20：30

4

1

受講 料 10回で5,000円

ディレクター 長岡技術科学大学 教授 南口誠／長岡技術科学大学 UEA（SDGs担当） 勝身麻美

R5.2/15（水）

長岡の素敵な風景を知らないなんてモッタイナイ！長岡に移住し、大学院で研究を行いながら活動し
ている講師が、ヨソモノだからこそ気づいた長岡の魅力や、活動の中で見えてきた「地域風景の中
にある魅力の見つけ方」、
「こどもたちが魅力を感じる風景」について話します。

5

19：00〜20：30

10名（書類選考あり）

19：00〜20：30
長岡技術科学大学
教授 南口誠

事例１：プロダクトデザインとSDGs

11/14（月）

工業製品は素材、製造方法、輸送、販売、廃棄まであらゆる場面でSDGsと深い関わりがあります。
また製品開発を担うデザインの視点や手法はSDGsを進める方法論としても機能します。このような
多角的視点からSDGs実現手法を考えましょう。

長岡造形大学
教授 境野広志

事例２：SDGs実現の切り札

11/21（月）

ーサーキュラーエコノミーー

19：00～20：30

19：00～20：30

SDGs実現の切り札ともいわれるサーキュラーエコノミーコンセプトは、欧州が先行し、日本でも近年
議論が進んでいます。
しかし、日本古来のビジネスにはすでにこのコンセプトが利用されているものも
あります。事例紹介からSDGs実現のヒントを探りましょう。

長岡技術科学大学
教授 南口誠

事例３：事業そのものがSDGs達成に繋がる新たな農業

11/28（月）

廃棄物等を活用して循環社会を築くだけでなく、事業活動そのものがSDGsへ繋がるアクアポニック
スという新たな農法を長岡で始めたベンチャーの取り組みを話します。起業や企業内の新規事業のヒ
ントを見つけましょう。

株式会社プラントフォーム
代表取締役CEO 山本祐二

事例４：マイナスをプラスにするシステムづくり

12/5（月）

新潟県に代表される雪国では、雪に対するマイナス感情が強く、雪かき作業も辛い・苦しい・やりたく
ないという意識が強いです。講師が主宰する雪かき道場がいかにそのマイナスをプラスに転換してき
たかを紹介し、SDGs達成の仕掛けづくりに活かしましょう。

長岡技術科学大学
教授 上村靖司

個別研究
各自がテーマを決めて、ワークシートをもとに研究を行います。ディレクターによる個別指導も行います。

詳細はこちら

まち なか大 学 院

まち なか大 学

地域風景の魅力ってなんだろう？

4

定 員

19：00～20：30

19：00～20：30

12/12（月）
12/19（月）
8 12/26
（月）
9 R5.1/16
（月）
6
7

19：00〜20：30

るとお得なサービスが受けられます。

10

成果発表
各自の研究を発表します。

R5.1/23（月）
19：00〜21：00

最終回に、修了証を授与します！

17

まちなか大学

まちなか大学院

18

Lectures for Children

ボランティア企画講座

Lectures for Children

静電気おもちゃをつくって学ぼう！

7/23（土）

冬にセーターを着るときや車を乗り降りするとき、手にバチバチッとしたことはありませんか。それ
が静電気です。静電気モーターのおもちゃや静電気を利用した空飛ぶ電気クラゲをつくって、
冬に身近で起こる静電気について“真夏”
に予習しよう！
定 員

小学生とその保護者20組

受講 料 500円

ボランティア企画講座

会 場

4F 交流広場

先行
事業

空飛ぶ仕組みを理解してドローンを飛ばしてみよう！
こどもカフェ

気になることに挑戦し、気軽に学べる講座
ボランティア企画講座

こども大学

Ｐ19

知りたいことを深堀りし、じっくり学べる連続講座

ドローンが飛び続けるには、重力と同じ大きさの力でドローンを空中に支える力（揚力）
が必要
です。
ドローンの原型である紙トンボを飛ばして揚力を理解し、ドローンの仕組みを学びます。
実際に小型ドローンを自分で操縦して飛ばしてみよう！

P24

会場までバス移動

いつも講座の運営補助でまちキャンを支えてくれているボランティアスタッフが企画した講座

抽選申込方法

まちキャン

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、電話にて追加申込を先着順で受け付
けます。

検索

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。

HPまたはサービスカウンター設置の
申込書※電話不可

抽選日

7月の 講座

6/15（水）23：59

6/16（木）

6/24（金）8：30〜

8月の 講座

7/13（水）23：59

7/14（木）

7/22（金）8：30〜

抽選申込開始

ボランティア企画講座

ロウを利用してハンカチをカラフルに染めてみよう！
会 場

1 4F 創作交流室

服 装

2 動きやすい靴

1

2

19

こども講座

小学4～6年生とその保護者10組

【 2回連続講座 】

定 員

小学生とその保護者15組

14：00～16：00

6/15（水）申込締切
長岡技術科学大学
名誉教授 神林紀嘉

受講 料 600円

会 場

4F 交流広場、創作交流室

受講 料 500円

7/24（日）

14：00～15：30

6/15（水）申込締切
YouTubeチャンネルAsobi.CC
クリエイター TAKU

7/26（火）

会 場

悠久山小動物園（現地集合）

13：30～15：00

6/15（水）申込締切
悠久山小動物園
飼育員

5/18（水）〜

申 込 方 法

定 員

小学生とその保護者15組

一眼レフカメラまたはミラーレス一眼カメラ
（必須）、三脚、好きなフィギュア（あれば）

動物にはさまざまな体の形があり、例えば、同じ鳥の仲間でも首が長いものと短いものがいます。
なぜ同じ鳥類なのに、体・手・足・尾の大きさが違うのでしょうか？動物たちの体の変化や違い
を実際に動物を見ながら学びましょう。悠久山小動物園のエサづくりの様子も見学できますよ。

追加申込開始（先着順）

7/23（土）

こど も 講 座

こど も 講 座

5/18（水）

定 員
持 物

ゾー

抽選申込締切（必着）

6/15（水）申込締切
長岡技術科学大学
名誉教授 矢鍋重夫

受講 料 500円

動物たちの体形の意味を教えるz oo

キャンセルの受け付けは、開催日前日の閉館まで（平日・土曜は 21：00、日曜・祝日は 18：00 まで）です。
・キャンセルの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。
・兄弟姉妹で申し込む場合でも、お一人ずつお申し込みください。

抽選申込開始

4F 創作交流室、交流広場

身近にあるライトを使ってライトペイント！好きなフィギュアと飛び交う光の軌道を一眼レフカメ
ラでアートに撮ってみよう。
カメラの仕組みを理解してコツをつかめば、あなたも名カメラマン。
カ
メラ系YouTuberが、スマホじゃ撮れない楽しいアート写真の撮影術を教えます。

ンターに設置する申込書でお申し込みください。

抽選結果 抽選で受講者を決定し、郵送で結果をお知らせします。

小学3～6年生とその保護者10組

光でお絵描き！一眼レフカメラでアート写真を撮ろう

QRコードを
スキャンして
申し込もう！

申込方法 まちなかキャンパス長岡のホームページまたは、まちなかキャンパス長岡 4F サービスカウ

定 員
会 場

10：00〜11：30

上記参照

6/15（水）申込締切

受講 料 500円

保育サービス、やってます。
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。

2 長岡工業高等専門学校（現地集合）

※まちキャンが会場の講座のみ対象です。
対

デザインを決めよう！

7/10（日）

皆さんが着ている服などの布は、色が混ざらないように染められています。その方法
のひとつに「ロウケツ染め」があります。このおもしろさと難しさを体験します。
まずは
染料やロウの性質を学び、自分が染めたい図柄をデザインしてみよう！

長岡工業高等専門学校
元教授 丸山一典

染めてみよう！

7/17（日）

いよいよ自分で考えたデザインをハンカチに描きます。染料やロウの性質を思い出して、
じっくり急がずに描いてみよう！溶かしたロウと赤、青、黄、緑の４色の染料を使ってハ
ンカチをカラフルに染めます。自分が思い描いたとおりにハンカチが染められるかな？

長岡工業高等専門学校
元教授 丸山一典

10：00〜11：30

10：00〜11：30

6か月～未就学のお子さん

象

講座の10日前まで

申込締切
申込方法

まずは
「ちびっこ広場」にご連絡いただき、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
予約が取れたら、まちキャンまでご連絡ください。
予約が取れなかった場合は、まちキャンで保育を行いますので、まちキャンまでご連絡ください。

詳細はこちら

ちびっこ広場（フェニックス大手ウエスト２F） TEL.0258-39-2775
開館時間

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

フェニックス大手イースト2Fのフロアから連絡通路で行くことができます。

こども講座
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誰でも簡単にダブルダッチ

Lectures for Children
7/29（金）

－親は縄を回すだけ－

ダブルダッチって難しそう？でも、ちょっとしたコツと相手を思いやる気持ちで簡単に跳べるん
です。運動が得意か不得意かは関係なし！さぁ親子で協力して、レッツ！ダッチ！
定 員

小学生とその保護者10組

受講 料 500円

会 場

ボランティア企画講座

3F 多目的スペース1

こうそ

ごはんをかむと甘くなるのはなぜ？ －酵 素のはたらきを知ろう－
私たちのからだの中では何千という種類の酵素が働いています。酵素のはたらきによってごはんを
甘く感じたり、パイナップルを食べると舌がピリピリしたりします。口や胃、果物などにある身近な酵
素を使った実験を通して、その理由や酵素のはたらきを学びます。中学校の勉強にチャレンジ！
定 員

小学3～6年生とその保護者16組

受講 料 500円

会 場

長岡技術科学大学（現地集合）

服 装

14：00～15：30

6/15（水）申込締切
長岡工業高等専門学校
准教授 江田茂行

7/30（土）

13：30〜15：30

6/15（水）申込締切
長岡技術科学大学
名誉教授 森川康
准教授 志田洋介

動きやすい靴

花火の色づくりに挑戦！

7/30（土）

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
やすものによって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！科学マジック体験をしてみませんか。
定 員

小学生とその保護者20組

受講 料 500円

会 場

長岡工業高等専門学校（現地集合）

18：30〜20：30

6/15（水）申込締切
長岡工業高等専門学校
教授 鈴木秋弘

Kawaii理科実験

韓紙チョガッポ

7/31（日）

定 員

小学4～6年生とその保護者20組

持 物

分解してみたいもの（リモコン、万歩計など、あれば）

定 員

小学生とその保護者20組

受講 料 500円

会 場

4F 交流広場

14：00～16：00

6/15（水）申込締切
長岡造形大学
准教授 金夆洙

8/4（木）

飛び出す絵本のような楽しいポップアップカード。つくり方はとっても簡単。バースデーカードや
お手紙など、誰かにメッセージを贈るときに手づくりのカードで気持ちを伝えませんか。紙とはさ
み、のりなどがあれば誰でも簡単につくれますよ！
定 員
持 物

小学生とその保護者20組

受講 料 500円

会 場

4F 交流広場

小学生とその保護者12組

持 物

軍手

7/13（水）申込締切
長岡造形大学
教授 天野誠

はさみ、スティックのり

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！
分光シートと紙コップを使って、電灯などの光の虹を観察します。仕組みを理解したら、さぁ虹
がいっぱいの光万華鏡をつくろう！偏光シートと無色透明なセロテープを使ってステンドグラス
のように見える光万華鏡もつくります。
３つの工作で光について学ぼう！
小学生とその保護者各回20組

服 装

受講 料 1,000円

受講 料 500円

会 場

4F 交流広場

①8/5（金）14：00〜15：30
②8/6（土）14：00〜15：30

7/13（水）申込締切
長岡技術科学大学

Ｋａｗａ
ｉ
ｉ理科実験プロジェクト

8/8（月）

いろいろな形の木の廃材を使って、自分なりの生き物をつくってみよう！グルーガンでくっつける
だけなので、思いついた形をすぐ表現できますよ。廃材再生師と呼ばれるゲストが、廃材を再
び輝かせることの大切さも話します。
定 員

7/13（水）申込締切

4F 交流広場

会 場

14：00～15：30

7/13（水）申込締切
廃材再生師 加治聖哉

4F 創作交流室

汚れてもよい服、動きやすい靴

ボランティア企画講座

超強力磁石でリニアモーターの仕組みを学ぼう！
日本でリニアモーターを使った高速鉄道（リニア新幹線）が2027年の開業を目指して建設中です。普通、モーターは
軸がクルクルと回転することで動いていますが、リニアモーターは、直線の運動をするようにして動きます。超強力磁石
とコイルの実験で、リニアモーターが普通のモーターとは異なる理由を知り、リニア新幹線が走る仕組みを学ぼう！
小学4〜6年生とその保護者12組

みんなで景観たんてい団

受講 料 500円

会 場

8/9（火）

14：00～15：30

7/13（水）申込締切
長岡工業高等専門学校
名誉教授 高田孝次

4F 創作交流室

－醸造のまち摂田屋編－

醸造のまち摂田屋を散歩しながら、歴史のある建物やまちなみ（景観）
を目と鼻と耳で感じて写真に
残そう。昔からお酒や味噌や醤油を造っている場所が、今も私たちの生活の一部になっている様子
が分かるよ。古いものと最近できたものとの違いが分かると、もっとまちを歩くのが楽しくなるかも。

8/10（水）

9：00～10：30

7/13（水）申込締切
長岡造形大学
准教授 津村泰範

小学3～6年生とその保護者15組

受講 料 1,800円（撮影用インスタントカメラあり。現像は含みません。）
会 場

吉乃川酒ミュージアム「醸蔵」
（現地集合）

服 装

歩きやすいもの

持 物

飲み物、帽子、雨具（雨天時）

その 他 天候不良の場合は、8月12日
（金）9：00～10：30に開催します。

長岡歯車製作所で「はぐるマニア」になろう！－ながおか企業探検隊－
ごうぎ

ボランティア企画講座

定 員

10：00～11：30

会 場

廃材でオリジナルな生き物をつくろう！

定 員

仕掛けが楽しい飛び出すカードをつくろう！

受講 料 1,000円

14：00～15：30

こど も 講 座

こど も 講 座

韓紙とは、韓国の丈夫で保存性が良く表面が滑らかな紙のことです。韓国語の「チョガッポ」
とは、ペタペタ貼りつけるパッチワークという意味です。そんな韓紙を使った紙あそびを通じて、
韓国の文化を学ぼう！

8/7（日）

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。

定 員

韓国の紙文化体験

分解しまくり隊

長岡市のものづくりのプロとして、優れた技術や技能を認定する「豪 技」にも選ばれた長岡歯車
製作所。でも歯車って何？どこで使われているの？オモテには見えないけれど、無いと困る歯車に
ついて教えてもらおう。いろんな歯車をつくっている工場を見て回れば、きみも「はぐるマニア」だ！
定 員

小学3～6年生とその保護者各回10組

会 場

長岡歯車製作所

服 装

受講 料 600円

8/11（木・祝）

①9：20～12：00
②12：50～15：30

移動時間
含む

7/13（水）申込締切
株式会社長岡歯車製作所
代表取締役 加納孝樹

運動靴（滑りにくいもの）、帽子

※①、②どちらか1回のみ受講ができます。どちらの回でも良い場合は、両方にお申し込みください。

名誉教授 藤井信行

※①、②どちらか1回のみ受講ができます。どちらの回でも良い場合は、両方にお申し込みください。
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イオンでSDGsを探し出せ！ －ながおか企業探検隊－

8/18（木）

いつも使っているイオンのあの文房具も、いつも食べているイオンのあのお菓子も、環境や社会
のためになっているって知ってた？イオン長岡店の取り組みを学んだら、買い物カゴと探検シート
を持って売り場へＧＯ！SDGsな商品を探し出せ！普段は入れないバックヤードも見れちゃうよ。
定 員

小学3～6年生各回10人 ※保護者は前半（イオンの取り組み紹介）のみ同伴可

受講 料 500円

会 場

①10：00～11：30
②13：30～15：00

7/13（水）申込締切

イオン長岡店（現地集合）

目指せ！図書館の達人
8/20（土）

放射線とは、原子の中心からすごいスピードで飛び出してくる小さなエネルギーのかたまりです。イギリスの物
理学者ウィルソンは、放射線が通った跡を観察できる「霧箱」の発明でノーベル物理学賞を受賞しました。
同じ原理を利用して、自然の放射線を観察する装置をつくりましょう。放射線は怖いだけではありませんよ！
定 員

小学生とその保護者20組

受講 料 500円

会 場

4F 交流広場

ろうそくパワーで動くおもしろ船をつくろう！

14：00～15：30

7/13（水）申込締切
東京大学
准教授 村上健太

8/21（日）

ろうそく１本のパワーで、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。身近で安い材料を使ったシンプル工作。ちょっと難しいところもあるけれど、
親子で協力して完成させよう！
定 員

小学3〜6年生とその保護者20組

受講 料 700円

会 場

長岡工業高等専門学校（現地集合）

持 物

はさみ、ホッチキス、細めのサインペン、定規（15cm程度）、ティッシュ

5/18（水）〜

申 込 方 法

詳しくはP19

イオン長岡店
店長 秋山佳男

※①、②どちらか1回のみ受講ができます。どちらの回でも良い場合は、両方にお申し込みください。

「ほうしゃせん」を見てみよう！

抽選申込開始

1

13：30～15：30

7/13（水）申込締切
長岡工業高等専門学校
教授 河田剛毅

2

ねらい

いつもは静かにしなくちゃいけないから、ホンのちょっと聞きたいことがあってもなかなか聞けな
い図書館。図書館の仕組みや便利な使い方を学んで、図書館の達人になろう！

定 員

小学生とその保護者20組

6/15（水）

申込締切

受講 料 3回で2,000円

会 場

1

3 長岡市立中央図書館（現地集合）

2 ４Ｆ 交流広場

持 物

2 はさみ、三角定規、平筆（あれば）、手拭きタオル

図書館の達人になろう

7/10（日）

図書館の本って、どうやって並べられているの？その謎を解きながら、上手な本の探し方をマスターし
よう。本の構造や、本をおすすめするときのポイントについても話します。

長岡市立中央図書館職員

自分だけのミニ本をつくろう

7/17（日）

本物の本そっくりな小さな本をつくってみよう。そこに自分が読んだ本の記録を書き込めば、自分だけ
のオリジナルミニ本の完成です。おすすめしたい本の紹介ＰＯＰづくりにもチャレンジします。

14：00〜15：30

14：00〜15：30

長岡市立中央図書館職員
長岡図書館友の会
「なりふ」

図書館のおしごとを体験しよう

7/25（月）

図書館司書って何してる人？図書館で働くプロのお仕事を体験してみよう。図書館の便利な使い方を学
んだら、完成したＰＯＰも展示して見てもらおう。休館日だから図書館貸し切り！バックヤードも見れるよ。

長岡市立中央図書館職員

14：00〜15：30

曜日に
注意

こど も 講 座

こど も 講 座

3

【 3 回連続講座 】

先行
事業

リモコンなしで思いどおりに動くロボットカーをつくろう！

先着

ねらい

恐竜が生きた時代を探ろう！

9/23（金・祝）

新潟県の地質図を見ながら、恐竜がいた時代の地層の特徴や、その地層がどのように分布し
ているのかなどを探ります。地質図には、恐竜の化石を見つけるヒントが隠れています。ティラ
ノサウルスの歯のレプリカをつくって化石からどんな情報が得られるかを考えてみよう！
定 員

小学生とその保護者20組（先着） 受講 料 800円

会 場

4F 交流広場

出発進行！運転士のおしごと

小学生とその保護者20組（先着） 受講 料 500円

申込

8/10（水）〜

新潟県立自然科学館
学芸員 田村翼

10/10（月・祝）

電車の運転士。男の子がなりたい職業ランキングトップ10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、どんなお仕事をしているのかを聞いてみよう！
定 員

14：00～15：30

会 場

4F 交流広場

14：00～15：30
申込

9/12（月）〜

1

2

JR東日本
運転士 江村亜登夢

3
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【 3 回連続講座 】

「ものづくり」
「電子工作」
「プログラミング」
を一度に学べる夢のような講座です。プログラミン
グでロボットカーが自分の思いどおりに動く感動を味わってみよう！

定 員

小学生とその保護者15組

会 場

長岡工業高等専門学校（現地集合）

7/13（水）

申込締切

受講 料 3回で6,000円

プログラミングしてみよう
まずはプログラミングを体験しよう。実はみんなの身近なものにも使われているマイコン。これを使って
液晶画面に文字を描いたり、LEDの光を点滅させたりして、プログラミングのおもしろさを学ぼう！

ロボットカーの車体をつくろう
モーターをプログラミングで動かすことで、モノが動く感動を味わおう。ロボットカーの車体をつくって
モーターと合体させることで、走るようになる。そんなものづくりのおもしろさを感じよう！

ロボットカーを思いどおりに走らせよう
実際にロボットカーを走らせよう。意外とまっすぐに走らせるのにはコツがいるよ。試行錯誤を繰り返し
て、思いどおりに走らせることができれば、君も立派なエンジニア！
？

8/6（土）

10：00〜11：30
長岡工業高等専門学校
教授 池田富士雄

8/13（土）

10：00〜11：30
長岡工業高等専門学校
教授 池田富士雄

8/20（土）

10：00〜11：30
長岡工業高等専門学校
教授 池田富士雄

こども講座
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Schedule

4
日

申込 3/10（木）〜

4月／April

時間

講座名

P

6
日

まちなかカフェ

まちなか大学

まちなか大学院

こども講座

申込 5/10（火）〜

6月／June

時間

講座名

P

7
日

申込 6/10（金）〜

7月／July

は5/18（水）〜

時間

P 19参照

講座名

P

8
日

申込 7/11（月）〜

8月／August

は5/18（水）〜

時間

P 19参照

講座名

P

18（月）19：00～20：30

空に憧れて、翼に憧れて
①飛行機に働く空気の力を推定する

12

1（水）19：00～20：30

ストレスをマネジメントする
④「怒り」
をマネジメントする（実践編）

13

2（土）14：00～15：30

お聞きください♪ハードオフの事業展開

07

4（木）10：00～11：30

仕掛けが楽しい飛び出すカードをつくろう！

21

23（土）14：00～15：30

気をつけたいＳＮＳ －自由に書き込んで何が悪いの？－ 08

2（木）19：00～20：30

生き残る防災力を身につける －自助・共助の推進－
14
①災害リスク情報の視点から学ぶ防災

9（土）14：00～15：30

古着でSDGs

06

5（金）14：00～15：30

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！

21

25（月）19：00～20：30

空に憧れて、翼に憧れて
②航空機の環境適合性について

12

5（日）14：00～15：30

古墳に大コーフン！

10

10（日）10：00～11：30

ロウを利用してハンカチをカラフルに染めてみよう！
①デザインを決めよう！

19

6（土）10：00～11：30

リモコンなしで思いどおりに動くロボットカーをつくろう！
①プログラミングしてみよう

24

03

6（月）19：00～20：30

灯り語

06

14：00～15：30

目指せ！図書館の達人
①図書館の達人になろう

24

14：00～15：30

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！

21

03

8（水）19：00～20：30

ストレスをマネジメントする
⑤気持ちを軽くする

13

12（火）19：00～20：30

大河津分水のこれから －大河津分水通水100年－ 08

7（日）14：00～15：30

Kawaii理科実験

22

9（木）19：00～20：30

生き残る防災力を身につける －自助・共助の推進－
14
②災害復興計画、防災・減災まちづくりの視点から学ぶ防災

16（土）10：00～11：30

Let's！900円で３食レシピ

06

8（月）14：00～15：30

廃材でオリジナルな生き物をつくろう！

知って得する自己暗示

06

9（火）14：00～15：30

超強力磁石でリニアモーターの仕組みを学ぼう！ 22

ロウを利用してハンカチをカラフルに染めてみよう！
②染めてみよう！

19

10（水）9：00～10：30

みんなで景観たんてい団 －醸造のまち摂田屋編－

目指せ！図書館の達人
②自分だけのミニ本をつくろう

24

9：20～12：00
11（木・祝）（移動時間含む）

－ながおか企業探検隊－

静電気おもちゃをつくって学ぼう！

20

動物園バックヤードツアー

12：45～15：30
26（火）（移動時間含む）

－悠久山小動物園の裏側－

29（金・祝）14：00～15：30

映画『峠 最後のサムライ』
を語る

5
日

25

令和４年度
講座スケジュール

Schedule

申込 4/11（月）〜

5月／May

時間

講座名

P

分解しまくり隊

22

15（水）19：00～20：30

海が教える地球温暖化

05

14：00～15：30

16（木）19：00～20：30

生き残る防災力を身につける －自助・共助の推進－
14
③市街地火災・被害予測・人間行動の視点から学ぶ防災

17（日）10：00～11：30

18（土）10：00～11：30

可愛いマスクメイク講座

05

14：00～15：30

添加物のこと知ってんか?

05

23（土）10：00～11：30
14：00～16：00

空飛ぶ仕組みを理解してドローンを飛ばしてみよう！ 20

13（土）10：00～11：30

リモコンなしで思いどおりに動くロボットカーをつくろう！
②ロボットカーの車体をつくろう

24

03

24（日）14：00～15：30

光でお絵描き！一眼レフカメラでアート写真を撮ろう 20

15（月）19：00～20：30

長岡のＳＤＧｓ的課題を探る！
①新潟の魚が食卓から消える日：Goal 14

15

長岡歯車製作所で「はぐるマニア」になろう！

22

22

2（月）19：00～20：30

空に憧れて、翼に憧れて
12
③ボーイングでの日々と次世代超音速旅客機への挑戦

9（月）19：00～20：30

空に憧れて、翼に憧れて
④小型無人飛行機の開発と世界の動向

12

23（木）19：00～20：30

生き残る防災力を身につける －自助・共助の推進－
14
④リスク・コミュニケーションの視点から学ぶ防災

11（水）19：00～20：30

ストレスをマネジメントする
①ストレスフルな時代を生きる

13

24（金）19：00～20：30

クラフトビールってなに？

14（土）14：00～15：30

ブラツムラwithキタ －柿川後編－

03

25（土）14：00～15：30

eスポーツっていいスポーツ？

10

25（月）14：00～15：30

目指せ！図書館の達人
③図書館のおしごとを体験しよう

24

18（木）10：00～11：30

イオンでSDGsを探し出せ！－ながおか企業探検隊－ 23

16（月）19：00～20：30

空に憧れて、翼に憧れて
⑤飛行機設計における数値シミュレーション技術の活用

12

26（日）14：00～15：30

スパイスカレーのしびれる魅力

08

26（火）13：30～15：00

動物たちの体形の意味を教えるzoo

20

13：30～15：00

イオンでSDGsを探し出せ！－ながおか企業探検隊－ 23

18（水）19：00～20：30

ストレスをマネジメントする
②人との付き合い方を振り返る

13

29（水）19：00～20：30

大相撲いろはの「ろ」

10

29（金）14：00～15：30

誰でも簡単にダブルダッチ －親は縄を回すだけ－

2１

20（土）10：00～11：30

19（木）19：00～20：30

SDGs入門 －自分ゴト化でSDGs－

10

30（木）19：00～20：30

生き残る防災力を身につける －自助・共助の推進－
14
⑤災害時の企業による地域復旧・復興活動の視点から学ぶ防災

30（土）13：30～15：30

ごはんをかむと甘くなるのはなぜ？

21

14：00～15：30

24（火）19：00～20：30

長岡の果てまで行ってるぅ～！？鳥獣ハンターのおしごと 07

花火の色づくりに挑戦！

21

21（日）13：30～15：30

ろうそくパワーで動くおもしろ船をつくろう！

23

25（水）19：00～20：30

ストレスをマネジメントする
③「怒り」
をマネジメントする（基礎編）

韓国の紙文化体験

21

22（月）19：00～20：30

長岡のＳＤＧｓ的課題を探る！
②持続可能な長岡の林業とは：Goal 15

15

29（日）14：00～15：30

立体折り紙をつくって多面体について考えよう！ 05

24（水）19：00～20：30

越後の鬼伝説 －悲しき鬼たち－

10

30（月）19：00～20：30

ベトナムと日本の同じトコ、違うトコ

27（土）14：00～15：30

ZINEってなに？そうねだいたいね～。

06

29（月）19：00～20：30

長岡のＳＤＧｓ的課題を探る！
③長岡におけるジェンダー平等：Goal 5

15

講座スケジュール

13

10

14：00～15：30

－吉乃川「摂田屋クラフト」への想い－

18：30～20：30

31（日）14：00～16：00

－酵素のはたらきを知ろう－

韓紙チョガッポ

12：50～15：30

（移動時間含む）

長岡歯車製作所で「はぐるマニア」になろう！
－ながおか企業探検隊－

リモコンなしで思いどおりに動くロボットカーをつくろう！
③ロボットカーを思いどおりに走らせよう
「ほうしゃせん」
を見てみよう！

講座スケジュール

22

24

23

26

Schedule

Schedule

令和４年度 講座スケジュール

9
日

申込 8/10（水）〜

9月／September

時間

講座名

P

10
日

まちなかカフェ

まちなか大学

まちなか大学院

こども講座

申込 9/12（月）〜

10月／October

時間

講座名

P

11
日

申込 10/11（火）〜

11月／November

は8/1（月）〜

時間

P 18参照

講座名

P

1
日

申込 12/12（月）〜

2023年1月／January

時間

P

講座名

長岡のＳＤＧｓ的課題を探る！
15
④デジタルトランスフォーメーション（DX）と経済成長：Goal8

2（日）14：00～16：00

大人だってＬＥＧＯでプログラミング！

05

4（金）19：00～20：30

Do you 脳？ －こころの仕組み－

05

6（金）19：00～20：30

新しい美術の在り方・臨床美術体験
③こどもと臨床美術

16

現代美術館があったんだ！

06

6（木）19：00～20：30

ビジネスや生活に活用できるオープンソースソフトウェア
16
③ビジネスや生活に活用できるデスクトップOSS

7（月）19：00～20：30

あなたが考える「長岡×SDGs」
①オリエンテーション

18

13（金）19：00～20：30

新しい美術の在り方・臨床美術体験
④実践・二人で描く

16

10（土）14：00～15：30

高齢ドライバーが免許返納を考え始めたときに聞く話 08

8（土）13：30～15：30

知って楽しい長岡 －与板地域を知ろう－
①与板の魅力を知る －座学－

04

10（木）19：00～20：30

温泉から地域を元気にする！和泉屋の挑戦

04

16（月）19：00～20：30

あなたが考える「長岡×SDGs」
⑨個別研究

18

12（月）19：00～20：30

長岡のＳＤＧｓ的課題を探る！
⑤長岡の実情を振り返る

15

10（月・祝）14：00～15：30

出発進行！運転士のおしごと

23

14（月）19：00～20：30

あなたが考える「長岡×SDGs」
②事例１：プロダクトデザインとSDGs

18

19（木）19：00～20：30

雪室の秘密

09

17（土）14：00～15：30

くらしを豊かに彩る家電たち

08

11（火）14：00～15：30

本と図書館のホントのかしこい使い方

04

19（土）14：00～15：30

いま、なぜ民藝か －失われた「生活」を求めて－

06

20（金）19：00～20：30

新しい美術の在り方・臨床美術体験
⑤メンタルヘルスと臨床美術

16

22（木）19：00～20：30

ビジネスや生活に活用できるオープンソースソフトウェア
15
①オープンソースソフトウェア（OSS）
とは何か

13（木）19：00～20：30

ビジネスや生活に活用できるオープンソースソフトウェア
16
④OSSを使ってIoTシステムを構築

20（日）14：00～15：30

栃尾でワイン？奥深～い味、奥深～い話

04

23（月）19：00～21：00

あなたが考える「長岡×SDGs」
⑩成果発表

18

23（金・祝）14：00～15：30

恐竜が生きた時代を探ろう！

23

9：00～16：00
15（土）（移動時間含む）

知って楽しい長岡 －与板地域を知ろう－
②与板地域を巡る －現地学習－

04

21（月）19：00～20：30

あなたが考える「長岡×SDGs」
18
③事例２：SDGs実現の切り札 －サーキュラーエコノミー －

25（水）19：00～20：30

ヨソモノが伝える長岡のモッタイナイ！ －長岡の地域おこし協力隊－
①地域おこし協力隊ってどんなオシゴト？

17

29（木）19：00～20：30

ビジネスや生活に活用できるオープンソースソフトウェア
15
②ビジネスに活用できるサーバサイドOSS

20（木）19：00～20：30

ビジネスや生活に活用できるオープンソースソフトウェア
16
⑤人工知能（AI）
を支えるOSS

28（月）19：00～20：30

あなたが考える「長岡×SDGs」
18
④事例３：事業そのものがSDGs達成に繋がる新たな農業

26（木）14：00～15：30

「時間」
「お金」ムダなし！ネットスーパー活用術 09

30（金）19：00～20：30

一緒に読もう！村上春樹

22（土）14：00～15：30

台南の味わい方

11

30（水）19：00～20：30

みんながより自分らしく生きられる社会へ

31（月）14：00～15：30

新潟チャチャ茶

09

5（月）19：00～20：30
8（木）14：00～15：30

－長岡現代美術館と大光コレクション－

11

12
日

学 生 交流分科 会は、長岡 技 術 科 学大 学、長岡造 形 大 学、
長岡大学、長岡崇徳大学、長岡工業高等専門学校の学生
たちで構成しています。どんな楽しいことで盛り上がろうか
みんなで知恵を出し合っています！
これ
やりたい！

次のイベントの
情報はここから

う～ん…

講座スケジュール

時には就活に役立つ講座をやったり、時には
防災食を食べてみたり、時には灯ろうをつくっ
てみたり、自分たちが気になったこと、やりた
いことを形にしています！

講座名

P

5（月）19：00～20：30

あなたが考える「長岡×SDGs」
18
⑤事例４：マイナスをプラスにするシステムづくり

8（木）19：00～20：30

温泉で地域を元気にする！－必勝温泉仕掛け人－ 07

13（火）10：00～11：30

はじめましての
人でも自然と
仲良く♪

イイネ！

あーでもない
こーでもない

時間

09

申込 11/10（木）〜

12月／December

12（月）19：00～20：30

私たち学生交流分科会はマジメにバカになんでもやります！

27

令和5年

あなたが考える「長岡×SDGs」
⑥個別研究

18

「長岡生姜醤油ラーメン」の源流、青島食堂のひみつ 04

15（木）19：00～20：30

韓国のお坊さんの韓流お悩み問答

11

16（金）19：00～20：30

新しい美術の在り方・臨床美術体験
①臨床美術とは

16

19（月）19：00～20：30

あなたが考える「長岡×SDGs」
⑦個別研究

18

23（金）19：00～20：30

新しい美術の在り方・臨床美術体験
②実践・さつまいもを描く

16

26（月）19：00～20：30

あなたが考える「長岡×SDGs」
⑧個別研究

18

講座スケジュール

28

2
日

Schedule

申込 R5.1/10（火）〜

2023年2月／February

時間

講座名

P

1（水）19：00～20：30

ヨソモノが伝える長岡のモッタイナイ！ －長岡の地域おこし協力隊－
17
②地域をブランディングするってどういうこと？

8（水）19：00～20：30

ヨソモノが伝える長岡のモッタイナイ！ －長岡の地域おこし協力隊－
17
③学生と企業をつなぐ「NaDeC」って一体何？

14（火）19：00～20：30

荒屋遺跡からみる旧石器時代のくらしと
北方世界とのつながり

15（水）19：00～20：30

ヨソモノが伝える長岡のモッタイナイ！ －長岡の地域おこし協力隊－
17
④地域風景の魅力ってなんだろう？

20（月）19：00～20：30

大手通今昔物語

22（水）19：00～20：30

ヨソモノが伝える長岡のモッタイナイ！ －長岡の地域おこし協力隊－
17
⑤未利用資源って知ってる？

3
日

Machicam Supporter

2023年3月／March

時間

2（木）19：00～20：30

協賛企業

申込 R5.2/10（金）〜
講座名

P

思わず納得！日常あるあると行動経済学

07

まちなかカフェ

（協賛金口数順・五十音順）

まちなか大学

04

04

申し込み
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。

tel. 0258 - 39 - 330 0 https://www.machicam.jp
◎ 講座受付開始日の８
：30から、電話またはホームページにて受け付けます。
P18参照
まちなか大学院
こども講座 P19参照 は申込方法が異なります。
◎ 講座の申し込みをキャンセルされる場合は、必ず電話でご連絡ください。
キャンセルの受け付けは、開催日前日の閉館まで
（平日・土曜は21：00、
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。
◎ 新型コロナウイルス等の状況によっては、講座を中止する場合があります。
◎ 無料保育サービス
（6か月～未就学児）
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。

P20参照

中川酒造株式会社

協賛を募集しています！

個人の方の協賛も
受け付けています

まちなかキャンパス長岡は、市民の皆さんのための“学びと交流の拠点”です。
多彩な講座をきっかけに新しい興味がわいたり、さまざまな催しを通じて新たな仲間ができたりと、可能性がたくさんつまっています。
市民の皆さんがいきいきと学び、出会い、新しい交流の輪が広がっていく、まちキャンにぜひご協賛ください。
協賛金額
特

典

1口 5,000円（年額）
○協賛企業・団体のお名前は、各種広報ツール（まちキャン通信、まちキャンホームページ等）に掲載いたします。
○まちキャンホームページに協賛企業・団体のホームページをリンクいたします。
○協賛企業・団体とまちキャンがコラボし、講座を開催することができます。
まちキャンを会場に、講座の広報、受講申込の受付、その他講座運営に関することをまちキャンがお手伝いします。
（講座内容については別途相談）

※掲載内容は令和4年3月31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。

29

講座スケジュール・申し込み

協賛企業

30

