つ

9 月の 催しの 紹 介
日程

…カフェ

…大学

う

し

ん

9月号

まちなかカフェはご自由に見学できます。

時間

内容・講師

発行：平成23年9月10日

5日㈪

19:00〜20:00

災害に強いまちの秘密 長岡造形大学 准教授 澤田雅浩

8日㈭

19:00〜20:00

災害時のボランティア入門

10日㈯

10:00〜11:00

おいしいコーヒーのいれ方 スターバックスコーヒー Cocolo 長岡店

10:00〜11:00

LEGOロボットを走らせよう！ 長岡工業高等専門学校 准教授 外山茂浩

14:30〜16:30

長岡野菜を使っておつまみづくり スローフード・にいがた会員 本山れい子

17:00〜18:00

バーテンダー直伝ウマいお酒の作り方 日本バーテンダー協会中越支部

13日㈫

19:00〜20:00

はじめてのワクワクキャンプ

17日㈯

10:00〜11:00

22日㈭

19:00〜20:30

まちキャン通信編集部：まちなかキャンパス長岡運営協議会 広報分科会

中越防災安全推進機構 復興デザインセンター長 稲垣文彦

TEL:0258-39-3300

FAX:0258-39-3301

〒940-0062新潟県長岡市大手通2丁目6番地

E-mail:machicam@city.nagaoka.lg.jp

株式会社スノーピーク 上原陽一

アフリカの真珠 ウガンダへようこそ！
！ 長岡技術科学大学留学生 アカトウィジュカ ロナルド
災害における人の力を考える〜家族・仲間を守るために
①災害で失うものはこんなに多い〜人的、社会的、経済的な被害と支援制度〜
長岡工業高等専門学校 教授 塩野計司

24日㈯

14:00〜15:00

私の南極暮らし体験記

27日㈫

19:00〜20:00

売れる法則を考えよう！マーケティング入門 長岡大学 准教授 岸本徹也

29日㈭

19:00〜20:30

災害における人の力を考える〜家族・仲間を守るために
②「減災活動」現場の判断と行動〜山古志全村避難、妙見崩落現場での緊急対応から〜

長岡工業高等専門学校 教授 佐藤和秀

長岡造形大学 准教授 澤田雅浩

30日㈮
4階展示
ギャラリー
4階PR
コーナー

19:00〜20:00
7日㈬〜26日㈪
29日㈭〜10月3日㈪
〜10月末

羽賀学長の

五感できのこを楽しむ

新潟きのこ同好会 会長 宮内信之助

地方都市の素晴らしさを実感できる魅力的な住環境をつくる長岡市への提案
能面作品展

面怡会長岡

まちキャンオープン記念 3大学1高専の展示

Vol.1

まちキャン徒然日記

思います。
話などもしたいと
いずれ、海外の
にて。
エジプトの砂漠

はじめまして。
まちなかキャンパス長岡学長の羽賀友信です。
長岡の伝統である「学びの文化」は、藩校の時代から「米百俵」に受け継がれ、21
世紀に『まちなかキャンパス長岡（以下：まちキャン）』として始動しました。
『まちキャン』では、①楽しむ（まちなかカフェ）→②テーマを持つ（まちなか大学）→
③フィールドを持つ（まちなか大学院）→④プロジェクトを実践する（まちづくり市民
研究所）
と発展させながら、21世紀の米百俵を目指していきたいと思います。
現在、長岡市では、市民によるまちづくりを目指した市民協働条例の策定にむけ検
討中です。
『まちキャン』と市民協働条例とが連動し、長岡らしい人材が育成されるこ
とを期待しています。
さて、
この「まちキャン通信」の徒然日記では、
これまで私が体験したことやちょっと
気になったこと…もちろん『まちキャン』の話など、そこはかとなく書きつづりたいと
思います。
どうぞお楽しみに。それではまた来月。

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込みください。

TEL：0258-39-3300

申込

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/machicam/

※無料保育サービス（6カ月〜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、材料を買い取りいただくことがございます。
※定員に満たない場合、当日申込みを受け付けます。
なお、事前申込みされた方が、講座開始5分たってもいらっしゃらない場合、当日申込みの方を優先させていただきます。
（カフェのみ）

9/
ついにまちなかキャンパス長岡が開校しました。
まちキャン通信も今月号から羽賀学長の連
載がスタート。毎月どんな話題が出るか楽しみです。来月は今号でお伝えできなかった開校やカ
フェマーケットの様子を紹介します。
お楽しみに。

1 0 月号に
つづく

3 9/4 「まちキャン」、ついに開校！

土

日

お 伝えしきれない ので詳しくは1
ので詳しくは 1 0月号で！

申込み
受付中！

10 月のまちなかカフェ
定員

各講座 20名
（先着）

受講料

各500円

不思議昆虫ワールド

市民の皆さんのアイディアを活かした講座が、
まちなかキャンパス長岡で開催されます。
10月から始まる８講座。あなたならどれに参加してみたいですか？

申し込み方法は最終ページ参照

申込

長岡市立科学博物館

館長

山屋 茂人

カブトムシ、
クワガタ、
てんとう虫、
アリなど、ポピュラーな昆虫を取り上げ、知られざる生態な
ど、大人向けに昆虫の不思議について解説します。

宇宙から田んぼを調べる

長岡技術科学大学

教授

受講者
募集中！

市 民 プ ロ デュー ス 事 業

10月1日（土）
10：00〜11：00

力丸 厚

衛星観測データを用いて、田んぼの状態を詳しく調べることができます。従来、多くの稲の中
からひと株の稲を選んで生育状態をチェックしていたものが、衛星観測データを利用すれば、
田んぼ全体の状態がわかります。
ムラなく正確に稲の生育状況を把握して、効果的な営農に
役立てるための研究内容を、わかりやすく紹介します。

10月5日（水）
19：00〜20：00

定員

※「長岡の10年ビジョン〜将来役立つ5つの観点〜」は30人、

各講座 20名（先着） 「Men s Kitchen〜目指せ料理男子！〜」は12人の定員となります。

申し込み方法は最終ページ参照

申込

エンジョイ・アート〜身近な造形活動を楽しむ〜（全5回）【講師】池上秀敏さん

10月2日
（日）、29日（土）

消しゴムを使わないスケッチやパズル作りなど、気軽なワークショップ。親子での参加もOKです。

11月26日
（土）

（材料費各回100円程度別）
受講料 1,000円
申込期間 9月25日
（日）
まで

持ち物 定規、はさみ、のり、カッター、色鉛筆、
色ペン、
水彩絵の具
（以下あれば）
カッティングベース
スケッチブック

サンデー蒼龍塾カフェ（全5回）【講師】全国蒼龍会会長・竹村保さんほか

新潟県農業総合研究所
作物研究センター育種科長

田村 良浩

新潟県が誇る
「コシヒカリ」について、
アカデミックに学びましょう。
「コシヒカリ」
ブランド誕生
秘話、
コシヒカリが収穫できる地域、おいしい炊き方、他のお米と何が違う？ コシヒカリがお
いしい理由 がわかります。

歩くロボットとアーム型ロボットの仕組みを探る
長岡工業高等専門学校

教授

山田 隆一

アーム型ロボットって何でしょう？たとえば自動車工場で長い腕で組み立てを行っているロ
ボットがそうなんですね。ほかにもいろいろなロボットを見て、楽しみながらロボットが動く仕
掛けをみてみましょう。思わぬスゴイ発見があるかも！？

なるほど植物学

雪国植物園

園長

10月8日（土）
10：00〜11：00
（小学校4〜6年生対象）

1月8日（日）、2月5日（日）
【各時間】10：00〜正午

申込期間 9月25日
（日）
まで

（全4回）【講師】佐藤フミエさん
自分に自信がもてる 勇気づけセミナー！

10月2日（日）、16日（日）

自分の考え方の癖を知ってみませんか？

30日（日）

受講料 800円

対象

10月19日（水）
10：00〜11：00

長岡工業高等専門学校教授 涌田和芳
准教授 外川一仁

【各時間】13：30〜17：00

（全5回）【講師】臨床美術士・土田倖子さん
臨床美術による
「わくわくアート教室」

10月8日（土）、22日（土）

五感を使った作品作りやスケッチを楽しみながら、
脳を活性化します。

11月12日（土）、26日（土）

持ち物

はさみ、
新聞紙

いい写真を撮る極意

いい写真って何でしょう？構図？光の向き？被写体？…どれも大切です。
ではどう構図を取り、
どう光を受け、
どう被写体を選んでいけばいいのか？そして、気をつけるべき意外なポイント
も含め、サンプル写真を見ながら考察します。少しのコツで、写真の腕前が数段UPするかも
しれません。

申込期間 10月1日
（土）
まで

10月9日（日）、15日（土）
22日（土）、23日（日）

持ち物

筆記用具、
メモ用紙

対象

漆山裕太さん・三村侑意さん・関口宙暉さん

小学4年生〜中学生

申込期間 10月2日
（日）
まで

持ち物

「母なる大河信濃川と長岡〜その試練と恩恵〜」【講師】長岡郷土史研究会会長 今井雄介さん
川がもたらす苦難の歴史と限りない恵みが、安全なまちづくりに関わっていることを学びます。

筆記用具、
（1/29のみエプロン、
タオル） 申込期間 〜10月4日（火）
まで

栄養士 松丸真樹さん

男性向け料理教室。簡単でバランスの良い料理を！

定員

50人（先着）

申込

10月10日
（月・祝）
から、
お電話かHPにてお申し込みください。
（最終ページ参照）

対象 高校生以上

エプロン、ハンドタオル

受講料

300円

持ち物

【各時間】14：00〜16：00

20〜40歳位の男性

申込期間 10月9日
（日）
まで

10月11日（火）、11月9日（水）
12月13日（火）
1月29日（日）、3月24日（土）
【各時間】18:00〜19:30
第4回のみ13:30〜17:00

（終了後飲食店へ・計5回 ）
10月16日（日）、11月20日（日）、
12月18日（日）、
1月15日（日）、2月19日（日）
【各時間】11：00〜13：00

親鸞とその家族（全5回）【講師】太田修さん

10月20日
（木）、27日
（木）

親鸞の思想を歴史学と哲学、
2つの観点から考えてみましょう。

11月10日
（木）、17日
（木）

（テキスト代1,000円別）
受講料 1,000円
申込期間 10月13日
（木）
まで

10月23日（日）13：30〜15：30

20歳以上の方

Men s Kitchen〜目指せ料理男子！〜（全5回）【講師】Happy Food Company代表

持ち物

事業コーディネーター企画講座

29日（土）

じゅうぶんはい

十分盃講座〜Ｍｙ十分盃で長岡の地酒を味わおう〜（全5回）
【講師】十分盃を愉しむ会・内山弘さん、
陶芸教室講師・嶺村昭三さん

10月27日（木）
19：00〜20：30
持物：カメラ、
自分で撮影した写真

【各時間】13：30〜15：30

小・中学生の視点から、今後の長岡について話し合います。

（材料費5,000円別） 対象
受講料 1,000円

日時

12月10日（土）

60歳以上の方

長岡の10年ビジョン〜将来役立つ5つの観点〜（全5回）【講師】附属長岡中学校 星野亘輝さん、今井陽介さん、
受講料 1,000円
10月26日（水）
14：00〜15：00

対象

（材料費2,000円、第5回飲食代） 対象
受講料 1,000円
写真家・長岡造形大学 教授 松本 明彦

11月6日（日）

中学生以上

申込期間 9月25日
（日）
まで

（材料費200円別）
受講料 1,000円

算額とは、江戸時代の日本で、額や絵馬に数学の問題や解法を記して神社や仏閣に奉納した
もの。数学の問題が解けたことを神仏に感謝し、
ますます勉学に励むことを祈念して奉納さ
れたと言われています。長岡でも、長岡蒼柴神社を始め数々の神社仏閣に「算額」が奉掲され
ました。算額復元調査を通じて明らかにされた、江戸時代の数学ー和算について、長岡を舞
台に考察します。

11月6日（日）、12月4日（日）

（飲食費500円別）
受講料 1,000円

ゆき

大原 久治

植物の生え方、葉の大きさ、受粉の方法など、植物の形状や動作ひとつひとつには意味があ
り、驚きの知恵に満ちています。生態系にも触れながら、植物たちの工夫あふれる生き方を学
びます。植物の生き方を知ることで、
まわりの草花や樹木がますますいとおしく感じられるこ
とでしょう。
さらに、雪国の里山を忠実に再現した「雪国植物園」誕生秘話にも迫ります。

発見！江戸の数学〜和算の歴史〜

10月8日（土）
10：00〜11：00

【各時間】9：30〜11：30
10月2日（日）、

コーヒーを飲みながら、
河井継之助の人間像や時代背景を話し合いませんか。

コシヒカリがおいしい理由

12月11日
（日）、17日（土）

対象

20歳以上の方

24日（木）
【各時間】19：00〜20：30

筆記用具
予告 １1月は「ガイドの目で見た長岡の魅力」
「LED照明と省エネ」の2講座を開催します。
お楽しみに！

