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日本人のほとんどが苦手だという果物の王様 「ドリアン」が、中国で大人気になっています。人口が多い

国なので、需要が一気に拡大し、生産国であるタイやマレーシアでは急激に栽培面積が拡大し、巨大な

マーケットを形成しています。一方で、熱帯雨林の伐採が進み森林が消滅の危機に瀕し、生態系への

悪影響が懸念されています。経済と開発のバランスが取れないと、短期的には利益が出ても、長期的には

人間環境にまで影響を及ぼしかねません。

ドリアンドリーム羽賀学長の
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時間 内容 講師 （敬称略）日程
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電磁石とコイルで動く電車をつくろう

地面すれすれを飛ぶおもしろ飛行体をつくろう!

深海魚ってなんだろう!?

夜空にきらめく星座を見よう!

コマはどうして倒れないの ーコマの不思議ー

長岡の伝統技術「鋳物」に触れてみよう!

ペットボトルで雲をつくろう!

飛行機の歴史と未来予想図

不思議な盃「十分盃」のナゾを解こう

ボランティアってどうやるの?

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！①

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！②

模型を組み立てて建築を学ぼう!
①建築ってどんな仕組み?

模型を組み立てて建築を学ぼう!
②耐震ってどんなこと?

模型を組み立てて建築を学ぼう!
③家を設計してみよう！

日本酒学出張講座inまちキャン
①日本酒学とは

これも「長岡のものづくり」
②検査機メーカーへの歩み ー独創性を大切にー

これも「長岡のものづくり」
①材料の種類と加工のいろは ー金属加工の今昔ー
あなたの夢はなんですか?
ーヒーローインタビューから学ぶコミュニケーションー

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

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

長岡技術科学大学
名誉教授 高田孝次 名誉教授 矢鍋重夫 ほか

長岡工業高等専門学校
准教授 長部恵一

長岡技術科学大学
名誉教授 植松敬三 ほか
NPO法人建築・住教育研究会
代表 後藤哲男

NPO法人建築・住教育研究会
代表 後藤哲男

長岡工業高等専門学校
教授 河田剛毅
新潟市水族館マリンピア日本海
展示課 新田誠
長岡大学 事務局長 品川十英 
匠の駅 駅長 岡部福松
長岡工業高等専門学校
助教 武樋孝幸

長岡技術科学大学
准教授 山崎渉
公益財団法人燕三条地場産業振興センター
産業振興部長 平賀仁

スポーツメンタルコーチ 髙橋基成

NPO法人建築・住教育研究会
代表 後藤哲男
長岡技術科学大学
教授 上村靖司
株式会社システムスクエア
代表取締役社長 山田清貴
新潟大学
農学部 教授 鈴木一史 経済学部 准教授 岸保行
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まちなかカフェ

休 館 日 8/6（火）、20（火） 長岡工業高等専門学校PRコーナー

お申し込み

注意事項

0258-39-3300Tel.
◎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。
◎講座の申込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。

まちキャン YouTube
（PRムービー）

まちキャンTwitter

まちキャン （https://www.machicam.jp）検 索

まちなか大学 こどもカフェ

申込受付

8/13（火）～
※電話・HPで

学びのきっかけ探しにぴったりの
気軽に受講できる講座です。 ※講師敬称略

こども大学

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。

トキみ～てに行ってみよ～て。
昨年8月にオ－プンした長岡市トキと自然の学習館「トキみ～て」。トキの生態や人との関
わりを学び、本物のトキを観覧することができます。今回は、特別に餌づくり体験やバック
ヤ－ド見学ができるまちキャンコラボツアーです。トキの生態に迫ってみましょう。

 トキみ～て 会 場 20名（先着）　定 員  600円　受講料

長岡市トキと自然の学習館
トキみ～て  解説員・飼育員

9/6（金）
13：30～17：00
（移動時間含む）

「快適」な眼鏡をつくるために知っておきたいこと
人の個性は十人十色。目の個性も十目十色。人それぞれのライフスタイルに寄り添った快
適なメガネをつくるために知っておきたいことを、視覚を整えるという視点から、SS級認
定眼鏡士が紹介します。

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

プライオリティ・オプティシャンズ
代表  長谷川毅

9/24（火）
19：00～20：30

音が見える、色で見える
共感覚とはどういったものなのでしょうか？一般的には、ある刺激に対して、通常の感覚だ
けでなく異なる種類の感覚を生じることを言います。音に色を感じたり、形に味を感じるな
どが有名です。最新の研究内容をお話しします。

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

新潟大学脳研究所
統合機能研究センタ－
特任准教授  伊藤浩介

9/10（火）
19：00～20：30

あなたにもできる！キャラクタ－デザイン
日本が世界に誇るサブカルチャ－「萌えキャラ」から「ゆるキャラ」まで、キャラクタ－を創
作するコツやポ－ズを描く簡単デッサン法などを紹介します。イラストレ－タ－やデザイナ
－のお仕事を、えんぴつ1本で体験してみませんか。

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

長岡公務員・情報ビジネス専門学校
小池利春

9/20（金）
18：00～19：30

広告制作の裏側
普段何気なく目にする広告。その制作の裏側って気になりませんか？新潟県でTVCMやご
当地TV番組などを手掛けているゲストが、企画から制作までの流れなど、広告づくりにつ
いてお話しします。

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

株式会社新潟博報堂
マ－ケットデザイン部
クリエイティブディレクタ－
日下部浩一

9/13（金）
19：00～20：30

時間に
注意！
時間に
注意！
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協賛企業
（協賛金口数順・五十音順）

中川酒造株式会社

私たちは
まちキャンを応援しています！

「まちなかキャンパス長岡（まちキャン）」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、
まちキャンには、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。

個人の方の協賛も
受け付けています！

1口 5,000円（年額）  協賛金額

○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）

特　典
長岡の企業や業界を研究するためのアプローチの方法について学び、企業や業界に対する理解を深めましょう。商品そのものや伝
統産業、社史についてなど、研究の視点はさまざま。企業を取り巻く環境や、業界について調べると、新たな視点に気づくことができ
ます。その視点が新たな興味を生み、地元企業への愛着や応援する気持ちへつながることを期待します。

ねらい

対 象  ・経済関連のまちなか大学 修了生（修了年度は問いません）
 ◯これも「長岡のものづくり」 （令和元年度）
 ◯「米菓」を知って・見て・食べる。 （令和元年度） 
 ◯そうだったのか、今ドキの流通業界 （平成30年度） 
 ◯企業のトップがやってきた！2017 （平成29年度）
 ◯企業のトップがやってきた！ （平成27年度）
 ・その他、一定の知識を有し、学長が認めるもの

時 期  令和元年11月～令和2年1月
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　

気合を入れて
何かを学ぶには、
ぴったりの時期だね！

気になっていたことを
考える良いキッカケになる。
自分のライフワークが
見つかるかも？

募集要項は
9月から
配布される
らしいよ！

ゼミ形式だから、
自分の気になることや
ワクワクすることを
思う存分研究できる！

一緒に受講している
メンバーとの交流や

意見交換がいい刺激に！

企業・業界研究コース
「みんなで調べる、地元の会社」

詳細は9月号にてお知らせします。
お楽しみに。

まちなか大学修了生のためのステップアップ課程として、今年度も「まちなか大学院」を開校します。 
「まちなか大学院」では、自らテーマを持ち、専門家のアドバイスを受けながら、研究を深めます。

ディレクター
長岡大学
教授  小松 俊樹
中小企業診断士として商品企画、販
売企画を中心に多くの企業の経営課
題を解決。この経験を活かし、現在、
長岡大学で商品学やマーケティング
等の講義を行う。

受講者に向けて一言
まちなか大学院では「企業や業界研究のアプローチ方法」学んでい
ただき、地元の企業を調べます。これを機に地元企業への理解を一
緒に深めましょう。

受講者に向けて一言
今回のまちなか大学院では長岡大学の先生が、様々な企業分析手
法を説明します。まちなか大学院では初のテーマとなる「企業・業
界研究コース」をぜひ受講頂きたいと思います。

長岡大学
准教授  栗井 英大
金融機関、調査研究機関での勤務経
験を活かし、現在、長岡大学で経営
学・企業経営研究等の講義を担当。
また、技科大、造形大大学院等でも非
常勤講師を務める。研究テーマは、事
業承継、企業診断、地域活性化事例
分析など。 

※敬称略


