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◎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、必ず電話でご連絡ください。キャンセルの受付は、
　開催日前日の閉館まで（平日・土曜は21：00、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。

毎日、「感染症」新型コロナウイルスのニュースで世の中が大変なことになっています。人類が

定住を始め、農業を行い、家畜を飼ってから、備蓄した穀物にネズミが付き、家畜を媒介し、感染

症が広まったことは人類の宿命です。夏は京都の祇園祭が有名ですが、その始まりは感染

症を鎮めるための「祈り」からだと言われています。自分だけ良ければという考えではなく、

人にも心寄せ、自分事のように共感できる行動が求められます。これが「祈り」なのです。

「祈り」羽賀学長の
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9/1（火）、15（火） 長岡大学展示    

私たちは「まちなかキャンパス長岡」を応援しています。 （協賛金口数順・五十音順）

アクシアル リテイリング（株）、日本精機（株）、朝日酒造（株）、安達紙器工業（株）、岩塚製菓（株）、FMながおか
（株）サンシン、JA越後ながおか、（株）大光銀行、（株）第四銀行、長岡グランドホテル、（株）長岡歯車製作所

（有）パーマーク、（株）北越銀行、北越コーポレーション（株）、ヨネックス（株）、ワタナベグループ、（株）内野精工
（有）大塚木型製作所、（株）片山抜型製作所、（株）カンコー、（株）システムスクエア、（株）ジャステム、長岡電気工事協同組合

中川酒造（株）、（有）毛利製作所、RINX（株）

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

申込受付

※電話・HPで

9/10（木）～

講師は京都から
リモートで登場！

お申し込み

注意事項

休　館　日 PRコーナー

0258-39-3300Tel. まちキャン 検 索
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。

時間 内容 講師 （敬称略）日程

19:00～20:30

19:00～20:30

19:00～20:30

19:00～20:30

14:00～15:30

19:00～20:30

9/3
9/8
9/18
9/24
9/26
9/29 地域で見つけるビジネスの種 －ソーシャルビジネスのお話－

昭和の教科書とどこがちがう？日本史編

羽賀学長の「世界学」 －パンデミックから学ぶ世界の関係性－

あなたにもできる！キャラクターデザイン

まちなかキャンパス長岡
学長 羽賀友信
長岡向陵高等学校
教諭（日本史担当） 金子将人

長岡崇徳大学
教授 袖山悦子

国土交通省北陸地方整備局
長岡国道事務所

長岡公務員・情報ビジネス専門学校
小池利春
有限会社MCA
中小企業診断士 小松俊樹

（木）

（火）

（金）

（木）

（土）

（火）

まちなかカフェ まちなか大学

モノから見た牧野のお殿さま
牧野家は元和4（1618）年以来、長岡を治めていた大名家です。長岡では「牧野のお殿さま」と呼ば
れています。近世考古学を専門とするゲストが、牧野のお殿さまのことを、長岡へ改葬された江戸
の菩提寺の墓標や発掘された副葬品などの「モノ」から読み解き、牧野家の歴史を紐解きます。

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

京都芸術大学
准教授  石神裕之

10/31（土）
14:00～15:30

下を向いて歩こう！ーたまには座学でー
涙がこぼれ…たっていいじゃないか。人間だもの。つまずいたっていいじゃないか。発見があるん
だもの。普段注目しないマンホールの蓋の絵柄やブロック塀の穴の形など…路上にあるあれこ
れのおもしろさを紹介します。ほぉら、足元を見てごらん。それが、あなたの未来～♪※座学です。

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

長岡造形大学
准教授  津村泰範

10/14（水）
19：00～20：30

的を外さないサバゲーの話
今はやりのサバイバルゲーム（通称：サバゲー）は、実は昔からあった遊びです。サバゲーの成り
立ちや今と昔の違い、一般的なルールや、その土地や人ならではのルールなどについて、サバ
ゲーをこよなく愛するゲストがお話しします。この機会にサバゲー仲間を集めてみませんか？

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

有限会社インディ
代表取締役  武内鎮男

10/9（金）
19：00～20：30

あなたは現金派？キャッシュレス派？
近年、キャッシュレス決済の利用が多くなっていますが、現金がないと困るときもあります
よね。そんな現金とキャッシュレスのメリットとデメリットについてお話しします。PayPay
などのQRコード決済も要チェック！現金とキャッシュレスを賢く使いませんか？

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

イーンスパイア株式会社
代表取締役  横田秀珠

10/5（月）
19：00～20：30

こどもカフェ

ずい道どうでしょう
どう

老後を健幸に生きるための備え
①年をとるって、どういうこと？
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9月23日（水）必着

申込受付

※電話・HPで

9/10（木）～
関心のある分野をじっくり学べる
連続講座です。

全5回
「士業」は法律に基づいた国家資格として、その分野のいわばお墨付きの知のプロフェッショナル
です。名前は聞いたことがあるけれど、実際にどんなお仕事をしているのか、地元長岡で生き生き
と働く「士業」の方々に詳しくお話を聞いてみましょう。

ねらい

　5回で3,000円　受講料定 員 　30名（先着）　 　3F 301会議室　会 場

現代の知的なサムライたち、士業とは何者？

社会保険労務士に迫る！
社会保険のしくみは複雑すぎて分かりづらい！そんな制度をやさしく紐解き、職場の労働環境
の改善へのアドバイスや労災、健康保険、年金（制度の活用）のサポートをしてくれるのが社会
保険労務士です。現場で働く方から生のお話を聞いてみましょう。

北嶋社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 北嶋伸

5

行政書士に迫る！
世の中のルールは文書で回っています。申請や手続き、許可などさまざまな局面で規則に沿っ
た文書の作成と提出が必要です。重要な文書の作成や申請をサポートし、社会生活を円滑に
する。そんなまちの法律家として大活躍の行政書士に迫ります。

パートナーズプロジェクト行政書士
行政書士 佐藤瞳

4

中小企業診断士に迫る！
足の裏の米粒（食えない）と揶揄されても挫けない。AI（人工知能）には代替できない最たる士
業と経済紙に持ち上げられてもおごらない。地元の産業を支える中小企業のサポーターが中
小企業診断士です。そんなたくましい中小企業診断士の仕事を紹介します。

や　 ゆ

有限会社MCA
中小企業診断士 小松俊樹

3

税理士に迫る！
税金は、私たちが生活する上で切っても切れない存在です。しかも、手続きなどはムズかしく
て、面倒…。そんな悩みを手助けしてくれるのが税理士です。どんな仕事をしているのか、実際
に働く方からお話を聞いてみましょう。

関根正行税理士事務所
税理士 関根正行

2

士業の講座を始業します！
社会のルールや法律は、本来弱い人を守るためにあるもの。法律に基づいて人びとの権利や
利益を守るために陰ながら活躍している現代のサムライたち、それが士業です。まずは、士業と
はそもそも何か、どんな種類があるかなど士業の世界をのぞいてみましょう。

長岡大学
教授 山川智子
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今年度の「まちなか大学院」受講生を募集しています。
今回のテーマは「雪氷研究の最前線から考える－雪と生きる・雪を活かす－」。
最新の雪に関わる研究や技術開発の動向を学び、私たちの身近な「雪」を研究してみましょう。
申込締切まであとわずかです！是非ご応募ください！

講師経験の無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「市民プロデュース講座」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が
決まります。「講師をやってみたい！」、「講座を開催してみたい！」という方は是非ご応募ください。 

学生交流分科会では市内の学生を対象としたイベントを企画中です。
現在、開催に向けて、学生委員が一丸となって準備をしています。講座
の詳細は、まちキャン通信やまちキャンホームページでお知らせします
ので、ご期待ください！ 

学生交流分科会とは… 
市内４大学１高専の学生が
主体となり、まちなかに学生
が集まって互いに交流できる
よう、学生ならではの視点で
講座やイベントを企画してい
るんだ。ぜひ遊びに来てね！ 

今年は、
zoomでの
開催も！？ 

■募集要項と申込書は、まちキャンや市有施設などに設置し
　ています。まちキャンHPからもダウンロードできます。
■カリキュラムなどの詳細は、募集要項をご覧ください。
■申込みは、申込書を事務局へ郵送もしくは持参してください。

克雪・利雪研究コース 
「雪氷研究の最前線から考える －雪と生きる・雪を活かす－」

詳しくはこちら／／

■募集要項と企画申請書は、まちキャンや
　市有施設などに設置しています。まち
　キャンＨＰからもダウンロードできます。
■申込みは、「企画申請書」を持参、メール、
　郵送のいずれかでご提出ください。

詳しくはこちら／／

くらしに役立つ漢字教室 家庭にアロマとタッチケア 
―家庭で赤ちゃんからおじいちゃん、おばあちゃんまで― 

ボードゲームイベントで交流しました！ ためになるマナー講座も開催しました！

まちキャンが
サポートします！

生まれ育った大好きな
長岡で講師をしたいという思いが

あったのですが、最初の一歩が踏み出せ
ませんでした。当日はもちろん事前の準備
もしっかりサポートしてもらって、
講座を作り上げることが

できました。

普段は得ることの
できない達成感を味わう

ことができました。 今後さらに
講座としてグレードアップ
させていきたいです。 

笑顔力UP講座
土橋 花江さん

チャレンジ！海外登山
ー日本の山と海外の山ー

自己肯定感・自己効力感・
自尊心を高める！ほめかた教室

品田 秀樹さん


