まちなかカフェ

11月号

まちなか大学院

まちなか大学

発行：令和2年11月1日

日程

時間

内容

講師（敬称略）
防災科学技術研究所 雪氷防災研究部門
主任研究員 中村一樹

（木）19:00〜20:30

雪氷研究の最前線から考える −雪と生きる・雪を活かす−
③2017年の那須雪崩はなぜ起きたのか
現代の知的なサムライたち、士業とは何者？
②税理士に迫る！

（日）14:00〜15:30

健康な生活を送るために −漢方の考え方を学ぶ−

たまご薬局
薬剤師 棚橋豊

雪氷研究の最前線から考える −雪と生きる・雪を活かす−
④雪室産業はなぜ注目を集め、進展しているのか
現代の知的なサムライたち、士業とは何者？
③中小企業診断士に迫る！

公益財団法人雪だるま財団
副理事長 伊藤親臣

11/4

（水）19:00〜20:30

11/5
11/8

11/11（水）19:00〜20:30
11/12（木）19:00〜20:30

有限会社ＭＣＡ
中小企業診断士

小松俊樹

11/13（金）19:00〜20:30

90分で解る！(かも)渋沢栄一の生涯と長岡地域との関わり

11/14（土）16:00〜17:30

衣を着せない歯のはなし

なかじま歯科クリニック
院長 中島幹夫

11/18（水）19:00〜20:30

中越防災安全推進機構
地域防災力センター長 諸橋和行

11/19（木）19:00〜20:30

雪氷研究の最前線から考える −雪と生きる・雪を活かす−
⑤助け合って除雪するとなぜ地域は育つのか
現代の知的なサムライたち、士業とは何者？
④行政書士に迫る！

11/24（火）19:00〜20:30

お正月には
「しめ縄」
を飾ろう

有限会社大清商店
代表取締役社長 清水陽子

11/25（水）19:00〜20:30

雪氷研究の最前線から考える −雪と生きる・雪を活かす−
⑥雪下ろし中の転落事故はなぜ減らないのか
現代の知的なサムライたち、士業とは何者？
⑤社会保険労務士に迫る！

長岡技術科学大学
教授 上村靖司

11/28（土）14:00〜15:30
休

館

日

お 申し 込 み

注意事項

知っておきたい！身近な法律制度 −裁判員裁判と成年後見−

17（火）
11/3（火・祝）、

PRコーナー

パートナーズプロジェクト行政書士
行政書士 佐藤瞳

北嶋社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 北嶋伸
片沼・橋本法律事務所
弁護士 片沼貴志

長岡造形大学「学生作品の展示」

まちキャン

申込受付

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。

11/10（火）〜
※講師敬称略

大好物は、鉱物です！
鉱物は、宝石や時計、湯たんぽまでさまざまなものに幅広く利用されている身近なもので
す。糸魚川産の宝石ヒスイは国の石である「国石」になりました。実は、長岡にも「玄能石」と
いう珍しい石があります。このような身近な鉱物について、実験を交えながら紹介します。
定員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

１冊の本ができるまで

検 索

会場

R1まちなか大学
「文字とブックデザイン」
の
関連講座がまちなかカフェに登場！

定員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

持物

デザインが気になる本

会場

定員

◎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

low

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会場

定員

raw

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）
、
ミライ発酵本舗 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

20名（先着） 受講 料 1,000円（1ドリンク付） 会 場
つじうら

ひとりで好きな時に食べるおやつとは違う、地域の生活や文化と深く結びつき、人びとの
願いや祈りが込められ続いてきた菓子。それがお守りのお菓子です。日本各地の例ととも
に新潟県に特徴的に残る、福を招き、占う菓子を、新年の行事と合わせて紹介します。
20名（先着） 受講 料 600円（1ドリンク付）

会場

19：00〜20：30
まちなかキャンパス長岡
学長 羽賀友信

12/18（金）

10：00〜11：30
ロースイーツクリエイター

小黒小百合

4F 交流広場

福を招くお守り菓子 ー新年の辻占菓子を中心にー

定員

長岡造形大学
教授 天野誠

4F 交流広場

ロースイーツとは、素材を低温・非加熱で調理することで、食材の栄養を丸ごと食べられるス
イーツのことです。
健康や美容に良いともいわれるロースイーツの秘密を、
新潟初のロースイー
ツ講師がお話しします。
甘いものを食べて満足したい！そんなあなたの甘い願いを叶えます。

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

12/10（木）

19：00〜20：30

12/14（月）

低じゃなくて生だよ！ロースイーツでおいしく健康になろう！

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。

フォッサマグナミュージアム
学芸員 小河原孝彦

4F 交流広場

「ハラル」とは、イスラム法において合法なもののことをいいます。反対に、イスラム法で禁
じられている豚や酒を食するなど、非合法なものを「ハラム」といいます。イスラム教を信
仰する中東の国々の文化から「ハラル」の背景に迫ります。

「まちなかキャンパス長岡」までご連絡ください。

19：00〜20：30

4F 交流広場

羽賀学長の中東から学ぶ「ハラル」

◎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

※電話・HPで

12/4（金）

本は誰がどのようにデザインしているのでしょうか。１冊の本の表紙やタイトル、目次などを
よーく見てみると…？現役のブックデザイナーのゲストが、実際にかかわった仕事を紹介し
ながら解説します。お気に入りの本の装丁を選び、鑑賞しながらその魅力を探りましょう。

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. 0258-39-3300

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
〒940 - 0 0 62 新潟県長岡市大手通 2- 6 フェニックス大手イースト4F TEL.0258 -39 -330 0

関根正行税理士事務所
税理士 関根正行

京都産業大学
教授 松本和明

11/26（木）19:00〜20:30

Vol.129 November 2020

12/25（金）

19：00〜20：30
菓子文化研究家

溝口政子

4F 交流広場

長岡電気工事協同組合、中川酒造（株）、
（有）毛利製作所、R INX（株）

まちキャンTwitter

まちキャンYouTube
（PRムービー）

4

12月号に
つづく

1

Topic

Topic

1

2

もっと皆さんに素早くホットな情報を発信したいという思いから、Twitterによるまちキャン情報を拡大します。
おすすめ講座や、
これから開催するイベントの情報を発信していきますので要チェック！
！
時には、
まちキャンスタッフのつぶやきもあるかも…。お楽しみに♪
是非まちキャンTwitterをフォローしてください！
！
まちキャンのロゴと
講座一覧のバナーが目印！
！

まちキャンで開催していた
「平成国漢学校」
において学んだ塾生が、10月18日(日)に開催された
「米百俵未来塾」
第１回講座（学ぼう
！米百俵の精神〜長岡の先人から学ぶ未来を切り拓く力〜）
で案内人を務めました。長岡に受
け継がれている
「米百俵の精神」。開校２年目の今年度も、
ゆかりの地である昌福寺や興国寺をめぐり、長岡の次
の100年を担う子どもたちに、先人の想いや学びをしっかりと伝えました。

まちキャンTwitter
今すぐアクセス！
！

▲平成国漢学校の塾生が、米百俵ゆかりの地で子どもたちに想いや学びを伝えました。

あっぱれ！

おすすめの講座は
こんな感じでお知らせ♪

長岡市米百俵財団をはじめ、市内で人材育成事業に取り
組んできた８団体が、次代を担う子どもたちに米百俵を
通して学ぶ場を提供する。小林虎三郎が創設に尽力した
「国漢学校」の現代版として、多彩な講座を開催し、長岡
から世界で活躍する人材の育成を目指す。まちキャンは、
米百俵をテーマとする第１回、第８回で共同主催。参加
対象は市内の小学４年〜中学３年。

Topic

3

気軽にイイネ
してね！

♡

新たに飛沫防止パネルの貸し出しを始めました。これまで施設をご利用される際は、新型コロナウィルス
感染防止 対策として、利用人数を制限し、ご不便をおかけしていました。飛沫防止パネルを使 用すること
で、一部の部屋ではご利用いただける人数を拡大しますので、お気軽にご相談ください。
講座でもしっかり対策を行っています。新しい生活様 式に基づき、人と人との間隔をあけ、飛沫防止パネ
ルを用意するなどして、ソーシャルディスタンスを保ちながら開催していますのでご安心ください。変わらず
おもしろい講座をご用意しておりますので、皆さまのご参加をお待ちしております。

最新情 報は、
まちキャン
ホームページを
ご覧ください

羽 賀学長の

vol.112

まちキャン徒 然日 記

「老人と好 奇心」
私もとうとう7 0 歳、古 稀になってしまいました。肉 体 はそれ 相 応にできないことが増えつつあり
ますが 、
「 好 奇 心 」だけは不 思 議と右 肩上 がりで 維 持しています 。昨 年 老 いを感じたので 、中 古
のボートを購入し、小 型 船 舶２級 の 免 許を取りその 後すぐに１級 の 免 許をとって、週１ペースで
海に出て釣りをしています 。陸 の 気 象ではなく 、海 の 気 象（ 海 象 ）の 情 報 が必 要なので 、気 象予

▲交流広場 まちなかカフェの様子

▲会議室 飛沫防止パネル利用時

報 士 の 勉強も始めました。人は「好 奇心」を失ったとき、本当の 老 人になってしまう気 がします。
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3

