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新型コロナウイルス感染症の出口がなかなか見えてきません。私は、感染症が広がってから週１日

出勤となり、その他は在宅勤務の日々が続いています。ルーティンワークがないと生活のリズムが

崩れ、だらけやすくなるため、それを阻止する工夫が必要になります。今は先々の講演のテーマを

考え、「自らの学び」を進めることで、緊張を維持しています。好奇心を維持して前向きに学びを

広げるためにも、まちキャンの役割が大きくなっています。

「withコロナ」

◎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。

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
〒940-0062 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.0258-39-3300 
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12/1（火）、15（火）、29（火）～R3.1/3（日） 長岡造形大学「学生作品の展示」

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）、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

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

12/10（木）～

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

19:00～21:00

19:00～20:30

19:00～21:00

19:00～20:30

19:00～20:30

19:00～21:00

10:00～11:30

19:00～21:00

19:00～20:30

12/2
12/4
12/9
12/10
12/14
12/16
12/18
12/23
12/25

長岡造形大学
教授 天野誠
まちなかキャンパス長岡
学長 羽賀友信

ロースイーツクリエイター
小黒小百合

菓子文化研究家
溝口政子

（水）

（金）

（水）

（木）

（月）

（水）

（金）

（水）

（金）

まちなかカフェ

雪氷研究の最前線から考える －雪と生きる・雪を活かす－
⑦個別研究

雪氷研究の最前線から考える －雪と生きる・雪を活かす－
⑧個別研究

雪氷研究の最前線から考える －雪と生きる・雪を活かす－
⑨個別研究

雪氷研究の最前線から考える －雪と生きる・雪を活かす－
⑩成果発表

大好物は、鉱物です！

1冊の本ができるまで

羽賀学長の中東から学ぶ「ハラル」

福を招くお守り菓子 －新年の辻占菓子を中心－

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！

まちなか大学院

フォッサマグナミュージアム
学芸員 小河原孝彦

長岡技術科学大学
教教 上村靖司　助教 杉原幸信

長岡技術科学大学
教教 上村靖司　助教 杉原幸信

長岡技術科学大学
教教 上村靖司　助教 杉原幸信

長岡技術科学大学
教教 上村靖司　助教 杉原幸信
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まちキャンでボランティアしていただける「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内容はいろいろ。
いつでも申し込みをお待ちしています！

羽賀学長の

まちキャン徒然日記

vol.113

low row

趣味のバイクいじりが高じた工具マニアが、その楽しさをお伝えします。カラフルな六角レンチ、ビ
スが吸い付くドライバー、一流工具と100均工具の違い、などなど。一般向けですが、プロメカニッ
クの参戦も大歓迎です。「弘法筆を選ばず」なんて絶対ウソ。ゲストのお気に入りも紹介します。

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

 お気に入りの工具（あれば）持 物

長岡技術科学大学
准教授  鈴木常生

R3.1/26（火）
19：00～20：30

井上円了の妖怪学
越路出身で東洋大学を設立した井上円了は、妖怪博士としても知られています。古くから
日本人の心に生き続けてきた妖怪を、科学的に研究しました。井上円了が研究した妖怪の
世界、従来の妖怪に対する見方を変えた「妖怪学」を紹介します。

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

新潟県立歴史博物館
専門研究員  田邊幹

R3.1/21（木）
19：00～20：30

異獣（『北越雪譜』新潟
県立歴史博物館所蔵）

趣味の道具

＼詳細はこちら／

世代や
価値観を超えた
市民交流を
深めたい

多種多様な
学びの場に関わり
幅広い知識を
得たい

学校や職場では
体験できない活動に

参加したい
新しいことに
挑戦して

さらなる成長を
図りたい

能力や経験を
活かして

地域活性化に
貢献したい

つじうら
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申込受付

※電話・HPで

12/10（木）～
関心のある分野をじっくり学べる
連続講座です。

※講師敬称略

学生証を持っていると
嬉しい特典が！

Topic
2

まちキャンを応援するお店＝協力店で学生証を見せると、いろいろな特典やサービスが受けられます！
協力店は全部で４９店舗！お得に食事をしたり、買い物したり・・・まちキャンをとことん満喫しよう！

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」を発行しています！講座を受講する際は、学生証で出
席をとります。学生気分を味わえますよ！これであなたも、まち
キャンの学生の仲間入り！

新潟県および近隣の土木構造物や土木事業について、つくられた背景や建設に携わった人たち、
技術的意義、果たしてきた役割、歴史的・文化的側面について知りましょう。暮らしを支えるインフ
ラに親しみを持つことがねらいです。

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

北陸・新潟県の土木史－橋、道路、鉄道に歴史あり－

佐渡の近代産業遺跡と長岡水道タンク
佐渡は明治以降、金山のために近代的な港湾、発電所、精錬工場などが早い時期に整備されまし
た。それらは今では近代産業遺跡として再評価され、整備、保存が進んでいます。長岡市の通称「水
道タンク」の給水塔は中島浄水場跡とともに、土木遺産として市民に親しまれています。今回は役
目を終えた土木遺産に焦点を当てます。

長岡技術科学大学
教授　下村匠

R3.2/15（月）
19：00～20：305

橋に歴史あり－信濃川に架かる橋－
長生橋は長岡のランドマークとして今も長岡市民に親しまれています。長生橋について橋梁技術や
土木史の観点から専門的な話を聞くと、「なるほど」と思い、もっと親しみが湧くのではないでしょ
うか。同じように、新潟市の萬代橋、旧越路町の越路橋などの歴史についても学びます。

長岡技術科学大学
准教授　宮下剛

R3.2/8（月）
19：00～20：304

黒部ダム、剱岳点の記－富山県の土木事業－
つるぎだけ

新潟県のお隣りの富山県は、険しい立山連峰に関連して近代土木技術を駆使した事業が行われて
きました。明治初期の測量隊による剱岳登頂物語は、新田次郎の小説になり映画化もされました。
（エピソードの山岳会には長岡市の高頭仁兵衛氏も関係します。）映画「黒部の太陽」で有名な黒部
ダムについても学びます。

長岡技術科学大学
教授　下村匠

R3.2/1（月）
19：00～20：303

大河津分水と岡部三郎、青山士、宮本武之輔
大河津分水は、わが国の土木技術史を語る上で欠くことのできない事業です。建設に携わった技
術者たち、事業の技術史的意義など、何度聞いても感動的です。近年、可動堰の更新に伴い調査も
なされました。また、分水路の拡幅工事も開始されました。地元にある世界中に誇れるインフラにつ
いて知りましょう。

せき 日本大学
教授　阿部貴弘

R3.1/25（月）
19：00～20：302

国境の長いトンネル－上越国境の話－
上越新幹線や関越自動車道は、東京や関東への高速で快適なアクセスを可能にする長岡にとって
今やなくてはならないインフラです。しかし、その建設には国境の長いトンネルや雪対策など、難題
を克服しなければなりませんでした。新潟－東京を結ぶ近代交通インフラがどのようにつくられてき
たのかを振り返ります。

長岡技術科学大学
教授　下村匠

R3.1/18（月）
19：00～20：301

全5回

協力店の情報は
 こちら

● カフェ・ド・アミアン
● クッチーナ・ヒコ 
　－ｃｕｃｉｎａ・ｈｉｋｏ－
● 長岡グランドホテル
● コーヒーホーム シャルラン
● 舎鈴夢
● ニコラス
● ネームレス
● ビアホール
　ＢＡＤＥＮ‐ＢＡＤＥＮ 駅前店
● ウェスタンバー
　Ｆｏｒｔｙ‐Ｎｉｎｅｒｓ
● フロリダ・キッチン
● ＲＡＤＩＯ

● 越後の蔵 和心づくし あさひ山
● 割烹食堂きよ志
● 新亀寿司
● 料理・仕出し 杉乃栄
● 野鳥料理・季節料理 天風
● 寿司・和風料理 米八

● 居酒屋
● 旬の肴とうまい酒 たこの壺
● 遊食居酒屋なじらてい
● ＢＯＯＺＥ

● ポアル
● ラーメン居酒屋つかさ

● 川西屋本店
● 神林精肉店
● 瑞花 本店
● 高橋園 殿町本店
● フランス菓子 ダンファン
● とりせい長岡店

● オアシス鍼灸院
● サヨ美容室 駅前店
● ノムラ理容院
● パーマハウスtop

● 株式会社 印章堂印判文具店
● 靴のカネトク
● 小林スポーツ店
● 斉藤和楽器店
● 末広堂
● 高木時計眼鏡店
● トーア株式会社
● きもの処 星ごん
● 巻勘美術店
● 刃物屋 松五郎
● ミヤコヤ

次ページの
トピック2を
チェック！

お店のカテゴリ別に
検索できるよ♪

● Bloom
● エイチ･アイ･エス 長岡営業所
● たまご薬局CoCoLo店
● ニューワタナベ 坂之上店
● 巻勘学院

ライフサポート


