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スエズ運河で日本のタンカーが座礁して、６日後にようやく離礁しました。もともとスエズは

単線でしたが、船が巨大化し、航行が危険になり、複線となりました。それでも船の巨大化はま

すます進み、３月に吹く「ハムシーン」と呼ばれる砂嵐を伴う季節風にあおられて座礁してしま

いました。喜望峰を迂回してヨーロッパに向かうとプラス１０日間、１億円の費用がかかるそう

です。今回の事故のように自然を超えた開発は、大きなツケを払わされるようになります。

「スエズ運河、タンカー座礁」

◎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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5/4（火・祝）、18（火） 長岡大学「令和2年度学生活動の紹介」

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）

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

5/10（月）～

お申し込み

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。

利用者発表会 参加者大募集！きになる10周年チラ見せ

時間 内容 講師 （敬称略）日程

19:00～20:30

19:00～20:30

14:00～16:00

19:00～20:30

18:45～20:15

19:00～20:30

19:00～20:30

14:00～15:30

14:00～15:30

5/10
5/13
5/15
5/17
5/19
5/24
5/26
5/29
5/30

長岡造形大学
教授 菊池加代子

（月）

（木）

（土）

（月）

（水）

（月）

（水）

（土）

（日）

まちなかカフェ まちなか大学

ブラツムラ ｗｉｔｈ キタ　－ 柿川後編 －

ｅスポーツっていいスポーツ？

立体折り紙をつくって多面体について考えよう！

さわって、みて、機織りと布のからくり発見！
④産業からみる長岡の布のあれこれ

さわって、みて、機織りと布のからくり発見！
③ものからみる長岡の布のあれこれ

人生100年時代におけるライフプラン　－ 資産づくり、年金、働き方 －

さわって、みて、機織りと布のからくり発見！
⑤想いがかたちになった布

空に憧れて、翼に憧れて
①飛行機に働く空気の力を推定する

空に憧れて、翼に憧れて
②航空機の環境適合性について

ながい社労士・ＦＰオフィス
代表 永井泰雄

長岡造形大学
教授 菊池加代子

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）
主任研究開発員 上野真
長岡造形大学
助教 板垣順平
金沢工業大学
教授 佐々木大輔

長岡工業高等専門学校 元教授 丸山一典
長岡技術科学大学 名誉教授 藤井信行

長岡造形大学
准教授 津村泰範　助教 北雄介

新潟コンピュータ専門学校
非常勤講師 保倉瑠威　担任講師 農頭恭平

羽賀学長の

まちキャン徒然日記
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注意事項

アクシアル リテイリング（株）、日本精機（株）、吉乃川（株）  朝日酒造（株）、安達紙器工業（株）、岩塚製菓（株）
（株）内野精工 FMながおか80.7 （株）サンシン、JA越後ながおか （株）システムスクエア 大光銀行 

（株）第四北越銀行、（株）長岡歯車製作所、アウトドアショップ・パーマーク 北越コーポレーション（株）
ミライ発酵本舗（株） ヨネックス（株） （有）大塚木型製作所、（株）片山抜型製作所、（株）カンコー （株）ジャステム
長岡グランドホテル、長岡電気工事協同組合 中川酒造（株） （有）毛利製作所、RINX（株）、ワタナベグループ     

全2回

次回もお楽しみに！

 

講師は東京から
オンラインで登場！

ホームページ

twitter

灯り語 
普段、誰もが特に意識することなく使っている照明についてみんなで語りましょう。どんな照明
がどのように私たちの生活を彩っているのか。照明の世界をあらためて考えてみると、いつもの
生活がもっと「明るく」なるかもしれません。

6/8（火） 
19：00～20：30 

長岡造形大学 
教授  佐藤淳哉

定 員 20名（先着）　 会 場 3F 301会議室受講料 500円（1ドリンク付）　

　 おもしろクラシック♪ベートーヴェンの横顔 
ボランティア企画講座

－知られざる恋物語－ 
クラシック音楽のおもしろさを味わう！これが皆さんのゴールです。どこか難しいイメージのあるクラシックの
楽しみ方をさまざまな角度から切り込みます。今回の主役はベートーヴェン。ゲストのチェロとピアニスト・
金子陽子さんのピアノとともに、偉大な作曲家の人生を「不滅の恋人」に宛てた手紙からお話しします。

6/5（土） 
10：00～11：30 

チェリスト  片野大輔

定 員 20名（先着）　 会 場 4F 交流広場受講料 500円　

 

 

　 DXことはじめ 

実践編 
DXを始めるのに役立つ思考法などのテクニックを実戦するための学びの場、ワーク
ショップです。受講者の皆さんでアイデアを出し合ってみませんか。

6/26（土） 
14：00～15：30　　　　

株式会社クレスコ

10周年感謝祭では「まちキャン利用者発表会」を開催します。
日頃の練習成果を発揮するチャンス！ みんなで10周年を盛り上げよう！
詳しくはまちキャンカウンターに設置のチラシをご覧ください。

佐野寿之

－AI・クラウド・IoTの可能性を知ろう－

入門編 
デジタル・トランスフォーメーション（DX）を知っていますか。DXとはIT技術を活用し、
アナログだったモノやコトを、デジタルへ変革していくことをいいます。「DX」と「DXを
支えるIT技術」をわかりやすく解説します。

6/12（土） 
14：00～15：30　　　　

株式会社クレスコ
佐野寿之

1

市民プロデュース講座

定 員 20名（先着）　 受講料 2回で400円　 5F 交流ルーム　会 場

2

キャンピングカーdeサバイバル －この目で見なきゃ気が済まない－ 
週末は3連休だし、天気もいい！そんな時、気ままにいつでも、どこにでも、必要な荷物を載せて
旅立てるなんて素晴らしいと思いませんか。それをキャンピングカーで実現したゲストがアウトド
アやサバイバル系の旅のエピソードを紹介します。キャンピングカーマニア必見！必聴！

6/11（金） 
19：00～20：30 

長岡造形大学 
准教授  池永隆

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



2 3

Topic

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

申込受付

※電話・HPで

5/10（月）～

▲講座スタートを楽しみに待っていた多くの方から
　受講していただきました。

▲羽賀学長の想いのこもったグローバルなお話に
　引き込まれます。

全2回

全5回

災害復興計画、防災・減災まちづくりの視点から学ぶ 
2004年の新潟県中越地震を「被災者」「支援者」「研究者」という様々な立場で経験した講師が振り
返ります。震災復興支援チームと共に被災集落を周り、臨機応変な支援メニューを作成した経験から、
地域を支える人材・コミュニティを育むことの大切さ、それらを支える制度や計画についてお話しします。

6/10（木） 
19：00～20：30　　　　　

兵庫県立大学大学院
准教授  澤田雅浩

2

災害リスク情報の視点から学ぶ 
長岡市では2020年に洪水ハザードマップが大規模改訂されました。適切な「情報」を読み取り、行動
することは被害を軽減するうえでとても大切です。自然現象と人の動きを踏まえた情報を最大限利活
用し、意思決定支援へ活かす災害時の情報を集約する仕組みをお話しします。

6/3（木） 
19：00～20：30　　　　　

防災科学技術研究所
総合防災情報センター長
臼田裕一郎

1

市街地火災・被害予測・人間行動の視点から学ぶ 
2016年に糸魚川市内で市街地火災が発生しました。1976年に発生した酒田大火以来、40年ぶり
の「都市大火」です。なぜ大火になるほど大規模になってしまったのか、同様の大火は日本で再び起
こりうるのか、住民の避難行動とともにお話しします。

6/17（木） 
19：00～20：30　　　　　

東京大学大学院 
准教授  廣井悠

3

リスク・コミュニケーションの視点から学ぶ 
人は危険性を繰り返し指摘されても準備や対策を面倒に感じたり、安全な証拠があっても心配になったりしま
す。「リスク」をどのように受けとめるかは個々で異なり、災害リスク・コミュニケーションが大切になります。対話
型防災ゲームや個別避難訓練タイムトライアルなどのコミュニケーションを促す手法についてお話しします。

6/24（木） 
19：00～20：30　　　　　

京都大学防災研究所
教授  矢守克也

4

企業による地域復旧・復興活動の視点から学ぶ 
私たち日本人は災害に対応する基本的な姿勢として、米沢藩藩主上杉鷹山が提唱した「三助の精神」すなわち
「自助」「共助」「公助」の考え方を共有しています。巨大災害時に地域社会がたくましく復旧を成し遂げるため
の「企業による共助（地域貢献と地域復旧対応）」を詳細に調べた成果に基づく発見についてお話しします。

7/1（木） 
19：00～20：30　　　　　

長岡造形大学 
助教  福本塁

5

生き残る防災力を身につける －自助・共助の推進－
中越地震から17年が経過しました。改めて自然災害や身の回りの危険から生き残るためには何が必要
でしょうか。最前線で活躍している防災研究者の実践事例を通じて防災力を学びます。自分と家族の
命を守るため、自助・共助の意識を生活に取り入れていきましょう。
定 員 30名（先着）　 会 場 3F 301会議室受講料 5回で3,000円　 コーディネーター 長岡造形大学  助教  福本塁

まちなか大学「発酵」へ
ステップアップ

　 知って楽しい長岡 

  

 
 

 

 

放射線ってなんだろう？ 
「放射線被ばくでがんになる」「がんの放射線治療」相違しているこの話。いったいどういうことでしょう？放
射線は怖いだけではないことが、放射線と物質のミクロな相互作用を知れば納得します。放射線装置開発
や原発事故調査の経験を持つゲストが、20世紀の物理学の歴史を踏まえて分かりやすく解説します。

6/25（金） 
19：00～20：30 

長岡技術科学大学
 准教授  村上健太

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

えちご川口の魅力を知る －座学－ 
信濃川と魚野川の交わる自然豊かな川口地域の成り立ちや歴史・文化を学びます。約1万
6,000年前の荒屋遺跡は、国の指定遺跡であり、長岡市で一番古い遺跡です。川口地域は、
中越大震災の震源地でもあるところです。震災後の復興やまちづくりについてもお話しします。

6/19（土）
13：30～15：30　　　　

川口郷土史研究家
桜井兵治

1

ボランティア企画講座
－川口地域を知る－

定 員 2回とも参加できる方30名（先着）　 受講料 2,500円
1 2 川口地域5F 交流ルーム　会 場

持 物 筆記用具、飲み物、雨具(雨天時）　 服 装 歩きやすいもの

2 川口地域を巡る －現地学習－ 
座学で学んだことをもとに、川口歴史民俗資料館をはじめ、由緒あるお寺や震災復興の拠点であ
るきずな館、震災メモリアルパークを見学します。やな場で昼食をいただいた後、午後は荒屋遺跡
や北陸水力発電所跡地、あぐりの里を見学。川口地域の歴史や文化をたっぷり体感しましょう。

7/3（土） 
9：00～16：00　　　　
（移動時間含む）　　　　

川口郷土史研究家
桜井兵治

まっすぐに醸し伝える新潟の味 －みそからピクルスまで－  
“長岡が誇るみそ屋”の社長が、先人の知恵を活かしながら営む会社の歴史や、塩分の少ないピクルス
などについてお話しします。みその需要が減ってきた現代、みそを使ったものを手に取ってもらえるよう、
フリーズドライのみそ汁やピザの商品開発をしました。そんな自慢のみそを使った「みそ玉」もつくります。

6/28（月） 
14：00～15：30 

栁醸造株式会社 
代表取締役  栁和子

定 員 20名（先着）　 会 場 4F 創作交流室受講料 500円（1ドリンク付）　

最近のお墓事情 
「お墓を建てるにはどうしたら良いの？」「先祖のお墓を維持できなくなった…」など、お墓に関
する悩みはありませんか。お墓を建てる際の流れや墓石の種類、墓じまいの方法など、その道
のプロが現代のお墓事情についてお話しします。実はお墓以外の供養の方法もあるんです。

6/22（火） 
19：00～20：30 

トーア株式会社 
取締役  浅野恭兵

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

古墳に大コーフン！ 
世界遺産(文化遺産)に登録された「百舌鳥・古市古墳群」をはじめ、最近なんだか気になる
「古墳」について、クイズをしながら楽しく学びます。新潟にも古墳があるんだって！？こどもも
大人も、誰でも気軽に参加できますよ。さぁさぁ、大コーフンの古墳の世界をご案内～♪

6/13（日） 
14：00～15：30 

古墳にコーフン協会 
理事長  伊藤壮
会長  まりこふん

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

　 ゲームで体感、SDGs 
加連国、で称略の」）標目発開な能可続持（slaoG tnempoleveD elbaniatsuS「はとsGDS

盟国が2030年までに達成するために掲げた17の行動目標のことです。カードゲームを通して、
SDGsの本質を楽しく学び、自分と世界のつながりを体感してみませんか。

6/18（金） 
19：00～20：30 

公立高等学校 
教諭  小川郁

市民プロデュース講座

定 員 中学生以上20名（先着）　 会 場 5F 交流ルーム受講料 200円　
持 物 筆記用具　

まちなかカフェ「羽賀学長のユーラシア学のすすめ－ユーラシア・ダイナミズムから学ぶ－」を皮切りに
令和３年度の講座がスタートしています！
これからもみなさんの “きになる” 講座をどんどんお届けしますので、どうぞお楽しみに！


