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まちキャンで音楽や
ダンスの練習をしている
みんなの発表会もあるよ！

みんなのメッセージで
できた「きになる木」
を見に来てね！

地質に残された特徴をもとに時代が区分されていますが、１万１７００年ほど前に寒冷な気候が終

わってからは「完新世」とされています。しかし、地質に刻まれるほどの人類の活動の影響が浮き彫

りにされてきて「人新世」という新たな定義づけに向けて調査が進められています。すでに化石燃

料の微粒子や環境汚染物質などの痕跡が地質に残り始めています。「人類は自然の一部」から「人

類は自然の破壊者」へと大きく舵を切ることになりそうです。

「人新世」

◎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。

9月号に
つづく

8/3（火）、17（火） 長岡工業高等専門学校「どんな学校？長岡高専」

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）

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。

まちキャン自慢の”学び”を用意しています！きになる10周年チラ見せ
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“どきドキせっき”縄文時代探求 ①縄文時代を調べよう！

ヒップホップダンス　－親子でまちキャンクラス－

出発進行！運転士のお仕事

針のない注射器？その仕組みとは！

“どきドキせっき”縄文時代探求 ②遺跡を探そう！

「ほうしゃせん」を見てみよう！

今のこどもたちって本当に遊べている？

「リノベーションまちづくり」を知ろう！①「リノベーションまちづくり」って何だろう

ながおか企業探検隊！　－システムスクエア編－

「リノベーションまちづくり」を知ろう！③新潟県内のリノベーションまちづくりの動き

大雪と台風のメカニズムを知る

“どきドキせっき”縄文時代探求 ③土器や石器を調べよう！

「リノベーションまちづくり」を知ろう！②既にある建物や広場を活用するということ

発酵を科学する －発酵を理解し、Ｉｎｎｅｒ Ｂｅａｕｔｙライフへ－ ①微生物発酵ワールド・仕込み －糠床作成－

ろうそくパワーで回る灯ろうをつくろう！

たまたまできちゃう!?絵本づくりに挑戦！

絵本づくりのトレーニングをしよう！

新潟県立歴史博物館 専門研究員 宮尾亨 主任研究員 橋詰潤

長岡工業高等専門学校 助教 工藤慈

長岡造形大学 教授 天野誠

まちばん ナビゲーター 桝潟晃広 ヨシダリノベーションプロジェクト 蓮沼知大

長岡造形大学 教授 天野誠

長岡市×長岡造形大学大学院イノベーター育成プログラム１期生 星野洸太

長岡技術科学大学 教授 小笠原渉

株式会社ＳｎｏｗＣａｓｔ 気象予報士 高野哲夫

ＳＵＵＭＯ 編集長 池本洋一

東京大学 准教授 村上健太

ＪＲ東日本 運転士 江村亜登夢

長岡工業高等専門学校 教授 河田剛毅

振付師 ＩＳＳＥＹ

新潟県立歴史博物館 専門研究員 宮尾亨 主任研究員 橋詰潤

新潟県立歴史博物館 専門研究員 宮尾亨 主任研究員 橋詰潤

まちばん 代表 津村泰範

株式会社システムスクエア

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     

次回もお楽しみに！

ホームページ

twitter

感謝祭では講座以外にも謎解きキーワードラリーや、長岡大学とコラボしたオリジナルグッズの販売、
来場者へのプレゼントなど…みんなの思い出に残るモノや催しを企画中!9/11は、アオーレ長岡で「な
がおか市民活動フェスタ2021」もやってるんだって！まちなかへＧＯ!

まちなかカフェ まちなか大学 こどもカフェ こども大学

まちなかキャンパス長岡運営協議会 
委員、事務局ＯＢ

まちなかキャンパス長岡学長 羽賀友信 
名誉副学長 中出文平

まちキャンの講座ってどうやってつくっているの？講座が開催されるま
での汗水流した物語をお話しします。さらにまちキャンが好きになること
間違いなし！

　学長・名誉副学長が語る！
きになるまちキャンよもやま話

まちキャン講座のつくり方

カフェマーケット プレミアムカフェ

時 間

ゲスト

17：00～18：00

みんなの想いがつまっているまちキャン。今まで語られなかった誕生まで
の苦労話や今に引き継がれる「まちキャンプライド」など、まちキャンの
10年を振り返ります。

時 間

ゲスト

19：00～20：30

申込受付

※電話・HPで

8/10（火）～

申込受付

※電話・HPで

8/10（火）～

定員 30名（先着）　 会場 4F 交流広場受講料 500円（1ドリンク付）　定員 20名（先着）　 会場 4F 交流広場受講料 500円（1ドリンク付）　

（移動時間含む）

（移動時間含む）

2ページ目も
まだあるよ！

新潟大学 教授 本田明治 

海が教える地球温暖化。
どうする？長岡

地面すれすれを飛ぶ
おもしろ飛行体づくり

時 間

講 師

13：30～15：00

私たちの生活は豊かな海に支えられています。海や気候のスペシャリス
トが海の役割や地球温暖化が長岡に与える影響をお話しします。長岡
の未来のために出来ることを考えましょう。

申込方法 8/10（火）～ 8/25（水）までに電話またはホームページにて
お申し込みください。受講の可否は9/3（金）までに郵送でお
知らせします。

　

定員 50名（抽選）　 会場 3F 301会議室受講料 無料 　

10周年記念特別講演 こどもワークショップ

体験コーナー

時 間 ①9：30～10：50 ②11：00～12：20
③13：30～14：50 ④15：00～16：20

時 間 9：30～16：00

定員 各回小･中学生５名（先着､小学生は保護者同伴）　

時 間 ①9：30～10：30
②11：00～12：00

時 間 ①13：00～14：00
②14：30～15：30

定員 各回小･中学生9名（先着､小学生は保護者同伴）　

世界を救うSDGsゲーム /LEDオブジェをつくろう！/ 誰でもできる子育て
サポート体験 /あっという間に浦島太郎！？ーお年寄り体験ー /わたしもで
きる！心肺蘇生法 / 聴診器で自分の音を聴いてみよう！/ ストレスとストレ
スマネジメント/ 脳トレリフレッシュ/ 災害時のトイレについて考える

紋切りあそび

会場 3F 多目的スペース1
　

会場 5F 501会議室
　

　

　

韓紙チョガッポ

日韓の紙文化体験

カンシンセイ

ジンシンセイ

※9:00オープニング

申込
不要

　参加費 無料

　参加費 無料

　参加費 無料
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関心のある分野をじっくり学べる
連続講座です。

申込受付

※電話・HPで

8/10（火）～

借り物の場所 借り物の時間  香港編 
植民地が独立でなく元の国に返還されるという歴史的にも稀有の結果を背景に、中国返還から20
年以上を経過した今なお激動の時間が続いています。民主化運動の先には何があるのか。三度の
香港駐在経験を経て講師が見た現状と今後の展開を市民生活の様子を踏まえて考えます。

10/7（木） 
19：00～20：30　　　　　

高砂熱学工業（香港）有限会社
アドバイザー   三宮正至

2

アジアの巨竜を探る  中国編 
中国を知ることで、世界の動きがより分かりやすく見えてきます。特に欧米や日本との関わりをたどると、香港の
民主化運動や台湾の政情の背景が興味深く浮かび上がります。また、日々の生活に根付く伝統的な中国文
化と西洋文化を巧みに取り込んだライフスタイルを知ることで、新たな中国観が見つかるかもしれません。

9/30（木） 
19：00～20：30　　　　　

公益財団法人にいがた産業創造機構
事業アドバイザー   田辺良則

1

グローバルな人材とは？  イギリス編 
日本人、日系企業が欧州市場に展開する際に気を付けるべきことは何か。「異文化理解の観点」と「コ
ミュニケーション言語としての英語」の２つを通じて考察します。また、欧州市場から数年先の将来の日
本の姿を想像し、これからのグローバル人材を考える契機とします。

10/14（木） 
19：00～20：30　　　　　

長岡工業高等専門学校
 

寮務主事（校長補佐）
   

市村勝己

3

ＥＵの中心的存在  ドイツ編 
ドイツに通算５年間住み、仕事をしていた講師が、欧州での働き方や生き方などを例に、今の日本におけ
る働き方改革を欧州との比較を交え、お話しします。また、世間ではＥＵをひとつの地域と考えますが、実
際に住んでみて感じたＥＵ内それぞれの国の異なる考え方、生き方、仕事の進め方などもお伝えします。

10/21（木） 
19：00～20：30　　　　　

有限会社カンダプロセス
 

代表取締役   小見裕之

4

経済成長の裏側を考える  ベトナム編 
ベトナムは、今ASEANの中で最も注目を集める国のひとつです。一度ベトナムに足を踏み入れると、バ
イクの群衆といった昔ながらの光景に加え、近年の高層ビルの建設ラッシュ、急速な経済成長の勢い
に圧倒されます。“明日はもっとよくなる”ポジティブな人間力に満ちたベトナムの現状をお伝えします。

10/28（木） 
19：00～20：30　　　　　

株式会社阿部製作所
企画開発課   本田俊也

5

ビジネスマンが見てきた世界

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 公益財団法人にいがた産業創造機構  事業アドバイザー  田辺良則

産業界のグローバル化は年々進み、中小企業においても海外展開の重要性は増しています。そんな中、現在、過去に
海外で駐在員として活躍した講師が、出張や旅行では分からない各国・地域のビジネスから生活などの習慣まで、実
体験をもとに紹介します。長岡にゆかりのある講師が見てきた世界をのぞいてみませんか。

　全5回

8/10（火）～

コーディネーター 株式会社FARM８  代表取締役  樺沢敦
ながおか市民協力働センター  アドバイザー  唐澤頼充

Topic

 

 

 
 

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。

申込受付

※電話・HPで

8/10（火）～

 思わず納得！日常あるあると行動経済学 
人間の心理に基づく行動に着目した経済学を行動経済学といいます。人間は非合理で不可
解な行動をすることがありますが、実は行動経済学的に説明できるものが多いのです。みんな
でクイズを楽しみながら奥深い行動経済学の扉を開けてみましょう！

9/3（金） 
19：00～20：30

長岡大学 
教授  山川智子

まちキャン
10歳の
誕生日

衣食住に活かす色彩のいろいろな効果 

る私たち。日常をより豊かにするために、色の効果を試してみませんか。衣食住をテーマに、生
活を楽しめる色使いのちょっとした工夫を色彩心理学の観点からお伝えします。

9/27（月） 
14：00～15：30

長岡大学 
非常勤講師  池優子

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

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

ボランティア企画講座
　 自宅で楽しむワインのおはなし 
家庭料理と相性が良いワインはどんなものがあるのでしょうか。適切な保存方法や温度、新潟
県産ワインなど、ワインソムリエが、自宅でより美味しくワインを楽しむ方法を教えます。実際にワ
インのテイスティングを楽しみながら、外観や香り、味わいなどを感じてみませんか。

9/24（金） 
19：00～20：30

ワイン中村 

代表（ワインソムリエ）
中村新太郎

定 員 20歳以上20名（先着）　 会 場 4F 創作交流室受講料 1，000円　
※香水はご遠慮ください。 ※お車での来館はご遠慮ください。　

においと味の不思議な関係 
普段何かを食べて、美味しい、まずいといった「味」を感じるときには、私たちの想像以上に「に
おい」の影響が強く働きます。においと味の不思議な関係について、科学的にどのようなこと
が明らかになっているのか、簡単なデモを交えながらご紹介します。

9/29（水） 
19：00～20：30

新潟大学 
准教授  白井述

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

  
 

 
 

 

 

 

 
 
 

24時間いつでも買い物ができ、新鮮な商品を売り場のプロが選んで
くれるネットスーパー。アプリを利用した便利な使い方など、ネットスー
パー活用術をお話しします。

Do you 脳？
－こころの仕組み－

いま、なぜ民藝か 
－失われた「生活」を求めて－ 

明治大学 
准教授  鞍田崇

「時間」「お金」ムダなし！
ネットスーパー活用術

原信ナルスオペレーションサービス株式会社
営業企画室長  小野塚誠
原信ネットスーパー担当

長岡工業高等専門学校 
准教授  堀口真利子

時 間

ゲスト

9：30～10：30

身体の司令塔とも呼ばれる脳は、とても大切な存在です。発達障害を
例に、脳の構造や仕組み、脳が与える心のはたらきについてお話しし
ます。

長岡技術科学大学
准教授  霜田靖  

時 間

ゲスト

11：30～12：30

民藝とは「民衆が用いる工藝品」、つまり生活道具のことです。近年、
注目されている「民藝的なもの」たち。その実態と可能性を探ります。

　

時 間

ゲスト

15：30～16：30

作家であり翻訳家でもある村上春樹は、国内外において大変な人気
を博しています。彼の魅力と彼が創り出す作品の力について、一緒に
読みながら考えてみましょう！

一緒に読もう！村上春樹

時 間

ゲスト

17：30～18：30

定 員 20名（先着）　 会 場 4F 交流広場受講料 500円（1ドリンク付）　カフェマーケット

申込締切

※指定の
申込用紙で

10/8（金）必着

まちなか大学院は、まちなか大学からのステップアップの講座です！自ら立てた課題を研究し、学びを深めます。
今年のテーマは、「地域資源」。長岡にはどんな資源があるのか。今はまだ眠っている長岡の良さを探す方法や、
今あるものをさらに輝かせる方法を学びましょう！
まちキャンホームページまたは「令和３年度講座一覧」で詳細をご確認のうえ、申込書にてお申し込みください。

長岡の資源をみつける、価値に変える【10回連続講座】
地域資源研究コース

時 間

日程

初回：18：30～20：30　2 回～6 回：19：00～20：30
7 回～10 回：19：00～21：00

11/10～1/19の毎週水曜日（12/29を除く） 詳しくはこちら／／

講師は香港から
リモートで登場！

持 物 スマートフォンまたはタブレット

know


