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講師

7/1（日） 10:00-11:30
五感を揺さぶる街ベトナムハノイ
誇り高きプロ集団・磨き屋シンジケート
7/4（水） 19:00-20:30
子どもが勉強好きになる
！親のアプローチ②
7/7（土） 10:00-12:00
縄文研究の最前線②縄文時代の食料事情
13:30-15:00
7/8（日） 10:00-11:30
弦楽器体験講座 ヴァイオリン・チェロに触れてみよう！③
この道ひとすじ②花火師嘉瀬誠次さんを囲んで
13:30-15:00
7/10（火） 19:00-20:30
コンビニおにぎりの秘密
長岡学入門講座④
7/11（水） 9:00-16:00
金峯神社と秋葉信仰・山古志の中越震災跡を巡る ※バス見学
自分で作った天体望遠鏡で宇宙をのぞこう
！①
7/14（土） 9:30-11:00
天体望遠鏡を作ろう1
縄文研究の最前線③
13:30-15:00
縄文時代の遺物の見方 ※会場：馬高縄文館
7/15（日） 10:00-11:30
弦楽器体験講座 ヴァイオリン・チェロに触れてみよう！④
7/18（水） 19:00-20:30
長谷川泰ものがたり
玄米を美味しくマクロビオティック料理講座⑤
19:00-21:00
自分で作った天体望遠鏡で宇宙をのぞこう
！②
7/21（土） 9:30-11:00
天体望遠鏡を作ろう2
縄文研究の最前線④縄文時代の玉とヒスイ
13:30-15:00
ふしぎ発見！科学SHOW
7/22（日） 10:00-12:00
おいしい食べ物サイエンス パンの不思議
（水）
長岡学入門講座⑤長岡の自然災害と防災
7/25
10:00-12:00
ふしぎ発見！科学SHOW
7/28（土） 10:00-11:30
静かな働き者・静電気は、
こんなにスゴイ
！
縄文研究の最前線⑤縄文時代の森林利用
13:30-15:00
ふしぎ発見！科学SHOW
13:30-16:30
昆虫ロボットを作って対戦だ
！
自分で作った天体望遠鏡で宇宙をのぞこう
！③
19:00-20:30
月や土星を見てみよう！※会場／長岡工業高等専門学校
弦楽器体験講座 ヴァイオリン・チェロに触れてみよう！⑤
7/29（日） 10:00-11:30
4階PRコーナー 7月〜9月 長岡造形大学展示 休館日 7/3
（火）
,17
（火）
羽賀学長の

ボランティア
企画講座

長岡技術科学大学
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准教授 リー飯塚尚子さん
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参事 高野雅哉さん
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数研財団認定数学プロA級コーチャー

棚橋知弘さん

新潟県立歴史博物館

専門研究員 西田泰民さん
アンサンブル・オビリー

佐々木將公さん、阿部智子さん、片野大輔さん

嘉瀬さんご夫妻
長岡大学 教授

松本和明さん

Topic
1

ボランティア企画講座を紹介します！
この道ひとすじ
この道ひとすじ

郷土史研究家 石田哲弥さん
元山古志支所長 青木勝さん
長岡工業高等専門学校

准教授 長部恵一さん

第3回

長岡市馬高縄文館

まち創りと自然

館長 小熊博史さん

申込 期 間

7/10（火）〜

第4回

※電話・HPで

アンサンブル・オビリー

佐々木將公さん、阿部智子さん、片野大輔さん

講 師 造園家

長谷川泰を語る会 恩田富太さん

日時

KMI認定マクロビフードコンシェルジェ

細貝恵子さん 山田明美さん
長岡工業高等専門学校

鈴木重壱さん

夢を求めて
‒俳句とだるま‒

7/10（火）〜

8/10（金）13:30〜15：00

日時

※電話・HPで

大瀬久男さん

9/2（日）13:30〜15：00

定 員 20名（先着）

定 員 20名（先着）

准教授 長部恵一さん

対 象 どなたでも

対 象 どなたでも

前富山市埋蔵文化財センター

会 場 まちなかキャンパス長岡 3階 302会議室

会 場 まちなかキャンパス長岡 3階 301会議室

長岡工業高等専門学校

参加料 500円

参加料 500円

所長 藤田富士夫さん

教授 菅原正義さん
長岡技術科学大学

准教授 上村靖司さん

長岡工業高等専門学校

助教 床井良徳さん
新潟県教育庁文化行政課
埋蔵文化財係専門調査員 荒川隆史さん
長岡工業高等専門学校

教授 山田隆一さん

Topic
2

長岡工業高等専門学校

准教授 長部恵一さん

アンサンブル・オビリー

佐々木將公さん、阿部智子さん、片野大輔さん

スーダンを訪ねて
（その２）

音楽鑑賞コーナーリニューアル！
まちキャン4階にある音楽鑑賞コーナー。
ここは、市民の皆さんから寄贈いただいたレコードを聴くことのできるコーナーです。
このたび、大々的にリニューアルしました。今まで倉庫に静かに並んでいたLPをコーナー内に陳列。
迫力あるレコードジャケットが棚や壁にところ狭しと並ぶ、見て楽しいコーナーになりました。
たくさんのLPがありますので
「探す」
のも楽しみの一つになりますね。
また、
じっくり聴きたい人のためにヘッドフォンも用意。
お持ちの携帯型音楽プレーヤーも接続して聴くことができます。
新しくなった音楽鑑賞コーナーをぜひご利用ください。

スーダンの首都はハルツームです。
ここはエチオピア高原から流れてくる
「青ナイル」
とウガンダから流れてくる
「白

まちキャンからのお知らせ
眠ってるレコード、
まちキャンに寄贈しませんか？

と
「白ナイル」
に挟まれた地域はゲジラ
（アラビア語で島を意味する）
地方と呼ばれ、
灌漑施設が発達しており、
農
業の盛んな地域です。
日本の技術援助により干ばつに強いネリカ米の栽培を促進しており、
現在は米を食べる習
慣はありませんが、
近いうちに主要な穀物の一つになると思います。
南スーダンの物資のほとんどが、
スーダンから

まちキャンでは引き続きレコードの寄贈をお待ちしています。
押入れの奥に聴かなくなったレコードは眠っていませんか？
もう一度レコードに光を当てるチャンスです。
ぜひご寄贈ください。

の輸入に頼っていますが、紛争によりナイル川を利用した交易がストップしたため、南スーダンは物資が不足し、
スーダンは石油がなくなり、
両国が社会的困難に直面しています。

注意事項

申込 期 間

元主宰
講 師 「すいかずら」

ナイル」
の合流点に位置しています。
スーダンはサハラの東南部に位置し非常に暑い地域ですが、
この
「青ナイル」

お 申し 込 み

この道ひとすじ
この道ひと
すじ

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

http://www.machicam.jp

◎無料保育サービス
（6ヶ月〜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。
◎材料費がかかる講座をキャンセルした場合、
材料費を負担いただくことがございます。
◎
（まちなかカフェのみ）
事前申し込みされた方が講座開始後5分経過しても来られない場合、
当日申し込みの方を優先いたします。
事前申し込みがない方でも、
ご自由に見学できます。
先日配布した
「小・中学生向け講座一覧」
のおかげか、6/10から申し込みを開始したふしぎ発見！科学
SHOWや天体望遠鏡の講座はどれも人気！7/10からも子ども向けに3講座の募集が始まりますので、
ご希望の方はお早めに。
あ、
そうそう、
まちなかカフェの3講座もね。
ではまた来月。

8月号に
つづく

Topic
3

長岡造形大学×韓国漢陽大学合同展開催！
METAL WORKS

長岡造形大学・漢陽大学（韓国）合同展 −金工・ジュエリ−の饗宴−
日時

7/27（金）〜8/6（月） 10：00 〜18：00

会 場 まちなかキャンパス長岡 4階 サイエンスカフェコーナー

長岡造形大学と
韓国漢陽大学の
金属工芸分野の
教員、大学院生等の
作品を展示します。

申込 期 間

8月の 小 ・中学生向け講座一覧

7/10（火）〜

申 込 最 終 ページをご 覧ください 。

楽しい実験で、
科学に触れて
みよう！

※電話・HPで

申込 期 間

8月のまちなかカフェ 講座一覧
定員

各20名（先着） 受 講 料 各500円（1ドリンク付）

場所

まちなかキャンパス長岡

申込

7/10（火）〜
※電話・HPで

最終ページをご覧ください。

ふしぎ発見！科学ＳＨＯＷ
受 講 料 各 5 0 0 円（ 1ドリンク付 ）

熱と空気のおもしろ実験
ちょっと不思議な現象の体験と簡単工作
空気の秘めたる力（圧力）によって起こる面白い現象や不思議な現象を、簡単な実験
を通して体験します。空気の力は流れや加熱によってさらにパワーアップ！空気の力で
地上をスイスイ動く面白いおもちゃづくりも行います。
定員：小学1〜6年生とその保護者 20組（先着）
持ち物：きれいに洗った350mlペットボトル
（キャップも必要）、
いらなくなったCD（いずれも持って来られる人のみ）
会場：長岡工業高等専門学校

ウルトラ ・ウィンド〜空気砲のパワーを体験
ダンボールの板を材料にして
「my空気砲」
を作ります。
ダンボールだけで作れるこの空気砲、側面を叩くだけで
「空気のたま」
が飛び出します。
それはどのような作用が働いているのでしょうか？目には見えない「空気のたま」
がどこま
で飛ぶか試しながら、空気の威力を感じましょう。
定員：小学1〜6年生とその保護者 10組（先着） 持ち物：古新聞２枚
会場：まちなかキャンパス長岡

長岡工業高等専門学校

教授 河田剛毅

8/11（土）

長岡工業高等専門学校

大人のための科学実験 料理と化学の親密な関係

13：30〜15：00

教授 鈴木秋弘

料理には、
さまざまな化学現象が潜んでいます。
日本料理の基本となる水は、硬い水・軟らかい水
どちらが良いのか？食材を化学の力で閉じ込めるカプセル料理、色の化学反応で作られる赤い焼
きそばと緑の焼きそば・
・
・実験したあとは、
おいしくいただきましょう。
持ち物：エプロン、
タオル 材料費：500円

10:00〜11：30

教授 塩野計司

日本茶を極めよう

8/18（土）

日本茶インストラクター
茶育指導士

日本の日常生活に欠かせない、
「日本茶」。
日本茶インストラクターが、茶葉の種類や選び方、茶器とお茶の相性、
お茶の美味しさを引き出す
入れ方を伝授します。季節のお茶を飲み比べしながら、
おいしいお茶を感じましょう。

長岡工業高等専門学校

13：30〜15：30

材料費：500円 持ち物：小さい水筒（水出しのお茶を作るため、氷を入れやすいよう、口が広いもの）
定員：10名（先着）

8/26（日）

髙橋宣久

8/26（日）

14:00〜15：30

親子で歩こう！ながおかまちなか歴史散歩
〜川から見たながおかの歴史〜 〈 3 回 連 続 講 座 〉

1

2

定員

小学1〜6年生とその保護者20組（先着） 受講料 3回で2,000円（1組）

場所

まちなかキャンパス長岡 ※最終回のみ野外

親子で学ぼう！信濃川とながおかの歴史
ながおかのまちは、古くから信濃川によって育まれてきました。江戸時代には、重いものを運んだ
りする重要な船道でもあり、
あの「米百俵」
も信濃川で運ばれたそうです。江戸時代の絵図を見
て、当時の様子を思い描きながら、信濃川沿いの略地図を作ってみましょう。信濃川最初の橋、
長生橋についても学びます。

親子で学ぼう！信濃川支流物語 ー柿川

最近開催された講座をチョット紹介します！
まちなかカフェ

長岡工業高等専門学校

市民プロデュース事業

長岡市立中央図書館

ココロをつかむ
ポスター作り

弦楽器体験講座
ヴァイオリン・チェロに
触れてみよう
！
！

8/11（土）

長岡造形大学
准教授 吉川賢一郎さん

アンサンブル・オビリー

准教授 田中聡

文書資料室 田中洋史

9：30〜11：00

人を引きつけるデザインとは？情報を効果的に見せるに
は？？…そんな悩みに、
ゲストの長岡造形大学吉川先生から
的確なアドバイスをレクチャーいただきました。
「これだけ覚え
てもらえれば大丈夫です」
と先生からチョッとした
「コツ」
（内
容はヒミツ）
を伝授。参加者の皆さんがつくったチラシなどの
講評もあり、
自分なりの
「お土産」
を持って帰ったようでした。

長岡工業高等専門学校

栖吉川を中心にー

・

「大きな川」
と
「小さな川」
がつながる場所には、
人が集まり、
物が集まり、
まちが出来ました。信濃川には数多
くの支流がありますが、
ここでは信濃川に注ぐ柿川や栖吉川などに注目し、
その周辺にできた蔵王堂城跡や
栖吉城跡などの古い遺跡について学びます。
１回目に作成した地図に、
遺跡分布を書き込んでみましょう。

3

Topic
4

准教授 田中聡

長岡市立中央図書館

文書資料室 田中洋史

8/18（土）

佐々木將公さん、阿部智子さん、片野大輔さん

「ヴァイオリン、
チェロ？弦楽器って敷居が高くない？」
いえい
え、
そんなことありません。
プロの弦楽奏者を講師に、全5回の
講座で簡単な合奏を目指します。楽器の構え方や弓の持ち
方から始まったので初心者でも安心。音が出たときはホント感
動です。最終回には、
フェニックス大手イースト1階のスクエア
にて演奏会があるかも！
？

9：30〜11：00

親子で歩こう！ながおかまちなか歴史散歩

長岡工業高等専門学校

自分で作った地図をもとに、実際にながおかのまちを歩いてみます。見慣れた街並みのなかに、昔
の人々の暮らしぶり、川が育んだながおかの歴史の足跡がきっと眼に浮かぶことでしょう。
○コース：金峯神社（集合・解散）→蔵王堂城→安禅寺→柿川→極楽寺
○雨天決行します○歩きやすい靴でお越しください○飲み物など暑さ対策をお願いします。
○記録用にカメラなどをご用意されることをお勧めします。

長岡市立中央図書館

准教授 田中聡

文書資料室 田中洋史

8/25（土）

9：00〜10：30

Topic
5

図書コーナーを新設！
まちなかキャンパス長岡は、長岡技術科学大学、長岡造形大学、長岡大学、長岡工業高等専門学
校と連携して講座の企画などを行っています。
その各校の先生方の著書や学校の刊行物を閲覧で
きる図書コーナーを交流広場に設置しました。
ここにあるものは全て3大学1高専のご好意により寄
贈いただいたもの。講座の始まる前の待ち時間などにぜひご覧ください。

