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「長岡の観光地としての可能性を探る ー地域の魅力を再発見し、観光消費につなげるにはー 」
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新型コロナウイルスの感染拡大で停止していたインバウンド（訪日外国人観光客）の受け入れが再開されました。今まで重要
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な指標としていた入り込み客数に加えて、これからはいかに稼ぐことが出来るかについても考えていくことが大切です。地域
の魅力を再発見し、観光消費につなげるためにはどのようにすればよいのか。この機会に考えてみませんか。
第１部

基調報告（14：05 〜）
「長岡へのインバウンドの新たな視点」
長岡大学 准教授

村越 真紀

※第2部のコーディネーターは、引き続き村越が行います。

第2部

パネルディスカッション（15：00 〜）
「長岡の観光地としての可能性を探る」

＜パネリスト＞

株式会社未来づくりカンパニー 代表取締役
新潟経営大学 経営情報学部 特任教授
長岡市 観光・交流部 観光企画課 課長

大羽 昭仁氏
近藤 政幸氏
高野 徹也氏

11月 24日（木）14：00〜16：30
パストラル長岡 5階 扇の間（長岡市今朝白2丁目7番25号）
60名（定員になり次第、受付を締め切ります）

開催日時 2022年
会

場

定

員

参 加 費

無料

申込締切 2022年

所在地：〒940-0828 長岡市御山町80番地8
TEL：0258-39-1600（代）FAX：0258-33-8792

11月 21日（月）

※ご不明な点がございましたら、長岡大学地域連携研究センターまでお気軽にお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、開催を中止する場合がございます。

９月17日
（土）、18日
（日）の二日間、
３年ぶりに
長岡大学の学園祭である
「悠久祭」
を開催しました。
テーマは「 Revival 」。復活を意味しています。

天候にも恵まれ、大勢の方からご来場いただきました。
大きなトラブルもなく終えることができ、学生たちにとっ
て貴重な体験になりました。
ご来場いただいた皆様、誠にありがとうございました。

【お申込み・お問合せ先】長岡大学地域連携研究センター
TEL：0258-39-1600（代）FAX：0258-39-9566
URL：https://www.nagaokauniv.ac.jp/research/
E-mail：chiken@nagaokauniv.ac.jp

悠久茶会

1

グラスルーツグローバリゼーション ー草の根・地域からの人類一体化の推進ー

2

まちの駅 魅力再発見プロジェクト

3

トチオノアカリ商品化によるにぎわい創出

4

動画で新潟を再発見！

5

オープンファクトリーで長岡を活性化！

6

長岡市摂田屋の魅力を高め、観光客を増やし、
地域活性化を図る

7

新潟のフードビジネスにチャレンジ

8

キャンプ・アウトドアをキーワードにした地域活性化への取り組み

9

和服で悠久山を盛り上げよう 長大着物試着フェア

10

長岡市の小学生がプログラミングを継続的に学ぶための仕組み作り

長大着物試着フェア

中越高等学校 チアリーディング部

お笑いライブ

特別講演
（佐藤公威氏）

長岡大学の情報は、
こちらからご覧いただけます。
長岡大学Webサイト
https://www.nagaokauniv.ac.jp/

長岡大学 Twitter

長岡大学 Instagram

今年度で 16 年目を迎える、本学の特徴的な教育プログラムです。ゼミナール毎に、地域活性化のための取り組みを模索し、
地域をフィールドに活動を展開します。最近ではSNSを活用し、取り組みを発 信するゼミナールも増えてきましたので、是非
ご覧ください！感染症拡大防止のため、今年度の成果発表会（12 月3 日）は、学内関係者等で開催します。ご了承ください。
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1

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（木）〜
※電話・HPで

企業のマーケティング戦略が色濃く反映されるテレビＣＭ。単なる商品・サービスの訴求だけではモノは売
れない時代だからこそ、社会問題に対する企業としての向き合い方や諸課題への取り組みを発信してい
くことの重要性は一層増しています。
ＣＭの具体事例をもとに日本社会の現在を読み解いていきます。
定 員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

日帰り温泉施設を、時代に沿ったアイデアで地域の方から愛される施設に再生している会社
があります。
「お風呂を通じて人生を幸せに、お風呂を通じて人とつながりたい」
をモットーに、
地域に求められる役割を追求して入館者数をＶ字回復させた仕掛けについて話します。
20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

ボランティア企画講座

2021年に行われた第18回ショパン国際ピアノコンクール。創設から100年。様々なド
ラマを生み出しています。その由来であるショパンの生 涯と若き挑 戦者達のその後の
音楽人生に焦点を当て、お話と演奏をピアノの安達敦子さんとともにお送りします。
定 員

20名（先着） 受講 料 500円

会 場

東京福祉大学
特任准教授 武本隆行

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

会 場

定 員

20名（先着） 受講 料 500円（1ドリンク付）

3F 301会議室

コーディネーター ながおか臨床美術の会

2

実践・さつまいもを描く

12/23

（金）19：00〜20：30

ながおか臨床美術の会 代表 土田倖子

19：00〜20：30

3

こどもと臨床美術

R5.1/6 （金）19：00〜20：30

日本臨床美術協会 常任理事 蜂谷和郎

株式会社関越サービス
代表取締役社長 小川和宣

4

実践・二人で描く

R5.1/13（金）19：00〜20：30

ながおか臨床美術の会 代表 土田倖子

5

メンタルヘルスと臨床美術

R5.1/20（金）19：00〜20：30

日本臨床美術協会 常任理事 蜂谷和郎

12/8（木）

まちなかカフェ

12/10（土）

10：00〜11：30
チェリスト

片野大輔

12/13（火）

10：00〜11：30

日程

11/4
11/6

19：00〜20：30
長岡大学
教授 權五景

4F 交流広場

内容

講師
准教授

霜田靖

新潟県立自然科学館

（月）19:00〜20:30

長岡技術科学大学

11/10（木）19:00〜20:30

温泉から地域を元気にする！和泉屋の挑戦

よもぎひら温泉和泉屋

11/14（月）19:00〜20:30

あなたが考える「長岡×SDGs」
②事例１：プロダクトデザインとSDGs

長岡造形大学

つる新学長の恩返し −発酵まちづくり編−

まちなかキャンパス長岡

11/16（水）19:00〜20:30

学芸員
教授
常務
教授
学長

いま、なぜ民藝か −失われた「生活」を求めて−

11/21（月）19:00〜20:30

11/28（月）19:00〜20:30

あなたが考える「長岡×SDGs」
④事例３：事業そのものがSDGs達成に繋がる新たな農業

注意事項

水流潤太郎
鞍田崇

長岡技術科学大学
教授

南口誠

アジアン・ハンドセラピー協会
ドゥワアドバイザー

中村絵理

株式会社スプリックス

プログラマーへの第一歩！動くwebページを作ろう

スプリックスエンジニアリングラボ社員
株式会社プラントフォーム
代表取締役CEO

山本祐二

黒田特許法律事務所

みんながより自分らしく生きられる社会へ

15（火）
11/1（火）、

境野広志

奈良場晃大

11/26（土）14:00〜17:00

PRコーナー

金内智子

准教授

あなたが考える「長岡×SDGs」
③事例２：SDGs実現の切り札 −サーキュラーエコノミー−
楽しい手ツボ講座
〜手の平にある身体のツボを学ぼう〜

日

南口誠

とちお農園株式会社

栃尾でワイン？奥深〜い味、奥深〜い話

館

田村翼

明治大学

みんげい

11/20（日）14:00〜15:30
11/22（火）10:00〜11:30

こどもカフェ

長岡技術科学大学

know

Do you 脳？ −こころの仕組み−

あなたが考える「長岡×SDGs」
①オリエンテーション

お 申し 込 み

（株）内野精工 FMながおか80.7
アウトドアショップ パーマーク 朝日酒造（株）安達紙器工業（株）岩塚製菓（株）

企業プロデュース講座

恐竜が生きた時代を探ろう！

休

（株）スプリックス アクシアルリテイリング（株） 日本精機（株） 吉乃川（株） ヨネックス（株）

市民プロデュース講座

（日）14:00〜15:30

11/30（水）19:00〜20:30

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

まちなか大学院

時間

（金）19:00〜20:30

11/19（土）14:00〜15:30
12/15（木）

会 場

会 場

日本臨床美術協会 常任理事 蜂谷和郎

4F 交流広場

世の中に悩みのない人はいません。家庭や職場、学校など、日常生活でさまざまな悩みがあり
ますよね。例えば、怒りはどのようにして抑えたらよいのかなど、見事な解決法を提示して韓国
人を虜にしているお坊さんがいます。日本でも有効だと思われる解決法を説きます。

受講 料 5回で3,000円

（金）19：00〜20：30

11/7

韓国のお坊さんの韓流お悩み問答

30名（先着）

12/16

長岡のラーメンといえば「生姜醤油ラーメン」、そうイメージする方が多いのではないでしょうか。
今では長岡に留まらず、県外の方からも親しまれています。60年変わらない、そのおいしさの
青島食堂
関 光
秘密に迫ります。
定 員

定 員

臨床美術とは

4F 交流広場

「長岡生姜醤油ラーメン」の源流、青島食堂のひみつ

※電話・HPで

全5 回

1

4F 交流広場

おもしろクラシック♪ショパンコンクールに挑んだピアニストたち

11/10（木）〜

認知症の維持改善から始まった臨床美術。今では認知症予防だけでなく、こどもの感性教育、社会人のメンタル
ヘルスなど対象はさまざまです。創作する喜びを味わうとともに脳を活性化する、
そんな臨床美術を体験しましょう。

19：00〜20：30

4F 交流広場

温泉で地域を元気にする！−必勝温泉仕掛け人−

定 員

新しい美術の在り方・臨床美術体験

12/2（金）

テレビＣＭから読み解く日本の現在

申込受付

関心のある分野をじっくり学べる
連続講座です。

弁護士

黒田隆史

長岡技術科学大学「研究紹介」

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

検 索

◎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

ホームページ

「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。

ジャステム（株）大光銀行（株）第四北越銀行（株）長岡歯車製作所
（株）サンシン JA越後ながおか（株）システムスクエア（株）
（有）大塚木型製作所
（株）
（株）ミライ発酵本舗（株）RINX（株）エファタ
（株）中條製作所 新潟中央ヤクルト販売（株）北越コーポレーション
（株）片山抜型製作所（株）カンコー 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 ワタナベグループ
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まちキャンTwitter

まちキャンYouTube

12月号に
つづく

次回もお楽しみに！

3

