8月の催しもの
日程

まちなかカフェ

まちなか大学

時間

内容

8/8（水） 19:00-20:30

地球ひとつ分の暮らし を考える
この道ひとすじ③まち創りと自然

8/11（土） 9:30-11:00

親子で学ぼう！信濃川とながおかの歴史

8/18（土） 9:30-11:00
13:30-15:30

8/25（土） 9:00-10:30
10:30-11:30
13:30-15:00
15:15-16:45

8/26（日） 10:00-11:30
14:00-15:30

発行：平成24年8月2日

講師

8/10（金） 13:30-15:00

13:30-15:00

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〜①

ふしぎ発見！科学SHOW ※会場：長岡工業高等専門学校

長岡大学

vol.14 August 2012

専任講師 西俣先子さん

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 FAX.0258-39-3301 E-mail.machicam@city.nagaoka.lg.jp

造園環境アドバイザー

鈴木重壱さん

長岡工業高等専門学校准教授
長岡市立中央図書館 文書資料室

田中聡さん
田中洋史さん

長岡工業高等専門学校

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

教授 河田剛毅さん

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〜②

親子で学ぼう！信濃川支流物語−柿川・栖吉川を中心に−

長岡工業高等専門学校准教授
長岡市立中央図書館 文書資料室

ふしぎ発見！科学SHOW

長岡工業高等専門学校

田中聡さん
田中洋史さん

ウルトラ・ウィンド〜空気砲のパワーを体験

教授 塩野計司さん

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

長岡工業高等専門学校准教授
長岡市立中央図書館 文書資料室

麹でおいしく健康に −麹料理講座−

スローフードにいがた会員

まちなか大学院

中越防災安全推進機構
理事・復興デザインセンター長 稲垣文彦さん ほか

親子で学ぼう！ながおかまちなか歴史散歩 ※屋外

防災研究コース①オリエンテーション
まちなか大学院

中越防災安全推進機構
理事 平井邦彦さん ほか

大人のための科学実験 料理と化学の親密な関係

教授 鈴木秋弘さん

4階サイエンス
カフェコーナー

METAL WORKS

休館日

vol.11

まちキャン徒然日記

2012 年 9 月 8 日 [ 土 ] 13: 30〜

田中聡さん
田中洋史さん

1周年記念特別講演

会場：3F 301会議室

9 月 8 日 [ 土 ] 13:30〜15:00

幸せはぐくむ家づくり
俳優

渡辺篤史さん

受講料
無料

俳優・ナレーション・レポーター等、多方面で活躍。建築や美術
に造詣が深く、1989年に放送開始された長寿人気番組「渡
辺篤史の建もの探訪」(ANB)ではホスト役を務める。2010年4
月より神戸芸術工科大学環境・建築デザイン学科客員教授。

茶育指導士 髙橋宣久さん

8/7（火）,21（火）

長岡造形大学・漢陽大学（韓国）合同展 −金工・ジュエリ−の饗宴−

pick
Up

スーダンを訪ねて
（その3）

※ 一部イベントは 10:00 〜

まちなかキャンパス長岡は、1周年を迎えます。
「1周年記念祭」
として、
さまざまな催しを用意しました。
どうぞ、
お楽しみください。

長岡工業高等専門学校

7/27（金）〜8/6（月） 10：00 〜18：00

羽賀学長の

開催！

日本茶インストラクター

日本茶を極めよう

7月〜9月 長岡造形大学展示

Topic
1

本山れい子さん

防災研究コース②国内地震災害と新潟県中越地震

4階PRコーナー

8 月号

ボランティア
企画講座

市民プロデュース

まちなか大学院

定員：140名
（抽選）

申込
往復はがきの往信の裏面に
「渡辺
篤史さん講演会希望」、郵便番
号、住所、氏名、
電話番号、返信の
表面に自分の宛先を記入し、
まちな
かキャンパス長岡まで
（1枚で1人、
1人1枚まで。8月27日(月)必着）

3 大 学 1 高 専 の 学 生が 出 張 授 業を行ないます！
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

昨年の7月に独立した南スーダンも一周年を迎えました。
しかし、新しい国づくりは紛争が続く中、前途
多難です。1950年以降、40年以上の紛争状態が続き、社会インフラが整備されていない状態です
が、大きな問題が教育環境の崩壊です。
字が読めない、書けない、計算ができないという基本的な能力の教育が進んでおらず、運転免許の
取得や就労等のチャンスが与えられていません。国民のほとんどが勤労をしたことがなく、働く意味や
時間を守ること、正直であること等の倫理観が身についていません。
昨年来、首都のジュバには6件のホテルが建ちましたが、
コンテナを積み上げただけのコンテナハウ
スであり、従業員は、
ほぼ全員ケニア、
ウガンダ、
エチオピアからの出稼ぎ者でした。車の運転手すらも
確保するのが難しい状況です。
これは、学力の問題から地元住民の雇用ができない状態にあるためで
す。長岡の持つ「米百俵〜国が興るも滅ぶも人にあり〜」
という教育の重要性が実感させられました。

お 申し 込 み

注意事項

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。

まちキャン1周年記念の講演会やカフェマーケットの募集、加えてまちなかカフェ・大学や市民プロデュー
ス事業の募集…と今月は盛りだくさんで、
ついに6ページになってしまいました。
あらためて
「いろんなコトし
てるなぁ…」
と実感。
ということで各講座の申し込みお待ちしています。
ではまた来月。

6

「古今科学実験」
今回は、皆さんに昔と今の科
学の違いを体験してもらお
うと思っています。
20年30年前の小中学校の
理科 の実験と今の実験、ど
れほど違うのか？是非見に
来てください！

「 オリジ ナル ポ スト 「貿易王に、俺はなる！
！」 「4輪走行ロボットの
カードをつくろう！」
プログラミング体験」
ポストカードに自分でイラスト
を描いたり、切り抜きをコ
ラージュしたりして自分だけ
のオリジナルのポストカード
をつくります。
その他、学生
の作品展示を行います。

長岡大学生と一緒に貿易
ゲームをしよう！ルールはとて
も簡単で、誰でも参加できま
す(^^)15：30〜17：00〜の
2回。経済の流れをゲームで
学び、
目指せ、貿易王！その
他、パソコンで【コンビニ経
営してみない？】
も開催。

小中学生10人程度を対象に、
専用のソフトを用いてブロックを
配置するだけの簡単な方法によ
るプログラミングを体験してもら
います。そのほか、ダンボールで
何種類かの橋を作り、一番強い
橋を当てる実験も行います。

キーワードを集めてガラポンにチャレンジ！
それぞれの場所にあるキーワードを下の表に記載し、
まちキャン4階情報提供ルームへGO！
ガラポンで まちキャンオリジナルグッズ をもれなくプレゼント！
カーネーションプラザ

ホコ天ブース

フェニックス大手
イーストスクエア

9月号に
つづく
1

まちキャン3F

まちキャン5F

カフェマーケット
定員

9月 8日

8/13（月）〜

各20名
（先着順） 受 講 料 各500円（1ドリンク付） 申 込

時

バーテンダー直伝
ウマいお酒の作り方

5F 501会議室
アフタヌーンティーでイギリス文学を
〜シェイクスピアやキーツを取り上げながら〜

7

分
時

17
00

学長 羽賀友信さん

TIC生涯教育研究所

昨年若き国王夫妻が来日され、話題をさらった

自宅でも簡単に作れる、本格カクテルの作り方

イギリスでは、紅茶を飲みながら文学や芸術を

ブータン王国。 国民総幸福量（GNH）という

を学びましょう。
ひとり時間で、家族や友達との

語り、
ゆっくりと午後を楽しむアフタヌーンティー
という習慣があります。午後のひととき、
まちキャ

分

新しい指標を打ち出したことでも世界中から注

ひとときで、
ホームパーティで…シェイカーを使っ

目を集めています。国王と親交のある羽賀学長

たホームカクテルの作り方をご紹介します。

ンで紅茶を飲みながら、
シェイクスピアやキーツ

が、
ブータン王国の歴史、人々の生活の様子、

材料費：500円別

をはじめとするイギリス文学の魅力について語

桃源郷のような美しい自然、
日本との関係な

らい、
また、
アフタヌーンティーの文化に触れて

ど、報道ではわからないブータン王国の魅力を

みませんか。

理由が、
きっとわかることでしょう。

時

ココロを癒す温泉巡り（〜18：30）

分
時

19
00

環境家計簿で環境にやさしい暮らしを、環境会計でビジネスの環境負荷改善を目指すための基
本事項を紹介します。
また、製品のライフサイクルアセスメントや、
カーボンフットプリントを取り上げ
ながら、生活に密着した環境対策を学びます。

温泉エッセイスト
VISIT JAPAN大使（政府観光庁）

長岡技術科学大学

助教 山本麻希さん

山崎まゆみさん

釜石の奇跡 は長岡でも起こるか
〜まちで取り組む防災〜

基調講演
「低炭素社会のエネルギー戦略：WWF委託研究
「脱炭素社会に向けたエネルギー・シナリオ提
案」
を踏まえて」
の後、
実際の取組み、
取るべき行動とその効果についてパネルディスカッション形式で討論
し、
低炭素社会に向けた道筋を明らかにします。

パネルディスカッション

〜政府、自治体、産業界、家計が取るべき行動とその効果〜

分

東日本大震災で、釜石では地域で取り組んで

泉について語ります。温泉とは、
それぞれの

動に最新の工学技術で迫ります。
アデリーペン

きた防災教育が功を奏し、多くの命が助かりま

国の習慣、文化、宗教と深く関わりがあり、温

ギンは省エネ潜水？なぜツキノワグマは山から

した。災害を乗り越えるには、
どのようなまちづく

泉に対する考え方や入浴の方法など、国に

降りてきて人里に現れるの？そんな疑問にすべ

りが必要なのでしょうか。中越地震や東日本大

よって違いがあります。
そして、昔から 子宝

て答えます。

震災の中で、被害を最小限に食い止めた地域

の湯 などがあるように、パワースポットとなる

や、復興に奮闘した地域などを取り上げ、災害

温泉も存在します。世界各国の温泉を巡っ

に強いまちづくりに必要なことを考えます。

麹でおいしく健康に

申込 期 間

ー麹料理講座ー

8/10（金）〜
20（月）まで

話題の万能調味料「塩こうじ」
と甘酒の作り方を伝授。塩麹料理も作ります。
夏休みの自由研究にもどうぞ。
講 師 スローフードにいがた 本山れい子さん 日 時

定 員 20名（先着）

対 象 中学生以上

会 場 まちなかキャンパス長岡 創作交流室

.

持物

8/25（土）10:30〜13：30

エプロン、三角巾、手ふき

申込 期 間

ー計5回ー

8/10（金）〜
9/15（土）まで

今、
やるべきこと。
それは、学ぶことです。放射性物質から身を守るために。
講師

まちなか大学院ひとづくり研究科「防災研究コース」、
まちなか大学「長岡発！
低炭素社会実現のための戦略」
が開催されます。講座の様子を見学できます。

※電話・HPで

参加料 200円（材料費800円別）

放射線と共存する社会での生き方

つチカラについて学びます。

長岡工業高等専門学校名誉教授 山口肇さん 小さき花代表

石森秀彦さん

日時

吉野正信さん、渡邉初雄さん
①9/29（土） ②10/20（土） ③10/27（土） ④11/17（土） ⑤11/24（土）

時間

14:00〜15：30

長岡工業高等専門学校教授

定 員 50人（先着） 対 象 どなたでも

持物

筆記用具

※電話・HPで

参加料 1,000円

会 場 まちなかキャンパス長岡 交流ルーム

他会場でも学生のイベントを開催

ホコ天
ブース

9/29（土）

13:15〜16：00

市民プロデュース事業をご紹介します！

Topic
2

た経験をもとに、温泉の素晴らしさ、温泉のも

カーネーション
プラザ

左記のとおり

（まちづくり）
長岡技術科学大学副学長 中出文平 （中国）
長岡技術科学大学教授 李志東／司会：中村和男

准教授 澤田雅浩さん

これまでわからなかった野生動物の驚くべき行

所長 槌屋治紀

（家計）
長岡大学専任講師 西俣先子／
（自治体）
新潟県県民生活・環境部環境企画課長 皆川新一

長岡造形大学

世界の温泉、日本の温泉、
そして新潟の温

大学・大学院も同時開催！

9/22（土）

基調講演
システム技術研究所

.

けっきょく南極動物記

前長岡技術科学大学

教授 中村和男

低炭素社会に向けて行動しよう

パネルディスカッション

代表 せのとうこさん

お話します。国民の約97％が「幸せ」
を感じる

17
30

教授 吉盛一郎

15:00〜16：30

日本バーテンダー協会
中越支部

まちなかキャンパス長岡

長岡大学

市民・産業の実践行動のために

最終ページをご覧ください。

4F 創作交流室

ブータンが
「世界一幸せな国」
になった理由

6

※電話・HPで

どなたでも見学OK!

4F サイエンスカフェコーナー

15
30

申込 期 間

学生パフォーマンスライブ

.

10:00〜（予定）

ハワイアンカルチャーを楽しもう！

日 時 ①9/13（木）19:00〜20：30

畠山徳雄さんほか
ウクレレ
②9/22（土）10:00〜12：00
フラ
（カヒコ） ④10/8（月）13:00〜15：30

③9/22（土）13:00〜15：30
⑤10/27（土）13:00〜15：30 ハワイアンキルト

まちなか お菓子

持物

2

8/10（金）〜
9/7（金）まで
※電話・HPで

講 師 新潟長岡アロハクラブ会長

定 員 20人（先着）

お知らせ：まちキャンオリジナルグッズ、まちキャン主催講座に使えるお得な回数券を販売！

ー計5回ー

ハワイの伝統文化であるフラやウクレレ、ハワイアンクラフトの入門講座です。

出演者
【長岡技術科学大学】StreetStyle（ダンス）、PMC（バンド）、技大吹奏楽部、悠久太鼓愛好会
【長岡造形大学】バンド、
ダンス、吹奏楽、太鼓の4団体
【長岡大学】パン屋、Legend of big marror、ハチミツボーイ、SYMPHONY SYNDROME（全てバンド）
【長岡工業高等専門学校】映画同好会

まちなかキャンパス長岡のロゴマークが米粉のお菓子に大変身☆
ブラウニー、
クッキー、
スコーンの3種類！数量限定なのでお買い求めはお早めに！
そして、まちなかキャンパス長岡4階創作交流室にて、10：00〜14：30まで長岡大学生によるカフェも開催(*^̲^*)
「まちなかお菓子」
で販売しているお菓子をドリンク付きのデザートセットで！こちらも数量限定ですよ！
元気な学生がお待ちしてます！

申込 期 間

対 象 どなたでも

ハワイ語
ハワイアンレイクラフト

参加料 1,000円（別途材料費2,500円）

①ウクレレ
（500円でレンタルあり）、②筆記用具、③パウスカート・筆記用具・飲料水、⑤裁縫道具

会 場 まちなかキャンパス長岡①スタジオ、②302会議室、③多目的スペース、④創作交流室、⑤501会議室

企画を
募集！

企画条件 ①
②
③
④

自分の技術や知識を活かした講座
の 企 画をお寄せください（ 審 査あ
り）。詳しくは、まちなかキャンパス
長岡ホームページにある募集要項
をご覧ください。

新規性、独創性に富んだ内容
受講者のニーズを意識し、交流が深まる内容
1講座5回以内
平成24年12月下旬〜平成25年3月までに実施

（金）
まで
（必着）
申し込み 平成24年8月31日
5

申込 期 間

9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

8/10（金）〜

※電話・HPで

最終ページをご覧ください。

日本の多くの農村集落では、
長い間、
里地里山のさまざまな関係性や、
環境、
景観というものが守
られ、
日本人の原風景ともいわれてきていました。
しかし現在、
さまざまな理由からその環境や景観
は違ったものになりつつあります。
ここでは、
皆さんと一緒に中越地域の里地里山の成り立ちを再
確認し、
その環境・景観を保全していく方法を考えてみましょう。

ラジオパーソナリティの仕事
FM ＰORTの朝のラジオ番組「モーニングゲート」
ナビゲーター・遠藤麻理さんが、
ラジオにかけ
る思いを語ります。毎日のニュース、季節の話題、今のトレンド、地域で頑張る方々とのトーク・・・
盛りだくさんの番組作りの中から、感動したエピソード、番組制作の裏話などをお話しします。

「アイデア」
という財産 〜知的財産法を語る〜
知的財産法には、特許法、実用新案法、意匠法、著作権法などがあります。つまり、
「アイデア」
を守るた
めの法律です。商標マークやコピーライトマークの意味、著作権の期限など、基本をお話した後、身近な
事例を取り上げてケースメソッド方式で知的財産法を考えます。
ものづくりや、
アートに関わる方必見です！

身近にある曲線の不思議

フリーアナウンサー
遠藤麻理（FM PORT
「モーニングゲート」ナビゲーター）

9/9（日）

13:30〜15：00
長岡大学

准教授 山川智子

9/13（木）

19:00〜20：30

長岡工業高等専門学校

普段の生活で、我々は身近にあるさまざまな図形を目にします。
「これはどうしてこんな形をして
いるのだろう？」
と不思議に思ったことはありませんか。本講座では、図形の中でも特に曲線
に焦点をあてて考察していきます。
いろいろな曲線の面白い性質について体感したり、曲線
の性質が実はいろいろな所で利用されていることを紹介します。

准教授 山田 章

9/29（土）

10:00〜11：30

申込 期 間

9月のまちなか大学 講座一覧

8/10（金）〜

※電話・HPで

新潟県の芸術家たち〈5回連続講座〉
定員

30名（先着） 受 講 料 5回で3,000円

場所

まちなかキャンパス長岡

c 小林古径記念美術館

1

2

小林古径記念美術館

小林古径の生涯と作品

学芸員 笹川修一

新潟県人で初めて文化勲章を受章した上越市出身の日本画家・小林古径の代表作、
作風について解説
します。
古径が生きた明治から昭和にかけての時代背景を鑑みながら、
古径と上越との関係、
梶田半古、
原
三溪、
安田靫彦、
前田青邨などとの交友関係、
古径邸建築のエピソードなども紹介します。

9/19（水）

13:30〜15:00

新潟県立近代美術館

土田麦僊と近代日本画

主任学芸員 長嶋圭哉

佐渡に生まれた日本画家・土田麦僊
（1887‒1936）
が、
その49年の生涯をかけて追求した
〈美〉
とは如何なるも
のだったのでしょうか。
日本・東洋の古典絵画や、
ルノワール、
ゴーギャンなどの西洋絵画から影響を受けたといわれ
る麦僊。
明治〜昭和期に隆盛した
〈近代日本画〉
が終焉を迎えたいま、
麦僊芸術の意義を問い直します。

3

9/26（水）

13:30〜15:00
▶P4へつづく

3

4

5

長岡人・小山正太郎

新潟県立近代美術館

専門学芸員 松矢国憲

長岡出身の洋画家・小山正太郎（1857‒1916）
は、近代日本洋画の黎明期、油彩画の日本移入に尽力しました。
ま
た画塾・不同舎では数多くの後進も育て、美術教育者としても知られています。明治の近代国家建設のために美術を
もって粉骨砕身した生き様は、
まさに志士の姿でした。長岡の先人・小山を偲び、作品と人生を辿ります。

13:30〜15：00

亀倉雄策のデザイン

学芸員 小見秀男

10/3（水）

新発田市生涯学習課

本県吉田町（現燕市）出身の国際的グラフィックデザイナー亀倉雄策（1915‒1997）
のデザインと特徴をお話し、
日本
のグラフィックデザインを世界的水準に引き上げたと言われる亀倉の代表作、名作を時代の流れの中で紹介します。

10/10（水）

13:30〜15：00
新潟市新津美術館

日本画家・横山操

館長 横山秀樹

旧吉田町出身の日本画家、
横山操の作品は長岡市にも残っており、
また、
近年燕市でも初期作品が発見
されました。
荒々しく力強い作風で、
「炎炎櫻島」
や
「塔」
などの代表作をもつ操は、
「越路十景」
などの繊細な
作品を描いた一面も持っていました。横山操が生涯で残した作品を紹介しながら、
新潟県と作品の関わりに
ついてお話します。

10/17（水）

13:30〜15：00

長岡発！低炭素社会実現のための戦略〈7回連続講座〉
定員

1

2

3

30名（先着） 受 講 料 7回で3,000円

場所

まちなかキャンパス長岡

なぜ今、低炭素社会をめざすのか？

長岡技術科学大学

低炭素社会…それは生活水準を維持・向上させながら、
CO2の排出を許される範囲に抑える社会を
いいます。
CO2が影響する地球温暖化がどの程度起きているか、
その原因と危害の究明がどこまで
進んでいるかを概観したうえで、
地球全体が目指すべき低炭素社会とは何か、
実現するにはどのよう
な戦略が必要かについて概説します。

エネルギーのベストミックスを考える

日本エネルギー経済研究所

顧問（前常務理事）
伊藤浩吉

15:00〜16：30

エネルギーの 地産地消＆自給自足 最前線を視る

教授 片桐裕則

〜太陽光発電、バイオマス利用などへの取り組み〜

9/8（土）

長岡工業高等専門学校

長岡技術科学大学

准教授 小笠原渉

9/15（土）

13:15〜14：45
長岡技術科学大学
メタン高度利用センター

低炭素化社会を支える天然ガス
低炭素化社会を実現させるために、
これまで原子力に依存した電力需給を想定していましたが、
3.11以降大きな変化が見られました。今後の電力需給はいかなる形が低炭素化社会を実現でき
るかを、
天然ガスを中心に考えてみましょう。

5

9/8（土）

13:15〜14：45

低炭素社会には、
さまざまなエネルギー源を効果的に組み合わせることが大切です。
安全性、
資源制
約、
環境制約、
安定供給、
コスト、
経済振興効果などの視点から、
化石エネルギー、
原子力、
再生可
能エネルギーについて見詰め直します。

環境に優しいと言われる太陽光発電、再生可能な生物由来の資源であるバイオマス利用につい
て、
長岡地域における取り組み実例を挙げながら、
その効果を検証します。

4

教授 李 志東

エネルギーを高効率利用するための技術
炭素排出削減、
エネルギー安定供給の確保、産業振興による経済発展を同時に実現するには、
エネルギー高効率技術の役割が大きい。長岡技術科学大学が地元自治体や企業と連携して
行っている高効率燃焼技術の研究開発について紹介します。

4

客員教授 原田 亮

9/15（土）

15:00〜16：30
長岡技術科学大学

教授 原田信弘

9/22（土）

13:15〜14：45
▶P5へつづく

