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まちなか大学院 防災研究コース③雪害を防ぎ減らす

中越防災安全推進機構
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まちなか大学院 防災研究コース④水害と地域

中越防災安全推進機構

この道ひとすじ④
「夢を求めて〜俳句とだるま〜」

俳句
「すいかずら」
元主宰 大瀬久男さん

中越地域の原風景、
里地里山を考える

長岡造形大学 教授 上野裕治さん

時間

内容

9/1（土） 13:30−15:00
15:15−16:45

9/2（日） 13:30−15:00
9/6（木） 10:00−11:30
9/8（土） 10:00−19:00

9 月号

ボランティア
企画講座

市民プロデュース

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

まちキャン1周年記念祭
長岡発！低炭素社会実現のための戦略①なぜ今、低炭素社会をめざすのか？

長岡技術科学大学 教授 李志東さん

15:00−16:30

長岡発！低炭素社会実現のための戦略②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）

13:30−15:00

まちなか大学院 防災研究コース⑤災害に強いまちづくりを考える

中越防災安全推進機構

15:15−16:45

まちなか大学院 防災研究コース⑥ゼミ
（テーマ別研究クラス）
選択

中越防災安全推進機構

ラジオパーソナリティの仕事

フリーアナウンサー 遠藤麻理さん

13:15−14:45

9/9（日） 13:30−15:00
9/13（木） 19:00−20:30

伊藤浩吉さん

Topic
1

「夏休みのおもいで 」 ５年２組 まちなか たろう
静かな働き者
静電気は、こんなにスゴイ！

長岡大学 准教授 山川智子さん

７月28日 （土） 晴れ

ハワイアンカルチャーを楽しもう
！①ウクレレ

新潟長岡アロハクラブ会長 畠山徳雄さん

9/15（土） 13:15−14:45

長岡発！低炭素社会実現のための戦略③エネルギーの 地産地消＆自給自足 最前線を視る

15:00−16:30

長岡発！低炭素社会実現のための戦略④低炭素社会を支える天然ガス

長岡工業高等専門学校 教授 片桐裕則さん
長岡技術科学大学 准教授 小笠原渉さん
長岡技術科学大学 メタン高度利用センター
客員教授 原田亮さん

今日、まちキャンに行きました。
静でん気で水が曲がるなんてびっくりしました。
いろんなものに静でん気が使われていてすごいと
思いました。

新潟県の芸術家たち①小林古径の生涯と作品

小林古径記念美術館 学芸員 笹川修一さん

ハワイアンカルチャーを楽しもう
！②ハワイ語

小林美佳さん

13:00−15:30

ハワイアンカルチャーを楽しもう
！③フラ
（カヒコ）

小林美佳さん

13:15−14:45

長岡発！低炭素社会実現のための戦略⑤エネルギーを高効率利用するための技術

長岡技術科学大学 教授 原田信弘さん

自分で作 った天体望遠鏡で
宇宙をのぞこう！

15:00−16:30

長岡発！低炭素社会実現のための戦略⑥市民・産業の実践行動のために

長岡大学 教授 吉盛一郎さん
前長岡技術科学大学 教授 中村和男さん

７月28日 （土） 晴れ

新潟県の芸術家たち②土田麦僊と近代日本画

新潟県立近代美術館
主任学芸員 長嶋圭哉さん

「アイデア」
という財産〜知的財産法を語る〜

19:00−20:30

9/19（水） 13:30−15:00
9/22（土） 10:00−12:00

9/26（水） 13:30−15:00
9/28（金） 19:00−20:30

お寺・お社へ行ってみよう

長岡造形大学 教授 平山育男さん

目からウロコの指ツボを体験しよう
！はじめてのドゥワセラピー講座①

アジアンハンドセラピー協会認定インストラクター

身近にある曲線の不思議

長岡工業高等専門学校 准教授 山田章さん

13:15−16:00

長岡発！低炭素社会実現のための戦略⑦低炭素社会に向けて行動しよう

システム技術研究所 所長 槌屋治紀さん ほか

14:00−15:30

放射線と共存する社会での生き方①

長岡工業高等専門学校 名誉教授 山口肇さん

9/30（日） 13:30−15:00

まちなか大学院 防災研究コース⑦研究・実践発表

中越防災安全推進機構

15:15−16:45

まちなか大学院 防災研究コース⑧研究・実践発表

中越防災安全推進機構

10:00−11:30

9/29（土） 10:00−11:30

高専で月をみました。
クレーターがよく見えてかんげきしました。
土星の輪は雲で見えなかっ
たけど、
あとで家族と見たいです。

横山蓮喜さん

親子で歩こう！
ながおかまちなか歴史散歩
8月25日 （土） 晴れ

羽賀学長の

vol.11

まちキャン徒然日記

今日は、
あつかったけど、
いろいろな寺に行けて楽しかったです。
堀直竒の銅像がかっこよかったです。
まちづくりの名人なんだっ
て。

昨年の9月3日にまちキャンが開校して、1周年を迎えました。当初は、知名度も低く心配しましたが、現在は、講座、貸し出し施設と
もに利用率も高くなってきています。1年目は
「まちなかカフェ」
「まちなか大学」
までオープンしましたが、今後、
さらにステップアップ
した
「まちなか大学院」
「まちづくり市民研究所」のあり方を含めて検討が必要となります。「学び」
が文化の長岡にとって、
まち
キャンは3大学1高専の「学び」
を市民が共有する大きな機会となり、学ぶことで人材が育成されています。先生たちが高度な内
容を市民に向けにわかりやすく伝えてくれることにより、市民個人の資質も向上しています。
また、同時に教員も咀嚼(そしゃく)する
ことで、学生に教える方法とは違う新たな視点が開発されています。双方の「学び」
がまちキャンの目指すところです。
ここで学んだ
ことを実践に活かし、長岡市の地域づくりに貢献できる人々がどんどん増えていくことを期待しています。

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。

Topic
2

まちキャンの

エコカップできました。
7月4日、
まちなかカフェ
「誇り高きプロ集団・磨き屋シンジケー
ト」
では、燕の金属研磨職人の七転び八起きの物語をうかがい
ました。磨き屋シンジケートと言えば、
その研磨技術によって
ビールがクリーミーな泡立ちとなり、一層美味しくなるとウワサの
エコカップ。
この講座も何かの縁。
ということで作りました、
まち

まちキャンも開校して1年がたちました。早いものですね。
さて、実は8月号から、
まちキャン通信ミニなるもの
を発行しています。
これは、大学や高専の食堂、
まちキャンのサイエンスカフェコーナー等に設置している
もので、
ここでしか見られない情報もあるかも！
？ぜひ、
チェックしてみてみください。
ではまた来月。

10月号に
つづく

キャンのエコカップ。
まちキャン1周年記念祭から販売していま
す。数量限定です。
ご希望の方はお早めに。

数量
限定
です！

申込 期 間

10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

最終ページをご覧ください。

申込 期 間

10月のまちなか大学 講座一覧

9/10（月）〜

9/10（月）〜

※電話・HPで

※電話・HPで

新潟発漫画文化論 〈 5 回 連 続 講 座 〉

1

2
長岡工業高等専門学校

おいしい食べ物サイエンス ミルクの謎

教授 菅原正義

科学の力で、
おいしい食べ物を作ってみよう。牛乳、生クリーム、バター、
チーズの違いは？液状の
生クリームを泡立てると、
ケーキにのっているようなホイップクリームになるのは何故？牛乳から、
簡単に美味しいバターが作られる？乳製品を科学的に学んでみましょう。
定員：小学5,6年生、中学生 20名（先着）

16:00〜17：30

こだわりの日本酒談議

朝日酒造株式会社

きれいな水とおいしい米に恵まれた長岡は、
言わずと知れた日本酒の宝庫。
米、
水、
そして人の力で、
上質の日本酒が仕上がります。
酒蔵の現場を守るゲストをお招きし、
酒造りの工程、
良い日本酒の条
件、
おいしい飲み方をお話します。
幾つかの日本酒を飲み比べしながら、
利き酒のコツも紹介します。

10/20（土）

3

小鳥のさえずりを模して演奏されたという古楽器・リコーダーに、触れてみませんか？リコーダーの種
類や歴史のお話を聞いたあと、実際に演奏にチャレンジしてみましょう。初心者から経験者まで、興
味のある方はどなたでも大歓迎です。最後に、
ゲストによるミニコンサートを行います。癒しの音色
に、和みのひと時を楽しめることでしょう。

30名（先着） 受 講 料 5回で3,000円
最終ページをご覧ください。

場所

まちなかキャンパス長岡

文化とは 〜サブカルチャーをもっとよく理解するために〜

長岡大学

教授 菊池いづみ

漫画は日本が世界をリードしてきた文化の1つです。5回シリーズの本講座では、
その魅力や発進力の源泉に
せまりつつ、新潟県との文化的な接点も探っていきます。
そこで第1回は、
イントロダクションとして、広く｢文化｣
について考えを深めます。

10/15（月）

19:00〜20：30
長岡造形大学

漫画の魅力 〜漫画ってなんだろう？〜

教授 原子力

古代から現代までの戯画、
漫画を通してその成り立ちを見てみましょう。
また独自の進化発展をとげ世界に配信さ
れる日本のストーリー漫画の歴史と共に人々は漫画に何を求めたのか？漫画の本質とは何かを考えてみましょう。

10/22（月）

19:00〜20：30
集英社デジタル事業部次長

漫画と読者をつなぐメディアの役割

元・別冊マーガレット、
コーラス、
ＹＯＵ編集長

近年、
パソコン・スマートフォン・タブレッ
トなどの普及により、
漫画の読まれ方が変わりつつあります。
同時に作り手側
も従来のアナログ型からデジタルへ、
徐々に制作方法にも変化が起きております。
出版不況が叫ばれる中、
漫画と
いう文化はどこへ向かうのか考えましょう。

益田和之

10/29（月）

19:00〜20：30

安澤義彦

10/27（土）

16:00〜17：30

4

漫画原作者
長岡造形大学非常勤講師

原作から始まる漫画の世界

平良隆久

漫画家をはじめ、
小説家、
映画監督、
童話作家、
これらの職業に重要なのが話しを作ることです。
しかし、
これが出来
そうで出来ない為に、
多くの人が挫折しているのが現状でしょう。
そのちょっとした秘密のコツを、
お教え致しましょう。

※お酒の試飲がありますので、未成年および、お車でのご来場はご遠慮ください。

大人が楽しむリコーダー〜のんびり温かい音色で和みのひと時を〜

定員
申込

小原惇＆
リコーダーアンサンブル
ひなたぼっこ

10/28（日）

10:30〜12：30

5

11/5（月）

19:00〜20：30
新潟県立大学

これからの漫画文化を語る

教授 石川伊織

漫画家

前半：新潟県と漫画文化 後半：漫画家を志した教え子との対談

日下直子

新潟は漫画王国だと言われますね。
ほんとに大勢の方が活躍されていますが、
その理由はなんでしょうか？
新潟ご出身の若い漫画家・日下先生と対談しながら考えてみます。

11/12（月）

持ち物：リコーダー
（アルト・ソプラノどちらでも）お持ちでない方は、当日会場にて販売します。
（ソプラノ400円、アルト800円）

「この道ひとすじ」

19:00〜20：30

市民プロデュース事業

「田中玉蘭さんを囲んで」

第5回

「目からウロコの指ツボを体験しよう！
はじめてのドゥワセラピー講座」

まちなか大学「長岡発！低炭素社会実現のための戦略」
（9月8日
（土）
よりスタート）
に、
申し込みしそびれてしまった方、
７回全て受講するのはちょっと大変…という方に朗報です！

最終回のみ受講することができます！

最終回

様々な分野で、長年にわたり活躍されている講師の体験談から、
その生き方を学び、人生のヒントを探る講座です。

田中玉蘭さん

講師

書道家

日時

10/28（日）13:30〜15：00

定 員 20名（先着）

会 場 まちなかキャンパス長岡 交流ルーム
参加料 500円

申込 期 間

9/10（月）〜

※電話・HPで

手には全身のツボがあります。頭、鼻、首、肩、腰、膝のツボを探してみよう！
アジアンハンドセラピー協会
講師
認定インストラクター横山蓮喜さん
日時

9/28

10/12（金）、10/27（土）

（金）、

10:00〜11：30

定 員 30名（先着）
会 場 まちなかキャンパス長岡 501会議室
参加料 600円（材料費2,400円別）

申込 期 間

9/10（月）〜
20（木）

※電話・HPで

低炭素社会に向けて行動しよう〜政府、自治体、産業界、家計が取るべき行動とその効果〜

日時

9/29（土）13:15〜16：00

申込

最終ページをご覧ください。※最終回のみ受講される方は、
まちなかキャンパス長岡学生証を発行しません。

1.基調講演

定員

40名（先着） 受 講 料 500円

場所

まちなかキャンパス長岡

システム技術研究所 所長 槌屋治紀

基調講演＋
パネルディスカッション
２本立て！

「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」
2.パネルディスカッション
（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
（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

