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学生による、

ミスコン・ミスターコン開催～not大人、motto学生。～長岡の学生
PICK UP!

次回は、長岡技術科学大学です！

アトリエヴァージンロード、縁 ‒enishi-、桂由美FC ㈱ブライダルハウス、
ユナイテッド ウェディング ファクトリー by長岡鶴亀社、貸衣裳専門店 長岡衣裳、ビアンベール長岡店、
ヒルサイド ヴィラ シエルヴェルト、ブライダルエスト キララ、マリアージュタカラ、桜亭 結び屋、POP美容室、angelique
長岡美少女図鑑、BLOOM、vento
bridal free magazine LOVE

Back Stage Report

[衣裳・ヘアメイク]

[ヘアアレンジショー]
[その他] 

2月16日（土）午前10時から（再放送：17日(日) 午前10時から）、
今回のミスコン・ミスターコンの模様が長岡ケーブルテレビで放映されます。ぜひご覧ください。

長岡大学3年

廣川佳苗さん

協賛いただきました企業の皆様をご紹介します。ご協力ありがとうございました。

ミスコン・ミスターコン放映決定！

3大学1高専の学生委員が中心となり、学生の視
点で企画・実施した「学生によるミスコン・ミスターコ
ン」。コンテストに加え、ブライダルショーやヘアアレ
ンジショーなど盛りだくさん。入賞した皆さんと学生の
若い力が結集したイベントの様子をお伝えします。

No.1
ミス・グランプリ

長岡大学 4年  渡辺愛さん
イベントを通じてたくさんの人と知り合えて、
いい思い出になりました。
これからPRムービーもあるので、
がんばってお手伝いしたいです。

No.1
ミスター・グランプリ

長岡造形大学 3年  矢野洋樹さん
うれしい限りです。
推薦いただいた方に感謝したいです。

中越高校 3年
高橋麻理さん

準ミス・
グランプリ

長岡大学 3年
番場拓弥さん

準ミスター・
グランプリ

長岡向陵高校 3年
丸山緑さん

まちなかキャンパス長岡
学長賞

長岡技術科学大学 2年
須藤誠さん

長岡美容専門学校賞

長岡高校 2年
長谷川美咲さん

まちなかキャンパス長岡
学生委員賞

長岡技術科学大学 
大学院1年大類嘉平さん

長岡美少女図鑑賞

長岡美少女図鑑による
ヘアレンジショー。
イベントに華を添えて
いただきました。

長岡造形大学 4年
井口恵美さん

株式会社
エヌ・シィ・ティ賞

会場入口では、
協賛店の皆様による
衣裳の展示や資料の
配布等のブース出店。

開演前、モデル、

スタッフで円陣！

最後は、
みんな集まって記念撮影。

お疲れ様でした。

まちなかキャンパス長岡Presents学生によるミスコン・ミスターコンに、
たくさんの方からご来場いただきまして、本当にありがとうございました。
走り始めて約半年間、準備が進んでいくにつれて、
どんどん大きくなるイベントをやり切れるだろうかと心配でした。
しかし、事務局の方や学生委員の協力があり、
本当にいろんな方々に支えてもらい、やり遂げることができました。
イベントが終わり、学校も学年も違うモデルやスタッフが楽しそうに話しているのを見て、
本当にこのイベントをやってよかったと思いました。
このイベントがまちキャンを知ってもらうきっかけになり、
まちキャンに足を運んでいただけたらいいなと思います！
本当にありがとうございました！そして、PRムービーにもご注目ください！

企画代表の廣川
さんにインタビュ

ー

私服審査後、モデルは
急いでブライダル衣裳に
チェンジ。協賛店の力で、
かっこよく・美しく変身！

出番を待つモデルの
皆さん。緊張するなぁ。



3月号に
つづく

◎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。

今号で特集しました「学生によるミスコン・ミスターコン～not大人、motto学生。～」は協賛いただきました企業の皆様
のお力と、モデル・学生スタッフの若い力が結集し、盛会のうちに終了することができました。ありがとうございました。
さて。次号は、長岡技術科学大学の紹介です。ではまた来月。

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。お申し込み

注意事項

0258-39-3300Tel. http://www.machicam.jp

羽賀学長の
まちキャン徒然日記

季節のイベント 
　クリスマス、お正月が終わり、節分、バレンタインと続きます。これらのイベントは、宗教と文化に根付いた催
しでしたが、今日では本来の意義を離れ、商業ベースでのイベントに様変わりして世界中に広がっています。
　特にバレンタインディは、チョコレートを恋人に贈ることになっていますが、本来は面と向かって「ありがと
う」と言葉にしにくい身近な人に、日頃の感謝の意味を込めて言葉と共に花を一輪贈ったものです。
　一説には、神戸に本拠を置くチョコレートメーカーがマーケット拡大のためにチョコレートを送ることを仕掛
けたとされ、会社関係者から聞いたことがあります。さらに義理チョコやホワイトディにはお返しのチョコを返
すという日本の文化が一体化して新しいイベントになっています。
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2月の催しもの

こどもキッチン③

時間 内容 講師日程

傷が勝手に治る新素材

呼吸を変えると生き方が変わる～バイオフィードバック療法のすすめ～

実践！カンタンに親と子の絆を深める方法～アナタの知らない絵本講座～②

特別講演 秘話 山本長官機が故郷に帰るまで・・・・まちキャン生交流会

「座る」をデザインした椅子の話

未知とロマンの氷の大陸・南極

20～30代男性向けビジネススタイルの着こなし

長岡看護福祉専門学校看護学科
専任教員 傳谷典子さん

長岡技術科学大学
准教授 南口誠さん

和田一幸さん

山本元帥景仰会片桐一夫さん

長岡造形大学
准教授 金澤孝和さん

こどもキッチン② 料理研究家 松丸まきさん

料理研究家 松丸まきさん

16:30-18:00

10:00-11:30

13:30-16:30

19:00-20:30

19:00-20:30

10:30-12:00

16:30-18:00
10:00-11:30 長岡工業高等専門学校

教授 佐藤和秀さん

まちなか大学 まちなか大学院 まちなかカフェ

まちなか大学院 環境研究コース 長岡技術科学大学ほか10:30-14:45
まちなか大学院 ファシリテーションコース 市民協働ネットワーク長岡ほか13:30-16:45

ボランティア
企画講座

企業提案型
寄附講座市民プロデュース

伝統野菜・長岡野菜を知ろう、伝えよう15:30-17:00

19:00-20:30

2/6（水）

2/16（土）

2/17（日）

2/18（月）
2/20（木）
2/23（土）

2/24（日）

2/25（月）

野菜ソムリエ
山岸拓真さん

株式会社ユナイデッドアローズ
新潟店 相崎旭さん

3月のまちなかカフェ 講座一覧

日常の色をもっと魅力的にするしくみ
服や車、花やアクセサリーを買うとき、誰もが自分の好きな色や似合う色を選んでいるはずです。で
も、日常のなにげない部分は色が雑然としていることってありませんか？色の持っているイメージや
基本的なしくみを知ることで、気張らずに身の周りの色をもっと気持ち良く魅力的にすることが出来
るはず！身近な商品や印刷物、ブランドを参考に考察していきます。

長岡造形大学
准教授 御法川哲郎

新潟産業大学客員教授
藤井信行さん

3/6（水）
19:00～20:30

カレーが国民食になった理由

3/16（土）
13:00～14:30

500円（1ドリンク付）定員 受講料 場 所20名（先着） まちなかキャンパス長岡　

申込 右ページをご覧ください。

申込期間

2/10（日）～
※電話・HPで

3月のまちなか大学 講座一覧
申込期間

2/10（日）～
※電話・HPで

4～7月に実施する市民プロデュース事業の4講座が決まりましたのでお知らせします。詳しい内容は、追って紹介しますのでお楽しみに！

4月からの市民プロデュース事業が決まりました！

休館日1月～3月 2/5（火）,19（火）4階PRコーナー 長岡技術科学大学 展示

3/9（土）
10:30～12：00

長岡技術科学大学
教授 山田耕一

3/2（土）
10:30～12：00

長岡技術科学大学
准教授 原信一郎

数学でパズルを楽しむ～解ける／解けない～

数学で犯人を探す～事前知識と観察から推理する～
人間は因果関係の知識と観察した事実に基づいてさまざまなことの原因を推理します。考えられる原因が複
数あったり、因果関係が不確実だと推理は複雑になりますが、数学を使って行う原因探し（犯人探し）の方法
について、身近な例を使いながら説明します。

パズルに潜む数理に着目し、数学的に解決したり、解けないパズルが解けないことを証明したりします。パズル
にとどまらず、私たちの普段の生活の中に起こる現象にも、その根本的な原因に着目すると、自然に数学的
構造が立ち現れるのを見ます。

3/16（土）
10:30～12：00

長岡造形大学
教授 境野広志数学で美しさをとらえる～心とデザインの計り方～

人に美しさや心地よさを感じさせる形や色、その組み合わせがあります。それは一言「センス」とも言えますが、一方
で数学的な特徴が潜んでいることも多くあります。そのような仕組みや人の感覚の根本について考えていきます。

3/23（土）
10:30～12：00

長岡工業高等専門学校
助教 田原喜宏数学で不確かさにせまる～確率で偶然を確実にとらえる～

偶然の中に潜む法則を見つける確率論の研究は賭け事をモデルとしてその歴史が始まりました。この講義で
は我々の生活の中にある、天候、株価、賭け事など偶然に支配された現象について、確率論を通じてその法
則にせまっていきます。　

3/30（土）
10:30～12：00

長岡大学
専任講師 牧野智一数学で資金運用を考える～合理的な投資～

将来に対する備えを如何に蓄えていくかは、私たちにとって大きな課題です。そのためには資金運用は不可欠であ
り、失敗しない投資を考える必要があります。失敗しないための合理的な投資について数学を使いながら考えます。

3

4

5

1

DVDで「良寛ゆかりの地」を巡る1 全国良寛会会員
中川幸次さん、藤田均さん

エネルギーは地産地消となり得るか2

2

5回で3,000円定員 受講料 場 所30名（先着） まちなかキャンパス長岡　

※中学卒業程度の知識を必要とします。
〈5回連続講座〉

数学で解き明かす、
偶然・必然・美しさの謎

協賛企業：私たちはまちなかキャンパス長岡を応援しています。（あいうえお順） 朝日酒造株式会社、中川酒造株式会社

コラージュアーティスト
外山明美さん

新潟やさい大学3 野菜ソムリエ
山岸拓真さん

フラワーヒーリング4

会場：和島トゥー・ル・モンド内レストランバーグ

まちなか大学院 環境研究コース 長岡技術科学大学ほか10:30-14:45
まちなか大学院 ファシリテーションコース 市民協働ネットワーク長岡ほか13:30-16:45

開催日決定！


