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平成25年度講座一覧ができました！

学生によるまちキャンPRムービー完成！

Topic
1

Topic
2

4月の催しもの

◎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。

新年度を迎え、PRコーナーも展示変更します。4月は、3大学1高専を紹介するパネル展示を行いま
す。さらに5、6月は「地域連携」テーマに4校の合同展示を行います。合同展示はオープニング以来。
楽しみですね～。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。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

協賛企業

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

羽賀学長の
まちキャン徒然日記

今月から新たな年度を迎えます。今年は、まちづくり市民研究所や米百俵塾など新た
な事業が始まる予定です（まちキャン通信でもお知らせがあると思いますのでお楽し
みに）。昨年にも増してまちキャンもパワーアップします。
さて。今月号の表紙でも紹介のあるとおり、平成25年度版のカフェ・大学の講座一覧
ができました。今年は旧長岡のみならず、他の地域を会場にしたり、紹介する講座がた
くさんあります。表紙もいろんな地域の魅力や特色、そして講座の面白さがちりばめら
れた、まちキャンの楽しさ溢れるデザインです。私も昨年はラクダと一緒にゲスト出演
しましたが、裏面の真ん中に登場します。ぜひ、手に取って見てください。ページを開く
とまちキャン講座に心躍ること間違いなしです。
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講座一覧ができました!

休館日

4階PRコーナー 展示ギャラリー

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、長岡グランドホテル、中川酒造株式会社、原信ナルスホールディングス株式会社

テレビ新潟アナウンス部
部長 堀敏彦さん

時間 内容 講師日程

10：30～12：004/6（土） 僕のお喋り人生～夢の見つけ方 人生の決め方～

有限会社那須高原今牧場
チーズ工房 髙橋雄幸さん14：00～15：304/6（土） “奇跡のチーズ”ができるまで

越後公園管理センター
バラ担当 渡邊人志敬さん10：00～11：304/20（土） もっと身近にバラを楽しもう！！

長岡技術科学大学
教授 丸山久一さん19：00～20：304/25（土） 力持ち・コンクリートを知る

全国良寛会会員
中川幸次さん  藤田均さん14：00～16：004/27（土） DVDで「良寛ゆかりの地」を巡る①

3大学1高専パネル展示

まちなかカフェ まちなか大学 市民プロデュース ボランティア企画講座

4/2（火）,16（火）
4月 写真展「日常的写真生活」4月15日～21日

ついに完成！

ついに決定！

力作がうまれました！

今年度の「まちなかカフェ」「まちなか大学」の講座をまとめ

たパンフレットが完成しました。今年は、まちなかカフェ54講

座、まちなか大学11講座を開催。アオーレで「ダッチオーブ

ンで作る、ラクラク＆激ウマ料理」やドラミちゃんなどの声

のよこざわけい子さんによる「声優という仕事」、バスに

乗って行く「世界が注目！山古志の錦鯉の魅力」、中高生

を対象とした「国際感覚をゲームで学ぼう！『僕たちは日本

だけで生きることができる？』」等、今年も好奇心と向学心

をくすぐる講座が目白押しです。このパンフレットは、まち

なかキャンパス長岡をはじめ、図書館などの市有施設、

市内3大学1高専などで配布します。ぜひご覧ください。

主演は、先日の「学生によるミスコン・ミスターコン～not大人、motto学生～」でグランプリを受賞した

長岡造形大学、長岡大学の学生。BGMの作詞作曲は長岡技術科学大学の学生。

長岡工業高等専門学校の学生が脚本に携わり、3大学1高専の学生の力が結集したムービーが

完成しました！まちキャンの魅力がたくさん詰まった作品です。ぜひ一度ご覧ください。

今年もまちキャンには
“きになる”がたくさんあります！

矢野洋樹さん（長岡造形大学） 
渡邊愛さん（長岡大学） 

「すすめ」大森実さん（長岡技術科学大学）

主 演

挿入歌

道原秀紀さん（長岡技術科学大学）
まちキャンは「魅力的な講座ばかりで気になる！」という気持ちと、
「それぞれがしっかりと知識として根付いて木になり、実をつける。」その思いを素直にキャッチフレーズにしました。

作成者

ＰＲ

まちキャンPRムービーは、アオーレの大スクリーンや
フェニックスビジョンで流れるほか、まちなかキャ
ンパス長岡のＨＰでも視聴することができます。

まちキャンの新キャッチフレーズ「きになるがここにある」

※採用されたキャッチフレーズは、まちキャンのロゴマークと併記し、広報誌や講座パンフレットなどで広く使用します。
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アオーレ長岡

至東京▶

◀至新潟

カーネーション

プラザ
カーネーション

プラザ

ぜひ、手に取って

ご覧下さい！

こちらは、裏面
学長がいます！

私たちが
つくりました！



5月のまちなかカフェ 講座一覧 5月のまちなか大学 講座一覧

各500円（1ドリンク付）定員 受講料 場 所各20名（先着） 申込 最終ページをご覧下さい。まちなかキャンパス長岡　 5回で3,000円定員 受講料 場 所30名（先着） 申込 最終ページをご覧下さい。まちなかキャンパス長岡　

山と川の恵いっぱい！川口の食を味わおう
山と川と共に暮らしてきた川口。川口地域の伝統の食文化とは、どんなものがあるのでしょ
う？自然の恵を活かした、四季折々の食事、歳時記に合わせたお膳など、独特の食文化に
ついて紹介します。川口のお母さん直伝の、絶品山菜料理の実演と試食もあります。
材料費：500円

六本木農園　
農家仲人 栗原里奈

5/9（木）
10：00～11：30

新潟県農業総合研究所 
食品研究センター穀類食品科
主任研究員 髙橋誠

5/16（木）
14：00～15：30

笹団子が新潟名物になった理由
新潟名物といえば笹団子。すぐに硬くなってしまうため、地元で食べるのが主流でしたが、冷凍笹
団子の開発により県外へのお土産としても販売できるようになりました。冷凍したらおいしくなくな
るのでは？という予想を大きく裏切り、できたての味を再現できたその研究の道のりを語ります。

ダッチオーブンで作る、ラクラク＆激ウマ料理
今、キャンプのお供に大ブームのダッチオーブン。アウトドアだからこそ、普段と違ったワイ
ルドな料理を楽しみたいもの。ダッチオーブンの使い方や、いつもの食材が数倍おいしくな
る簡単メニューを紹介します。
持ち物：食器（皿、椀、箸、スプーン）  材料費：500円  定員：15名  会場：アオーレ長岡

PLOW長岡店　
店長 大井一義
PLOW上越店　
店長 吉田芳美

5/18（土）
14：00～15：30

技大生、メキシコ滞在記～タコス三昧の173日～
海外経験ゼロ、英語なんて全然しゃべれない、そんな学生が約半年、大学のカリキュラ
ムの実務訓練でメキシコへ行ってきました。日本と全く違う、文化、生活習慣、食事、そ
して言語。そういうものに触れながらメキシコで生活した173日を語っていきます。海
外に興味のある学生は是非!!

長岡技術科学大学　
大学院生 鹿嶋功貴

5/18（土）
10：00～11：30

子どもに教える着衣泳
水難事故は、海や川だけでなく、今やコンクリートに囲まれた都市においても起こりえます。思わぬ
ところで水に落ちてしまうことも。そんなとき、”着衣泳”という技術があれば、生き延びる可能性が
高まります。「身体の2％は水上に出る」という原則に基づき、学校教育でも注目されている着衣
泳を学びます。親御さんはもちろん、お孫さんをもつおじいちゃん、おばあちゃんも是非どうぞ。

長岡技術科学大学
教授 斎藤秀俊

5/23（木）
10：00～11：30

学校の森総合研究所
主幹 山之内義一郎　

5/14（火）
10：00～11：30

学校の森と子どもたち～森から生まれた奇跡～
川崎小学校の”川崎の森”をはじめ、山之内先生が提唱した学校に森を作る試みは子
どもたちを大きく成長させました。子どもへの驚きの教育効果、地域への影響など、森を
めぐる活動について紹介します。

申込開始
4/10（水）
～ 5/1（水）
※電話・HPで

申込開始

4/10（水）～
※電話・HPで

5/8（水）
19：00～20：30

長岡技術科学大学
教授 中出文平

5/15（水）
19：00～20：30

新潟県立長岡向陵高等学校
校長 芳賀昌隆

5/22（水）
19：00～20：30

大地の会
顧問 渡辺文雄

地図が物語ること

新旧地図の見比べ方
明治時代から平成の現代まで、世の中の大きな変貌は地図からも読み取ることができます。参考図書
「新旧地形図で見る新潟県の百年」より中越地域の事例を取り上げながら、新旧の地図を見比べる方
法を紹介します。また、各種地図や映像も紹介します。

その土地に行ったことがなくても、地図を見れば多くの事柄がわかります。地形はもちろん、その土地の風土、農
業や産業をも知ることができるのです。国土地理院発行の1/2.5万や1/5万の地図を例に、地図の基本的な
見方を修得します。また、縮尺の異なる地図や外国の地図などの珍しい地図も見てみましょう。

地図を読むための基本的な知識を得て、地図からさまざまなことを読み取る楽しさを味わいます。
地図を通して、長岡地域の地形・風土の特徴を学ぶとともに、交通や市街地、産業といった地域の変遷についても学びます。
地図という切り口から、長岡地域の理解を深めることを目的とします。

3Ｄ地図で見る驚きの地形
新潟県越路大地の会制作の「飛び出す地形 3Ｄで読みとくふるさとの大地」は、まるで空から鳥瞰して
いるように、立体的で迫力ある形状を見ることができます。幾つかの特徴的な地形を取り上げ、山、川、
海が織りなす中越地域特有の地形やその成り立ちを解説します。

5/29（水）
19：00～20：30

長岡大学
教授 松本和明

長岡技術科学大学
教授 中出文平

地図に残る長岡産業史
長岡を支えてきた産業の栄枯盛衰もまた、地図に刻まれています。東山油田や製油所の分布、機械産
業や製紙業の発展、長岡鉄道や栃尾鉄道の移り変わりも、当時の地図からその様子をうかがい知るこ
とができます。地図を読みとくことで、産業史の新しい一面が見えてきます。

6/5（水）
19：00～20：30

地図で見る交通事情の変遷
人々の生活とともに進化してきた交通事情。鉄道隆盛の時代から廃線への道のり、車社会への移行と
道路の変化、長岡駅前の変遷など、新旧の地図を比較してみると、交通の歴史が地図からも読み取れ
ます。また、信濃川をはじめとする河川や橋の改修の歴史も見ていきます。
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ねらい

材料費

参考図書

290円（国土地理院発行1/5万地形図「長岡」 購入費）
・新旧地形図で見る新潟県の百年 鈴木郁夫・赤羽孝之編 新潟日報事業社
・飛び出す地形－3Dで読みとくふるさとの大地 新潟県越路大地の会 雑草出版

※参考図書は、必ず用意する
　必要はありません。

情報の宝庫・地図ってこんなに面白い！

定員

講師

日時

600円会 場 まちなかキャンパス長岡 創作交流室20名（先着）

コラージュアーティスト 外山明美さん

6/6（木）、13（木）、20（木）19：00～20：30
エネルギーの安全・安心や問題点を考えよう 新潟産業大学客員教授 藤井信行さん

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（審査が
あります）。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。

定員

参加料

講 師

日時

600円（材料費3,000円別途）会 場 まちなかキャンパス長岡 創作交流室

20名（先着） 持 物 ハサミ

フレーバーティーを飲みながら、素材の違う花のあしらい方を学びます。
企画者が「心豊かな時間」をご提案します。

5/27（月）、6/3（月）、10（月）18:30～20：00

フラワーヒーリング

原子力や火力発電の原理を学び、その問題点を話し合いましょう。太陽光電池や燃料電池は、実演も交えて、
地産地消エネルギーとしての可能性を考えてみましょう。

これからのラインナップ！

参加料

「市民プロデュース事業」の企画を紹介します！ 「市民プロデュース事業」の企画を募集！

企画
条件

申込

① 新規性、独創性に富んだ内容
② 受講者のニーズを意識し、交流が深まる内容
③ 1講座5回以内
④ 2013年8月下旬～11月までに実施

2013年4月30日（火）まで

１０代～２０代限定


