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「水泳選手を育てる〜強い新潟を目指して〜」 申込

８月12日
（月）〜
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熱い指導方法や新潟国体の秘話を語ります。

講 師 新潟県水泳連盟専務理事
日時

日程

まちなかカフェ

時間

まちなか大学

市民プロデュース

ボランティア
企画講座

企画提案型
寄附講座

講師

8/10
（土）

10〜30代
限定カフェ

学生の、
学生による、
若者のための カフェ 開店！

ボランティア入門〜自分が変わるきっかけの宝箱〜

みんなで飛ばそうペットボトルロケット

長岡工業高等専門学校

長岡造形大学の工房で、
こども芸術家になろう!

長岡造形大学市民工房講師

声優という仕事
（10代〜20代限定）

声優

テーマは「ボランティア」。人生観を変えた人との出会い、若者の気持ちの変化、活動を支える大人の思い。

災害から子どもを守る〜急場のサバイバルから心のケアまで③

NPO法人住民安全ネットワークジャパン

ボランティアという活動で何か変わったのか、何ができるのかを、経験談を交え、みんなで考えます。

流れ星シーズン到来！流れ星の正体を探る

NPO法人星空ファクトリー・長岡技術科学大学

ボランティア入門〜自分が変わるきっかけ宝箱〜（10代〜30代限定）

助教 奥村寿子
飯塚亜裕子

よこざわけい子
理事長 髙木仁

社団法人中越防災安全推進機構地域防災センター

災害から子どもを守る〜急場のサバイバルから心のケアまで⑤

教授 碓井真史

ながおか環境学〜みんなの力でこんなに変わる〜①

理事 平澤聡

「英語を使ってマイカーづくり」

新潟青陵大学 大学院

公益財団法人こしじ水と緑の会

「ホームページの底力を引き出す、
コツとココロのワークショップ」①

ながおか環境学〜みんなの力でこんなに変わる〜③

新潟大学 朱鷺・自然再生学研究センター

准教授 永田尚志

WACAウェブ解析士マスター

小杉 聖

長岡技術科学大学

教授 佐藤一則

8/6（火）,20（火）

8月 1日（木）〜 7日（水）日常的写真生活８月展
8月17日（土）〜9/1日（日）平和に関する作品展示

羽賀学長の

vol.22

まちキャン徒然日記

もOK!
見学は誰で

: まちなかキャンパス長岡４階 サイエンスカフェコーナー
（当日、募金箱を設置します）
: なし
: 越後愛届け隊隊長 倉田智浩、長岡工業高等専門学校学生
（金）
までに電話またはホームページで
: ８月９日

長岡工業高等専門学校 英語部

ながおか環境学〜みんなの力でこんなに変わる〜②

休館日

8/10（土）13：30〜15：00

■会 場
■参加費
■講 師
■申 込

長岡工業高等専門学校学生

コーディネーター 中野雅嗣

市内３大学１高専の学生11人が、
「ぜひ、同年代の若者に伝えたい！」と若者限定の講座を開きます。

日時

助教 今井栄一
越後愛届け隊隊長 倉田智浩

災害から子どもを守る〜急場のサバイバルから心のケアまで④

長岡大学展示（８月末まで）

展示ギャラリー

定 員 20名 会 場 まちなかキャンパス長岡 受講料 500円

内容

8/ 4（日） 9:00-10:30
13:30-16:30
14:00-15:30
8/ 5（月） 19:00-20:30
8/ 9（金） 19:00-20:30
8/10（土） 13:30-15:00
8/12（月） 19:00-20:30
8/19（月） 19:00-20:30
8/21（水） 19:00-20:30
8/25（日） 13:00-16:00
8/28（水） 19:00-20:30
8/31（土） 9:30-12:00
8/31（土） 10:00-11:30
PRコーナー

大桃正隆

9/1（日）13：30〜15：00

8月の催しもの

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

越後愛届け隊
presents

ラクダの話
雌ラクダのことをアラビア語で
「ジャミーア」
と呼びます。
これは別の意味で
「美しい」
を表します。
美しいという漢字を
分解すると、
大きな羊になります。
ウールがたくさん採れ、
ミルクも肉も役に立ち、
角は漢方薬の材料として使われま

とにかく賑やかな学生スタッフ
の打合せ。次々と出るアイディア
をまとめ、学 校の 特 徴を活かし
ながら、PR方法や役割分担を決
めていきます。右上は、5月のボ
ランティアツアーのひとコマ。高
専学生3人が参加しました。

す。
これが語源となり、
大きな羊は愛でるべき良きものとして、
美しいという文字になったといわれています。
日本は米
作を中心とした文化を発展させてきましたが、
ヨーロッパから中東、
中央アジア、
中国西部、
北部は家畜中心の文化
を発展させました。
その特徴は、
小麦、
牧草、
休耕を順番に繰り返す三圃式農業です。
そのため、
家畜が農業を補う

9月のまちなかカフェ 講座一覧

形になっています。
ラクダも基本的に雄１頭、
雌を多頭で飼育します。
雌は特に競走用のラクダとして活用されます。
雌ラクダと私

▼

お 申し 込 み

注意事項

協賛企業

ラクダレースは王族の格式を上げる役割を果たしており、
ゆえに美しいという言葉になったといわれています。

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

各20名（先着） 受 講 料 各500円（1ドリンク付） 会 場

申込

最終ページをご覧ください

まちなかキャンパス長岡

サイエンスコミュニケーターから学ぶ「伝える技術」

◎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。
私たちはまちなかキャンパス長岡を応援しています。
（五十音順）

科 学 館や 博 物 館で 、来 場 者にわかりやすく解 説する「 サイエンスコミュニ
ケーター」。現在注目されているサイエンスコミュニケーターの仕事を紹介し
ながら、難しいことを説明するための「伝える技術」を考えます。

人生の店じまい〜終活を考えるとき〜

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

長岡では、正月のしるこ、雑煮はもとより、七草、鏡開き、小正月、
２０日正月等、一月だけでもこんなにある節目に
ご馳走が出る。
これは周辺を山、海、大河に囲まれた環境に恵まれ、
それぞれの幸が手軽に手に入るからかも知
れない。食は基より体力作りである。長岡が数度の災厄より復興できたのも、この食文化があったからだろうか
（まちキャンボランティアＴ）。

定員

おいしいコーヒー、紅茶を飲みながら
気軽に楽しめる講座です

9月号に
つづく

人生をより良く締めくくるための「終活」。葬儀、資産相続、遺品の整理、お墓
の手配など、生前に死後の手配を済ませておくことを意味します。現在の終
活の動向、気をつけるべきこと、エンディングノートの書き方も紹介します。

申込 開 始

8/12（月）〜
※電話・HPで

新潟県立自然科学館

学芸員 近田梨絵

9/24（火）

19：00〜20：30
長岡大学

准教授 松崎陽子

9/27（金）

10：00〜11：30

9月のまちなか大学 講座一覧
申込

申込 開 始

芸術の秋、今年は文学と芸術を深めます

8/12（月）〜

最終ページをご覧ください

2

※電話・HPで

芥川賞・直 木 賞 作 家をひもとく
3

芥 川 賞・直 木 賞 作 家の作 品を読み、
その作 家ならではの味わいや主 題・モチーフの展
ねらい 開・深 化を探ります。複 数の作 品にふれることで、作 家 固 有の世 界の理 解を深めてみま
しょう。
これも小説の楽しみ、
ご一緒にいかがですか。

定員

1

30名（先着） 受 講 料 5回で3,000円

会場

まちなかキャンパス長岡

南木佳士「ダイヤモンドダスト」
「熊出没注意」
（1988年下半期芥川賞「ダイヤモンドダスト」）
医者として患者の死を見つめ続けた日々、
ただ生きるだけで精一杯だった病からの生還、
そして、還暦を
超えてなおこの世にある
〈わたし〉
を語る言葉は、
いつしか「生きる」
から
「生きのびる」
となった。生への終
わりのない問いかけが紡ぐ物語を鑑賞します。

芝木好子「湯葉」
「隅田川」
「丸の内八号館」
（1941年下半期芥川賞「青果の市」）
芝木好子の自伝的三部作「湯葉」
「 隅田川」
「 丸の内八号館」―祖母・母・自分…それぞれの時代をひ
たむきに生きた女性たちのドラマ―を、知性と感性に裏打ちされた、情感豊かな文章で味わいます。
「湯葉・隅田川・丸の内八号館」講談社文庫（絶版）

3

遠藤周作「白い人」
「 侍」
（1955年上半期芥川賞「白い人」）

9/25（水）

日本ペンクラブ会員
前長岡工業高等専門学校
非常勤講師 山下多恵子

10/2（水）

新潟大学

遠藤周作の芥川賞受賞作「白い人」
と、
その25年後の長篇「侍」
を取り上げます。白人の姿を通して悪
と神の問題を問うた
「白い人」
と、
キリシタン時代に西洋を訪れる侍の姿を描いた
「侍」
を対比して読み、
日本人とキリスト教・西洋の問題を考えます。

海音寺潮五郎「春宮怨」
「平将門」
（1936年上半期直木賞「天正女合戦・武道伝来記」）
海音寺潮五郎の多岐に渡る作品の中で、平安時代に取材した短編作品「春宮怨」
を取り上げ、長編「平
将門」
などの海音寺作品にも通じる、
ヒロイン造形のありかたを中心に読み取ってみたいと思います。
「王朝」
（富士見時代小説文庫・絶版）又は
「海音寺潮五郎全集第１４巻」
（朝日新聞社）、
「平将門」新潮文庫（絶版）

5

准教授 若林敦

ヨーロッパとアジアの境に位置するトルコでは、4世紀から15世紀にかけてキリスト教文化が花開きまし
た。今回は、
トルコ最大の都市イスタンブール、
そしてカッパドキア地方にあるビザンティン時代のモザイ
ク画と壁画について、現地で撮影した写真をまじえて詳しくお話しします。

19：00〜20：30

ドイツ・ルネサンスの巨匠デューラーとニュルンベルク

業務課長 桐原浩

小川洋子「妊娠カレンダー」
「 博士の愛した数式」
（1990年下半期芥川賞「妊娠カレンダー」）
人と人との関係には、悪意が入り込んでくることもあるでしょう。
けれども、人と人とのつながりの中には、
たしかな喜びも生まれてきます。物語のたのしさにあふれた小川洋子の作品世界を味わってみましょう。
「妊娠カレンダー」文春文庫、
「 博士の愛した数式」新潮文庫

ピーターラビットの画家ポターとイギリス絵本の黄金時代

5

学芸課長代理 宮下東子

10/28（月）

19：00〜20：30
新潟県立近代美術館

フランス・パリの世紀末芸術

学芸課長代理 平石昌子

19世紀末のパリでは万国博覧会が開催され、
エッフェル塔が建造されるなど新たな街並みが生まれま
した。芸術の分野ではポスト印象派やアール・ヌーヴォーが起こり、写実主義から解放された自由な造形
運動が隆盛します。世紀末都市パリに花開いた美術について紹介します。

准教授 堀竜一

11/11（月）

19：00〜20：30

市民プロデュース事業
「英語を使ってマイカーづくり」

10/9（水）

19：00〜20：30

講師

長岡工業高等専門学校

准教授 猪平直人

日時

長岡工業高等専門学校 英語部

8/25（日）13：00〜16：00

指導：一般教育科 准教授 田中真由美
機械工学科 教授
青柳成俊

対 象 小学４〜６年生、中学生とその保護者（子どもだけの参加も可）

10/16（水）

19：00〜20：30

持物

長岡工業高等専門学校

筆記用具、
はさみ

会 場 まちなかキャンパス長岡 創作交流室

定員

10/23（水）

親子20組

受講料 500円（材料費300円含む）

コツとココロのワークショップ」 申込期間
「ホームページの底力を引き出す、

教授 今野哲

８月12日
（月）〜24日
（土）

ホームページの効果を上げる内容や、解析データの活用方法などを学びます。
※ホームページの作成方法を学ぶものではありません。

持物

イギリス

小杉 聖

8/31〜9/28 の毎週土曜日 9：30〜12：00

定 員 15名

筆記用具、
４色以上のカラーペン
（お持ちの方のみ） 会 場 まちなかキャンパス長岡501会議室 ほか 受講料 1,000円

ドイツ

イタリア、
トルコ、
ドイツ、
イギリス、
フランスに残る数々の名作と、
それを生み出した
ねらい 作家を、美術のエキスパートの視点でひもときます。一流の美術に親しむと同時
に、
まるでその土地に行ったような気分になる、新しい美術めぐり講座です。

会場

申込期間 ８月12日
（月）〜22日
（木）

モノづくりに必要な英語表現を学びながら、電池で動く車を組み立てます。

19：00〜20：30

行ったつもりのヨーロッパ 美 術めぐり

1

10/21（月）

19：00〜20：30
新潟県立近代美術館

愛され続けている
「ピーターラビットの絵本」
を描いたビアトリクス・ポターの作品は、
ロンドンのヴィクトリア・
アンド・アルバート博物館に多く収蔵されています。
この絵本が生まれる少し前の１９世紀後半、英国では
「絵本の黄金時代」
といわれ、美しくまたユーモラスな絵本が多く生まれました。
ピーターラビットの画家ポ
ターと黄金期の画家の影響関係を探ります。

日時

30名（先着） 受 講 料 5回で3,000円

新潟県立万代島美術館

15世紀に花開いたルネサンス芸術といえばイタリアですが、
ドイツにもその後、
アルブレヒト・デューラーとい
う傑出した画家が現れました。彼の代表的な絵画について、所蔵する美術館にも触れながらお話しします。

講 師 WACAウェブ解析士マスター

定員

10/7（月）

19：00〜20：30

「白い人・黄色い人」新潮文庫、講談社文芸文庫、
「 侍」新潮文庫

4

長岡技術科学大学

新潟県立万代島美術館

主任学芸員 高晟埈

19：00〜20：30

「ダイヤモンドダスト」文春文庫、
「 先生のあさがお」文藝春秋社

2

4

ビザンティンの世界遺産―イスタンブールとカッパドキア

フランス
イタリア
トルコ

まちなかキャンパス長岡

イタリア・フィレンツェの隠れた美術館めぐり
フィレンツェの美術館はウフィッツィやピッティばかりではありません。
１4世紀から16世紀に描かれた
「最後
の晩餐」
の壁画を今でも多くの修道院の食堂で見ることができます。
レオナルド・ダ・ヴィンチも見たこれらを
所蔵する小さな美術館を巡ります。

長岡造形大学

教授 石原宏

「市民プロデュース事業」の企画を募集します
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。
［企画の条件］ ①新規性、独創性に富んだ内容 ②チャレンジ性があり、企画者の成長が見込める内容
③1講座5回以内 ④平成25年12月下旬〜平成26年3月までに実施

9/30（月）

19：00〜20：30

［申し込み］

８月31日（土）まで

