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11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。

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

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）
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

羽賀学長の

まちキャン徒然日記

10月の催しもの

一神教（ユダヤ教、キリスト教、イスラム教）の価値観では、ネイチャー「自然」は、神の意思が表現された結果と考

えられ、その意思を研究することが「自然科学」といわれています。一方、人間の意思で表現されるものが、カル

チャー「文化」やアート「芸術」と呼ばれています。日本は、多神教の見方から「自然」との調和を「文化」として取り

上げています。日本の八百万の神は、山や川などの「自然」にも宿るとされ、そのため、日本人は自然への畏怖の念

と敬う気持ちから、自然と共存、調和するという文化を築いてきました。しかしながら、現代の生活環境や人の心の

在り方は一変しています。昨今の自然災害は、自然との付き合い方を人間が問われているようにも感じます。

日本の秋は魅力満載。打ちのめされるような美しさの紅葉、冷たさと物悲しさの中に舞い踊る落葉、みずみずしくほっぺた
が落ちそうな秋の味覚、そして…まちキャンでの学びの秋です！私は「米百俵塾 実践編」と「身近な経済学」に参加予定
です。長岡にお嫁に来てはや3年。3才と1才の子どもを抱えながら今日より明日と少しずつ学んで成長していきたいと
思っています。受講まで待ちきれないのでまずはふかし芋食べながら楽しみにしています！（まちキャンボランティアくろこ）

ネイチャーとカルチャー

皆さんの

ご活躍を期待

しています！
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時間 内容 講師日程
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30
10:00-11:30
13:30-15:00
19:00-20:30
14:00-15:30
19:00-20:30
10:00-11:30
14:00-15:30
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30
10:00-11:30
13:00-16:55
8:30- 13:00
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30

10/ 2（水）
10/ 3（木）
10/ 7（月）
10/ 9（水）
10/10（木）
10/12（土）

10/16（水）
10/17（木）

10/19（土）

10/21（月）
10/23（水）
10/24（木）
10/26（土）

10/27（日）
10/28（月）
10/30（水）
10/31（木）

芥川賞・直木賞作家をひもとく①

身近な経済学①

行ったつもりのヨーロッパ美術めぐり②

芥川賞・直木賞作家をひもとく②

身近な経済学②

失われた音「ウエストミンスター」レコード①

第２弾この道ひとすじ②「南極観測越冬隊参加秘話」

芥川賞・直木賞作家をひもとく③

「脱！マンネリコーディネートのコツ」教えます②

身近な経済学③

恐竜のミステリー

漢方で健康な生活を送ろう！

行ったつもりのヨーロッパ美術めぐり③

芥川賞・直木賞作家をひもとく④

身近な経済学④

チェコ仕込みのチェロ奏者になるまで

行ったつもりのヨーロッパ美術めぐり④

知っておきたい現代の食と健康①

身近な経済学⑤

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

企画提案型 
寄附講座

日本ペンクラブ会員

長岡大学

新潟大学

長岡大学

クラシック愛好家

長岡工業高等専門学校

ファッションアドバイザー

長岡大学

新潟県立自然科学館

たまご薬局

日本体育大学

長岡大学

チェロ奏者

長岡西病院 内科部長

長岡大学

長岡技術科学大学
研究支援推進員

山下多恵子

教授 兒嶋俊郎

高晟埈

准教授 堀竜一

教授 兒嶋俊郎

佐藤文典

片桐一夫

准教授 猪平直人

服部厚子

准教授 松崎陽子

学芸員 金谷真樹

薬剤師 棚橋豊

桐原浩

准教授 今野哲

准教授 山川智子

　片野大輔

宮下東子

福居和人

教授　吉盛一郎

河井継之助記念館

まちなかキャンパス長岡 

館長 稲川明雄
学長 羽賀友信

新潟県立万代島美術館
主任学芸員 

新潟県立近代美術館
学芸課長代理

新潟県立万代島美術館
業務課長

米百俵塾 実践編

まちキャン学士第1号を認定！「 」

「
」
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羽賀学長とまちキャン学士第1号の星さん（右）

　まちキャンでは、学びの励みになればと、ま

ちなか大学を10講座以上修了した人に学士

の学位を認定しています。先日、初めて10講

座修了し、学士の学位の認定がありました。そ

の第1号は、星榮一さん。まちキャンが開校し

てから、開催した一般向けのまちなか大学の

ほとんどを受講されています。これからもさら

にまちキャンで学びを深めてください。

　まちキャンが開学して2年。これまでに「まちなか
カフェ」や「まちなか大学」「まちなか大学院」と、学
びのステップアップを図ってきました。この度、まち
キャンで学んだ知識と経験などを活かし、地域の
身近な課題に取り組む「まちづくり市民研究所」
がいよいよスタート。9月28日(土)に、そのまちづく
り市民研究所の開所式が行なわれました。
　まず、羽賀友信研究所所長が「この研究所の
果たす役割は大きい。学びから得た知識、経験を
活かし、長岡にふさわしい独自の提案を作って欲
しい」とあいさつ。つづいて、出席した研究員一人
ひとりに委嘱状が手渡されました。
　第1期は、「みんなで取り組む、防災教育体制」
がテーマ。小・中学校の防災教育に、地域の人た

ちの知恵や力、防災設備など、身近な防災資源
をどう活用するか等を調査・研究します。来年の8
月には成果をまとめ、市に提出する予定です。
　今回、ディレクターとして、長岡造形大学准教
授・澤田雅浩さんからご指導いただきます。「まち
キャンの最後にできたプログラムがこの市民研究
所。レールの敷かれた一本道ではないので、議論
をしながら、よりよいものを提案できればと思う。そ
の提案が、震災から10年を迎える長岡の地で花
開き、長岡から全国に広がることを願っている」と
澤田さん。市民研究所は、学びによるひとづくりの
集大成で、実践の場です。どのような提案になる
のか、皆さんの活躍を期待しています。

時間とスケジュールの許す
限り、何でも受講しています。
まちキャンは、知らないことと
の出会いや視野が広がる楽
しさがあり、知的好奇心を満
たしてくれます。また、異業種
や年齢の違う人との交流が
広がるのもいいですね。

 

休館日PRコーナー

展示ギャラリー
10/1（火）,15（火）長岡造形大学展示

絵手紙展
日常的写真生活10月展

10月  9日（水）～14日（月）
10月16日（水）～25日（金） 

まちづくり市民研究所がスタート！

ほか



11月のまちなか大学 講座一覧

11月のまちなかカフェ 講座一覧 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

申込開始

10/10（木）～
※電話・HPで

申込開始

10/10（木）～
※電話・HPで

各500円（1ドリンク付）定員 受講料 会場各20名（先着） 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 最終ページをご覧ください

大人の工場見学・南極を駆けた雪上車の製造現場へ
長岡市の大原鉄工所は、国内唯一の雪上車メーカーです。南極地域観測越冬隊員として南極で
雪上車を操った社員をゲストに招き、雪上車の仕組み、南極雪上車の特徴や現地での運用の様子
などについてお話しします。南極用の他、色々な用途の雪上車がありますが、「手造り的」な特殊車
輌を工場現場で見てみましょう。

 

スカイツリー見参！ 江戸っ子が語る魅惑の浅草・上野
スカイツリーにより新たな賑わいを見せる浅草から上野界隈。江戸の風情を伝える街並みと、モダン
な新しいスポットが混在する今話題のエリアについて、生粋の江戸っ子がガイドブックにない魅力を
紹介します！

三島の杜氏の酒自慢
西山連峰に恵まれた酒処。森、雪、緑、きれいな水とおいしい米、そして杜氏の腕で、上質の日本酒
が出来上がります。「越乃白雁」中川酒造の杜氏を招き、日本酒の種類や仕込みの工程、おいしい
飲み方を紹介します。何種類かの日本酒を飲み比べながら、“ツウ”な利き酒のコツも紹介します。

中川酒造株式会社
杜氏 吉岡孝太郎

11/16（土）
16：00～17：30

長岡大学
教授 松本和明

11/10（日）
10：00～11：30

株式会社大原鉄工所　
生産統括部サービス課長
桑原新二

11/24（日）
10：00～11：30

会場 大原鉄工所　注意 動きやすい服装・履き物
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11月のまちキャンボランティア企画　

「第2弾 この道ひとすじ ③  わが作詩活動のみち」

教員時代から始めた作詩活動定年後本格的に歌謡詩作詩活動に入り、現在もその活動を続けられていま
す。作詩のきっかけ、どのようにして作るかなどのお話を語っていただきます。ＣＤも聞かせていただきます。

今年のテーマは「教員と学生によるゼミ・研
究室の紹介」。学生と教員が一緒に取り組
む様子から、各大学・高専の特色などを紹
介していきます。来月11月は長岡工業高等
専門学校です。お楽しみに。

講師

日時 定員

会場 受講料 500円まちなかキャンパス長岡 501会議室
20名（先着）11/10（日） 13：30～15：00

関 昭司元小学校長

11/18（月）
19：00～20：30

NPO法人
市民協働ネットワーク長岡　
理事 佐竹直子

12/16（月）
19：00～20：30

NPO法人
市民協働ネットワーク長岡　
理事 佐竹直子

11/25（月）
19：00～20：30

新潟薬科大学
臨床准教授 南雲陽子

12/2（月）
19：00～20：30

新潟薬科大学
臨床准教授 南雲陽子
   

初対面の”見えない壁”を乗り越える方法

話し合いがかみ合うためには、まず「傾聴」
聞き上手な人を前にすると、つい話しすぎてしまう･･･という経験はありませんか？相手の気持ちに
寄り添い、きちんと聴ける人は人の心をつかみます。話を聴くときの姿勢、あいづち、目線など、心
得ておくべきポイントを押さえながら、”聴く力”を学びます。

初対面の方を前にすると、どうも緊張してしまう、はっきり言って苦痛･･･そんな思いはありませんか？「はじ
めまして」から数分で盛り上がり、「また会いたい」に発展する、コミュニケーションのちょっとした心持ちを
学びます。人と出会うこと＝喜びに変わります。

人が集まる会議などで、一人一人の意見を引き出しながら、また来たいと思う会議にするのは至
難の業･･･ですが、それにはちょっとしたコツがあります。サークル活動、市民活動、あるいはビジネ
スの場で、集まりをコーディネートする機会のある方に、お勧めのコミュニケーション講座です。

自分も相手も我慢しない方法「アサーション」
何かを誰かと一緒にやるとき、話し合うことから始まります。時には言いにくいことを伝えなくてはならない場
面も･･･。言いたいことが上手く伝えられ、相手も素直に受けとれる。そんな、チャンスを生かすための、一歩
進んだコミュニケーションを実践から身につけましょう。

12/9（月）　
19：00～20：30

長岡技術科学大学
准教授 上村靖司

みんなが気持ちよく合意するには？
多くの人が集まれば、意見も価値観も多様。そこには多くのヒントが潜んでいる宝の山でもあります。ど
のように人々の思いを汲み取り、良い方向へ持って行ったら良いのか、幅広い年齢層との実践交流をし
てきた百戦錬磨のコミュニケーション名人から、その極意を学びます。

活発な「話し合いの場」のつくり方
”話し合いが充実するための条件”を、ワークショップ形式で考えてみます。事前にどんなことをリサーチし
たら良いのか、話し合い後のフォロー、机や椅子のレイアウトなども重要です。意見を言う、人の考えを引
き出す、さまざまな意見をまとめる･･･今まで学んだことを実践してみましょう。

4

5

1

2

3

5回で3,000円定員

ねらい

受講料 会 場30名（先着） まちなかキャンパス長岡　

話し合いを充実させるための、コミュニケーション術

まちなか大学院への
学びステップ講座！

11月の市民プロデュース事業

大人になった今、「はじめてのピアノ」「よろこびの歌」を一緒に弾きませんか？
【第1回】『右手でメロディーを弾いてみましょう』　【第2回】『左手で伴奏を弾きましょう』
【第3回】『両手演奏にチャレンジ！！』　【第4回】『発表会♪気分はピアニスト』

講師

日時

対象

会場 受講料 800円まちなかキャンパス長岡　

ピアノ経験のない大人の方（概ね４０歳以上） 定員 15名（先着）

持ち物 お持ちの方はキーボード、筆記用具

11/2（土）・11/9（土）・11/16（土）・11/23（土祝）14：00～15：30
木野 裕美一般社団法人全日本らくらくピアノ協会新潟支部認定講師

申込開始

10/10（木）～
※電話・HPで

申込開始

10/10（木）～
※電話・HPで

来月から3大学1高専の紹介が始まります。


