号外

スタッフ研修を行いました

ボランティア企画講座って？
まちキャンスタッフの有志が企画する講座です。内容の

まちキャン講座の基本事項や写真の撮り方を学んだり、

打ち合わせ、講師依頼や当日の運営、
チラシ作成、全て

市内の大学やアオーレ長岡を見学しました。

スタッフ特集号

アイデアを出し合う、
一番楽しい時かも！
？

頑張ってます、
まちキャンスタッフ！
活動の様子を一挙公開！
！

まちキャンの講座で受付。
「この道ひとすじ」
のひと
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まちキャンスタッフが行います。

打ち合わせのひとコマ。

発行：平成25年10月15日

笑顔で対応します！

※まちキャンスタッフとは、
まちキャンで働く市民ボランティア。20代から70代まで、約35人が活躍しています。

コマ。
たくさんの受講生

時には講座の

が来てくれると、やりが

司会も・・

いも倍増！

まちキャンスタッフ、募集中です。
まちなかカフェでは、
コーヒーの用意も！

どなたでもまちキャンスタッフになれます。
まちキャンの講座に興味のある方、
講座企画にチャレンジしたい方、何か新しいことを始めたい方、
まちキャンスタッフを始めてみませんか？

主な業 務

ご自身の予定に合わせ、
やってみたい業務を自由に選ぶことができます。

・まちなかキャンパス長岡主催講座の補助（会場設営、受付、
まちなかカフェのお茶だし、写真撮影など）
・広報（まちキャン通信や、
まちキャンNOWの記事作成）

写真撮影も大事
な仕事。
ベスト
ショットを狙うぞ！

・音楽鑑賞コーナーのレコード磨き
・まちキャンボランティア企画講座
・まちなかカフェ、
まちなか大学の講座提案

まちキャン所蔵のレコード
磨き。5,000枚ものレコー
ドを、少しずつ…

・市民プロデュース事業の1次審査

申込方法
まちキャンホームページから
「まちキャンスタッフ登録申込書」
をダウンロードし、
メールか郵送でまちなかキャンパス長岡までお送り下さい。申込書はまちキャン４階事務室でもお渡しできます。
郵送先 ：〒940-0062 長岡市大手通2-6 フェニックス大手イースト4F まちなかキャンパス長岡 まちキャンスタッフ募集係
E-mail：machicam@city.nagaoka.lg.jp

ココだけの話！
？ スタッフになるとお得！
・スタッフとして講座補助に携わった場合、
受講料無料で聴講できます。

ま ち キ ャン ス タッフ 特 集 号 ス ペ シャ ル ク イ ズ

・ボランティア活動でまちキャンに来た場合、
所要時間分の駐車場代を支給します。
・まちキャン学生証をＧＥＴできます。
（100店舗ものまちキャン協力店で嬉しい特典が！有効期限内で使い放題！）

Q uiz

次のうち、
ボランティア企画講座はどれでしょう？
Ａ．
ドキドキ料理教室

まちキャンの講座で必ず見かける まちキャンスタッフ 。気になっていた方もいらっしゃることでしょう。
この特集号で、
まちキャンスタッフのこ
とを知っていただけたら幸いです。
レコードをこよなく愛するＳさん、文章を書くのが大好きなＫさん、
まちかど情報に詳しいＹさんなどなど豊
富な人材はまちキャンの財産です。今度まちキャンに来たら、黄色いストラップの名札をした まちキャンスタッフ に注目してみてくださいね！

Ｂ．
この道ひとすじ

ヒント
この中は
に！

Ｃ．恐竜のミステリー

どれかひとつに○をつけ、
まちなかキャンパス長岡4階サービスカウンターまでお持ち下さい。正解者には先着100名
様に、
まちキャンオリジナルグッズを差し上げます。
（引換期限：平成25年12月28日・お一人様1回）

初 公 開！
ま ち キャン

まちキャンスタッフの皆さんに︑
まちキャンへの思い︑
これからの夢などを語っていただきました︒
それってこだわりなの？

テーマを 持って 研 究 する﹁ まちなか大 学

川 又 ﹁ まち なか大 学 ﹂で 基 本 を 学 び ︑

したので︑
楽しかったです︒

した︒
今まで知らなかったことがわかったり

潟やさい大 学 ﹂
にスタッフとして参 加しま

の
﹁長岡野菜マイスター養成講座﹂
と︑﹁新

小野塚

けど・
・
・
︵笑︶

よ︒ときどき︑思ったのと違うこともある

服部

ですか？

こられましたが︑
まちキャンの講座はどう

司会

一同 はーい！何でも聞いて下さい！

聞いてみたいと思います︒

今日は︑皆さんが日頃考えていることを︑

まちキャンスタッフの皆さんのおかげです︒

迎えました︒
ここまでやってこられたのは︑

司会 まちキャンは︑
９月３日で２周年を

かカフェで出してるものなんですよ︒

司会 あ︑
そうそう︑
このカップは︑
まちな

一同 そうだったんだ〜︒

した︒

して︑2 年 目からは基 本１時 間 半にしま

間だと短い！という 感 想がかなりありま

フェは１時間だったんです︒
そしたら︑
１時

司会

一同 そうそう︒

う・
・
・
︵笑︶

しているものの︑易しす ぎても 困 るとい

ね︒また︑﹁ 誰でもわかるように﹂とお願い

半で話をまとめることって難しいんですよ

︵汗︶︒町田さんも悩まれたように︑
１時間

で すけど ︑ゲストへの 要 望 が多いんで す

ながら学べる︑
まちキャンの名物講座なん

司会

うで短い・
・

盛り込むか︑
でした︒
１時間半って︑長いよ

じたのは︑
１時間半の中でどこまで内容を

町田 ゲストをやってみて︑
一番難しいと感

川辺 あの講座は面白かったね〜︒
それと

珍しい体験ができたと喜ばれました︒

民工房で︑子ども芸 術 家になろう！﹂
は︑

考えています︒先日の
﹁長岡造形大学の市

ない体験﹂
というのをコンセプトに︑内容を

司会 子ども向け講座は︑﹁学校ではでき

ていくと思うよ︒

をすることが︑ものづくりの出発点になっ

ているんだ︒
まちキャンで手を動かす経験

ど︑
必要に応じて手を差し伸べるようにし

が自分の力でできるようにと思っているけ

連れてる場 合とか
︵ 笑 ︶︒なるべく 子ども

はないからね︒
お母さん一人でお子さん二人

川辺

ども達への接し方が上手ですよね︒

座も多いです︒川辺さんは︑
工作などで子

司会 さて︑
まちキャンは子ども向けの講

一同 なるほど〜︒

です︒

いコーヒーを出すことにこだわっているん

来てほしい︑
という願いがあるので︑
おいし

なかカフェは︑
カフェで寛 ぐように気 軽に

まあ︑面 白いものばかりだと思う

僕は野 菜に興 味があって︑今 年

いと思うわ︒

実はオープンした年は︑
まちなかカ

いんです︒講座の企画は︑毎年悩みに悩み

司会

服部

てすごい発想だね！さすが長岡だ︒

川辺

したら？

まちキャンの講 座は︑まちなかカ

ますが︑喜んでいただけると︑苦 労が吹き
します
︵笑︶

これからも︑
頑張れまちキャン！

飛びます︒
一同 ・
・
・
・
︵苦笑︶
︒

造形大生のものづくり講座とかね︒

問題はお金！皆さんご寄附お願い

さらに︑その花火を屋形船で見た

した
﹁英語を使ってマイカー作り﹂
は︑高専
の学生さん達が講師になっていて︑素晴ら
しかった！このように︑学生が企画し実施
する講座を増やしてほしいと思います︒例
えば︑
技大生のロボットづくりの講座とか︑
私もそう思う！まちキャンは市内

います︒

部さんは︑特に熱心に参加してくださって

画する
﹁ボランティア企画講座﹂
もあり︑
服

も！中には︑まちキャンスタッフ自 身が企

司会 栃尾のあぶらげ︑
おぼろ豆腐︑
栃尾

服部

したね！

交 流 会︵ ２
※︶も企 画してもらいました︒
川又さん︑食べ物の用 意などで大 活 躍で

やメルマガ
体はインターネット︒ Facebook
発信などを始めてみてはどうでしょう？

に来てほしいです︒若い方が情報を得る媒

〜

代の人に︑
もっとまちキャン

るといいな︑
と思います︒
町田

司 会 いろいろなアドバイス︑ありがとう

折り目正しいジェントルマン。
現役時代はエンジニアのお
仕事をされていました。子ども
の工作教室で温かく指導し
てくれる、子ども達の人気者。

ス タッフ
座談会

司会

院﹂
へと︑
ステップアップしていくところがい

町田 ほんとだ！そういえば︑
まちなかカ
こないだ︑まちなか大 学の
﹁ながおか環 境

まちキャンの講座ってどう？
す︒服部さんと町田さんは︑
ゲスト
︵ １
※︶

司会
フェのコーヒーって美味しいよね！豆はスタ
学﹂
で生ごみバイオガス化施設を見せても

よくぞ気づいてくれました！まち

になったこともありますよね︒

フェ↓まちなか大学↓まちなか大学院と︑
○だし︑挽きたての豆で入れてるからね︒

まちなかカフェは︑
コーヒーを飲み

学びが深まっていくプロセスになっていま

一同 わー︑
面白そう！いいんじゃない

皆さんは︑
たくさんの講 座を見て

らったんだけど︑非常に参考になったよ︒長
町田 まちキャンらしく︑米俵をモチーフ

子ども達は︑
みんなが同じペースで

岡市は最先端を行ってるな︑
と思った︒

町田 まちキャンでボランティアしている
服部
川又

服部 こないだの長岡高専英語部が企画

と︑
いろいろな講座を見られるからとって
いの！こうやって夢を大きく持って︑それ

の大 学や高 専の学 習 成 果を発 表する場

服部

ワイン︑丸 鯛のお菓 子・・・︑栃 尾の名 物が

僕は長岡市外に住んでいるんで

事だと思ってるんです︒企画を考えるのも

ズラリと並びました︒

ございます︒年 間１００講 座ほどやってい

なかなか打ち合わせどおりにいか

咤激励︑愛のムチ
︵！︶
よろしくお願いいた
します︒
︵ １
まちなかカフェの講師のこと
※︶
︵ ２
まちなか大学とまちなか
※︶年に１回開催される︑
大学院の受講生を集めたパーティ

司会・記録／まちキャン事務局 青柳

川辺 義之さん
照れ笑いがいい感じの、
ま
ぶしい２０代。
さわやかな好
青年ぶりが注目の的です。
つい話しかけたくなってしま
う、愛されキャラ。

講座には︑旬の話題を盛り込みた

も楽しい！しかも無 料で・・・
︵ 笑 ︶︒
これっ
から現実を見ながら︑
できること︑
できな

でもあるんですよね︒

よ︒

小野塚

楽しいし︑講師を頼みに行くのも楽しい︒
一

川又

ますが︑
どの講座も︑
まちキャンスタッフの

３０

マレーシアを中心に、各国を
渡り歩くスーパーウーマン。
とにかく引き出しがたくさん！
誰とでも仲良くなれる、素敵
な特技の持ち主。

小野塚 巧さん

しかし︑講 座で花 火を上げるなん

てすごい特典だと思うなあ︒
いことを分けていくのがまた面白いんです
司会

場 所がないので︑羨ましいです︒市 外の人

すけど︑自分の町にはまちキャンみたいな

まちキャンスタッフの底力
司会 まちキャンスタッフの皆さんの活動
キャンスタッフは︑
アイデアマンが多いです

司会 まさに︑
そのとおりです！

は︑とても多 岐に渡っています︒音 楽 鑑 賞

よね︒そういえば︑昨 年 度のまちキャン生

番の心配事は︑お客さんが来るかな とい

ないことも多くて︑
反省事項も多々あるん

支 援があってこそ︑
スムーズな運 営ができ

さすが︑発 想が止まらない！まち

キャン通 信のコラムを 書いてくれること

コーナーのレコードを磨いてくれたり︑
まち

うこと︒今は︑来年に向けて花火の講座を

ですよ︒
でも栃尾の人たちの協力のおかげ

ます︒まだ２歳になったばかりのまちキャ

にも︑
まちキャンの情報が伝わるようにな

企画中です︒
ちょうど花火のルーツを調べ

で皆さんから喜んで頂 くことができまし

ンは︑
今まさに成長期です︒
これからも︑
叱

食べ切れないほどだったそうじゃない！

ているところ︒狼煙かな・・？もしや鉄砲？

た︒今度は︑他の地域からも協力していた

私はまず︑自 分が楽しむことが大

調べてもわからなくて・
・
・

だき︑
紹介していけたらいいですね︒

タッフの行動力と企画力には︑
いつも驚か

花 火 師さんに聞いてみたらいいん

川辺

司会

服部

されます︒私達事務局も︑負けないように

そうですね︒
しかし︑まちキャンス

じゃない？
ジナル花 火を受 講 生たちでデザインして

頑張ります！

そうだね︒それで︑
まちキャンオリ

打ち上げるのが夢︒

２０

町田 久美子さん
川又 智恵子さん

はじける笑顔がチャームポイ
ント。
さっぱりした男前な性
格とアグレッシブな行動力を
持つ、
まちキャンの台風の
目！
？講座の企画はまかせて！

勉強熱心で、何でもこなせ
るしっかり者。意外と乙女な
一面も！
？きっと隠れファンが
多いに違いない・・・。

服部 紗智さん

！
？

