1月の催しもの
日程

まちなかカフェ

まちなか大学

時間

企画提案型
寄附講座

内容

1/ 8（水） 19:30-21:00
1/16（木） 19:00-20:30
1/18（土） 10:00-11:30
10:00-12:00
1/19（日） 10:00-12:00
1/22（水） 19:00-21:00
1/23（木） 19:00-20:30
1/25（土） 10:00-11:30
1/26（日） 10:00-12:00

井上円了の妖怪学

新潟県立歴史博物館 主任研究員

大人の科学実験・電子顕微鏡で見るミクロの世界

会場：長岡工業高等専門学校

長岡工業高等専門学校

小林 裕人

コミュニケーションがうまくいくための質問力講座〜長岡しつもん塾〜①

魔法の質問認定講師

河井 恵美

防災研究コース⑩（研究・実践発表）

長岡造形大学

准教授 澤田雅浩 ほか

大河ドラマで活性化！長浜に学ぶまちおこし

長岡造形大学

教授 渡辺誠介

大人女子の科学実験・チョコレートが固まる秘密

長岡工業高等専門学校

教授 菅原正義

コミュニケーションがうまくいくための質問力講座〜長岡しつもん塾〜②

魔法の質問認定講師

1月10日（金）〜20日（月）
1月22日（水）〜31日（金）

（土）

まちキャンの情報はここでゲット！まちキャン情報ツールを紹介します
その1

その2

その3

まちキャンホームページ

まちキャン通信

講座一覧パンフレット

河井 恵美

1/7（火）,21（火）

長岡造形大学展示『境』
日常的写真生活1月展

申込 期 間

学 生 交 流 イベント 分 科 会 P r e s e n t s

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

教授 菅原 正義
准教授 荒木 秀明

ボーイスカウト新潟連盟
長岡１団ボーイ隊 隊長

展示ギャラリー
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田邊 幹

ボーイスカウトに学ぶ、子どもを育むコツ①

休館日

発行：平成26年1月1日

講師

防災研究コース⑨

長岡工業高等専門学校

1 月号

まちなか
大学院

中越防災安全推進機構地域防災力センター
河内毅ほか
チーフコーディネーター

PRコーナー

2/15

ボランティア
企画講座

市民プロデュース

平成26年

キャンパスリンク 〜夢を探そう、出会いを探そう〜 開催！ 1/10（金）〜
※電話・HPで
1. 第２弾学生カフェ
2. 学生交流イベント

まちキャンの全ての情報が載っ
ているよ。施設を使いたいとき、
講座の情報が知りたいときなど
に見てみてね。
「まちキャンＮＯＷ」
というブロ
グも更新しているから、
そちらも
あわせてチェック！講座でしか
聞けない情報がこっそり掲載さ
れていることも！
？

まちキャンが月１回発行してい
るフリーペーパーだよ。
その月の
まちキャン情報がギュッとひとま
とめになっているんだ。市有施
設や書店、学生証協力店に置
いてあるから、見つけたら手に
取ってみてね。
毎月テーマカラーが違うから、並
べてみると結構キレイかも…。

毎年４月に、
その１年の講座
情報をまとめた冊子を発行し
ているよ。
まちキャン通信と一緒に市有
施設や書店、学生証協力店
に置いてあるから、忘れずに
ゲットしてね！

材料争奪！まちキャンでお菓子作り

笑顔咲く人生を描く

かとうさんの体験談を元に、自分の「目標」をどのように掲げ、そこに向かっ 「お菓子作り」
をテーマに交流会を開催します。
参加者はいくつかのチーム
てどうやって「有言実行」していくのか、その鍵に迫ります。前半は講演会、 に分かれて、
ミニゲームでお菓子の材料の争奪戦を行います。
全てのゲーム
後半は参加者の方が実際に手・足・口・頭を動かす「自分発掘ワークショッ
に勝ったチームは豪華なお菓子が、
負けたチームは悲惨なお菓子が…！？
プ」
を開催します。一緒に、笑顔咲く人生を描きませんか？仲間、
募集中！
その後は完成した作品を鑑賞し合い、
美味しく食べましょう♪

かとうゆういちさん
10：00〜12：00 定 員 20名

ゲスト 笑顔写真家
時間

会 場 ４階 サイエンスカフェコーナー

時間

14：00〜18：00

定員

30名

会 場 ４階 創作交流室

※２月１日
（土）
〜15日
（土）
に４階展示コーナーにてかとうさんの写真展を行います。
笑顔写真ってどんなもの？気になる方はぜひお越しください！

その6

羽賀学長の
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まちキャン徒然日記
約1.75億人

年間所得2万ドル

約14億人
年間所得3,000ドル

約40億人

世界におけるビジネスの可能性
世界の人口ピラミッドをマーケティングの視点で見ると、
年間所得２万ドル以上のトップ層が１．
７５億人、
年間所得
３千ドル以上の中間層が１４億人、
それ以下の所得の層が４０億人です。
この一日で換算すると８ドル以下で生活
を送る層をBOP
（Base Of the Pyramid）
と呼び、
基盤として社会を支えています。
このBOPは従来、
ビジネスの
対象とはみなされませんでしたが、
先端技術ではなく、従来技術の編集力と工夫により、
大きなビジネスチャンスと

twitter
その4

市政だより

社会貢献として見直されています。
このビジネスモデルをBOPビジネスと呼びます。

まちキャンの講座情報は、毎月
発行される市政だよりにも載っ

注意事項

協賛企業

アオーレビジョン（講座紹介）

なってきています。
技術を活用した社会変革への貢献がCSR
（企業の社会的責任）
と一体となり、
ビジネスを通した

1日、
8ドル以下で生活
【Base of the Pyramid】

お 申し 込 み

その5

ているよ。載っているのは、中ほ

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

どにある
『催し』
のコーナーだよ。

その月に開催されている講座
の情 報を、アオーレの大 型ビ
ジョンで放送しているよ。
ＢＧＭにはさりげなくまちキャン
イメージソングが…。

主に自習室の情報をつぶやい
ているよ。勉強熱心な学生さん
はここをチェックしてね！

まちキャンミニ 広 告

◎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）

朝日酒造株式会社、
安達紙器工業株式会社、
長岡グランドホテル、
中川酒造株式会社、
原信ナルスオペレーションサービス株式会社

あけましておめでとうございます。
まちなかキャンパス長岡も、皆さんのおかげで３周年を迎えます。
『まちキャン』の愛
称で呼んでくださる方も増え、学びと交流の施設としてこれからも励んでいこうと思います。現在は、来年度の講座
の企画を進めたり、交流を生む楽しいイベントの計画を進めたりしているところです。
今年もまちなかキャンパス長岡をよろしくお願いします。

2月号に
つづく

まちキャンの４階と三大学一高専の
食堂にしか置いていない、
ちょっとし
たレアアイテム！
？
学生さん向けのまちキャン通信のト
ピックスが紹介されているから、
ご飯
を食べながらチェックしてみてね！

2月のまちなかカフェ 講座一覧
定員

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

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

まちなかキャンパス長岡

食で身体の内側からアンチエイジング

2 013 年 史

申込 開 始

1/10（金）〜
※電話・HPで

２０代〜４０代男性対象

「学び」
をまちづくり
に生かすまちづくり
市 民 研 究 所もス
タートしました／9月
28日

料理家・薬膳アドバイザー

１０代の頃より疲れやすくなった、肌の調子が変わり始めた・・・と感じることはありませんか？若
い男性も密かに気になる「アンチエイジング」。食 に気をつけることで、健康的に若さを保つこ
とにつながります。薬膳アドバイザーから簡単にできる「アンチエイジングな食」を習い、日常に
取り入れてみませんか？ 持物 エプロン、ハンドタオル 材料費 1,000円

石にまつわるよもやま話

遠藤ミホ

2/1（土）

11：00〜13：00

長岡技術科学大学

アイデア出し必勝法

出張カフェでは、越
路地域で日本酒と
長岡野菜の美味し
い合わせ方を紹介
しました
／12月4日

准教授 南口 誠

2/8（土）

10：00〜11：30

長岡造形大学

「発想がマンネリ化…」
「 いい考えが浮かばず行き詰まってしまった…」という時に役立つ
アイデア出し の手法を紹介します。アイデアは神様がポトリと落としていってくれるもの
ではなく、自分の頭の中にのみあるもの。発想のネタをたくさん出していくワークショップ
からやってみましょう。

日本の原点・古民家を守る

准教授 金澤孝和
ボランティア企画講座
『失われた音「ウエストミ
ンスター」
レコード』
レコードの音とコーヒー
の香りで、
ゆったりとした
気分になりました
／10月12日

2/24（月）

19：00〜20：30

長岡造形大学

古民家には、時の流れを止めてしまうような独特のたたずまいがあります。古民家とは、どのような建物を指
すのでしょう？また近年、古民家を守り、再生する活動が盛んです。国の登録有形文化財の古民家のうち、
一般の方が宿泊できるものもあります。古民家を取り巻く最近の動向と、古民家の見どころを解説します。

教授 平山育男

2/28（金）

19：00〜20：30

※申込用紙を
郵送ください。

カフェ
「声優という仕事」
では、
よこざわけい子さんに実際に
朗読をしていただきました
／8月4日

﹁学生によるミスコン・ミスターコン
1月 日 学生交流イベント

﹁すすめ
︵作詞・作曲／大森実︶﹂
に決定

〜 not
大人︑ motto
学生︒
〜﹂
を開催
２月8日 まちキャンイメージソングが

日 まちキャン生交流会

﹁きになるがここにある﹂
に決定

18 17
日 まちキャンキャッチフレーズが

24

日 和島で出張カフェを開催

６日 まちなかカフェスタート︒初回は堀敏彦さんを

４月１日 まちキャンＰＲムービー放送開始

方 人生の決め方〜﹂
を開催

ゲストにお招きし︑﹁僕のおしゃべり人生〜夢の見つけ

市 民プロデュース講 座スタート︒初 回は
﹃ＤＶＤで﹁ 良

まちキャンフラッグ掲示
日 大手通アーケードに︑

27
寛ゆかりの地﹂
を巡る﹄
を開催

こんなに面白い！﹂
を開催

日 まちキャン希望が丘分校の作品展示

﹁情報の宝庫・地図って
５月８日 まちなか大学スタート︒初回は

を開催
６月 日 米百俵塾﹁入門編﹂

７月 日 子ども向けカフェスタート

20 13 15 22
日 長岡大学による野点を開催

まちなかカフェ
﹁声優という仕事﹂
を開催

８月４日 よこざわけい子さんをゲストにお招きし︑

自分がファシリテーターとなって
「ミニ会議」
を開きます。
会議の参加者は受講生が交代で務めます。
テーマは自由。
自分の仕事や活動、趣味などを題材に、
自分の意見を話し、
それに対しての意見をまとめていき
ます。限られた時間で会議を進行できるか、
参加者が気持ちよく意見を出せているか、
最後に合意形成できた
か・
・
・学習の成果をチェックします。

の宝箱〜﹂
を開催

ケーススタディー
（実技試験）

こどもカフェ
「みんなで飛ばそう
ペットボトルロケット」
発射準備OK！／8月4日

カフェ
「レコードで語り合おう、80年代ヒット曲」
受講者のリクエストに応えるラジオ番組スタイルで
レコードをお届け！／6月9日

10

﹁ボランティア入門〜人生が変わるきっかけ
日 学生カフェ

会議の参加者から意見を引き出せたら、
それを話し合いの目的に向かって整理することが必要です。思い思い
に発散し、
膨大に出てきた参加者の意見をどのようにまとめるのか、
一つ一つの意見を明確化し、構造化する
コツについて学びます。

９月１日 まちキャンボランティア企画講座スタート

出た意見を整理する

誕生

参加者全員が会議に参加するためには、
一人ひとりの持っている多様な価値観を引き出すことが必要です。
全員が参加し、
意見を発散しなければ、
まとめることもできません。参加者の意見を引出すフレームワークやコツ
について学びます。

初回は
﹁第２弾 この道ひとすじ﹂
を開催

参加者の意見を引き出す

日 まちキャン学士１号

会議に参加した人が、
「来てよかった」
と充実した時間にするために、
話しやすい雰囲気づくりや環境作り、
ルー
ル作りなど、
話合いに入る前の準備について学びます。机の配置、
音楽、
ちょっとした準備で、
会議のレベルが
ワンランクアップします。

D

日 まちづくり市民研究所スタート

話し合いが活発になる準備と場作り

﹂
を開催
Maker sCafe@Machicam

主な内容

ファシリテーションとは？

会議の場をより有効的なものとするために、
ファシリテーターは、
一人ひとりの価値観や個性を活かし、話合い
のプロセスを組み立て、
舵取りをする必要があります。
そのためのファシリテーションの基礎知識、
必要なスキル
の概論についてを学びます。

を開催
・ 日 米百俵塾﹁実践編﹂

2/22（土）・3/1（土）・3/8（土）・3/15（土）・3/22（土）13：30〜16：45

12 26 10
27 15 28 24
月 日 まちキャン通信・まちキャンスタッフ特集号 発行

まちなかキャンパス長岡

８日 ３ プリンタをテーマに

会場

特別カフェ
﹁

日時

20名（応募者多数の場合は、書類審査を行います。） 受 講 料 10回で5,000円

募集要項、申込用紙は
まちキャンHPに！

月４日 越路で出張カフェを開催

ファシリ 会議やミーティングなどで、意見をまとめたり発言を促したりしながら、
テーション 活発な話し合いを促進するスキル。
とは？
人が集まる場面で幅広く必要とされています。

まちなか大学「野菜マイスター養成講座」
では、実際に
生産現場へ見学に行きました／7月20日

特別カフェ
「Maker sCafe@Machi
cam」の一場面。受講者
のリクエストに応え、
その
場で設計をするというライ
ブ形式で行われました
／12月8日

受

ファシリテーション力で、会 議が変わる！

米百俵の精神を受継ぎ、実践を
行った米百俵塾／6月15日、
10月26・27日

市民プロデュース講座
「脱！マンネリコーディネー
トのコツ教えます」
講師のお話に受講者は
みんな共感。大人の女
子会でした／9月26日

講 申込
平成25年度まちなか大学院
まちづくり研究科「ファシリテーションコース」受講生募集 1/31（金）必着

定員

３Ｄの立体地図を体験した、
まちなか大学「地図って
こんなに面白い！」／5月22日

昨年もいろいろ
ありました︒
みなさんの
知的好奇心は
満たせましたか？

道端に落ちている 石 と、美しい 宝石 と新素材のセラミックスは、実はよく似たもの。世の中
に無数にある 石 には、面白さと不思議さが詰まっています。中には石なのに柔らかいもの
も！？珍しい石やきれいな石、パワーストーンを眺めながら、石のもつ面白さを語り合いましょう。

27

