4月の催しもの
日程

まちなかカフェ

時間

まちなか大学

まちなか
大学院

内容

4/12（土）

13:30-15:30

4/13

10:00-11:30

東南アジアの小さな国、
ラオスを知っていますか

花火師

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

日本語教師

相馬森佳奈
気象予報士

「ゆきぐに羽越」
の冬空に挑む〜お天気ビジネスの最前線から〜
①『お天気ビジネスと雪国の話』

高野 哲夫

19:00-20:30

「言語化」筋を鍛えよう
！
センス不要のコピーライティング

ザツダン 代表
コピーライター 横田孝優

4/20（日）

10:00-11:30

「ゆきぐに羽越」
の冬空に挑む〜お天気ビジネスの最前線から〜
②『ここが違う！新潟と山形のお天気学』

気象予報士

4/26（土）

10:00-11:30

え !こんなこともしてるの？市役所のリアル

4/27（日）

14:00-16:00

我が子の能力を引き出そう！マインドマップde子育てコーチング
①良い子育てって、
どんな感じ？

4/30（水）

19:00-20:30

北限のお茶 〜まちなか茶屋で村上茶を飲もう〜

休館日
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小千谷煙火興業

10:00-11:30

4/16（水）

発行：平成26年4月1日

講師

長岡花火まるかじり 〜花火を１００倍楽しむために〜
①花火ができるまで

（日）

4 月号

ボランティア
企画講座

市民プロデュース

10代〜20代 限定

Topic
1

高野 哲夫

女性消防士や
広報担当など長岡市役所職員4名

今年も内容盛りだくさんの
まちキャン講座が始まります。

ThinkBuzan公認マインドマップインストラクター・
日本青少年育成協会認定準上級教育コーチ

若井京子

九重園
代表取締役社長 瀧波匡子

コ―ヒーを飲みながら気軽に受講できる単発講座「まちな

4/1（火）、15（火）

展示ギャラリー

かカフェ」
は５４講座。新ジャンル「長岡再発見」
では、手漉

4月11日（金）まで

き紙や信濃川・長生橋、バル街などを紹介。学びを深める

２０１４年長岡雪しか祭り写真コンクール入賞作品展入賞作品展

「まちなか大学」
は長岡野菜、建築、
ストレス対処法など１２
講座。
自らテーマを設定し研究する
「まちなか大学院」
は２

今月のおススメカフェはこれ！

意外とアツい、市役所の仕事

スイーツ付き

て
ぜひ、手に取っ
！
い
ご覧下さ

まちキャン徒然日記

講座など、
トータル８０講座を開催する予定です。
内容・回数・レベルはさまざま。
自分にぴったりの「きにな

て働いているけど、市役所に興味があるという方。
そんなあなたにこそ聞いてほしいの

る」
を見つけて気軽に参加してみてください。学びだけで

が、
この講座です。若手職員だから言えるホンネを聞いてみませんか？きっと市役所を

なく受講者同士の輪も広がりますよ。
詳しくは図書館やアオーレ長岡など公共施設にある

今回は特別にドリンクのほか、
スイーツも付きますよ♪

vol.30

コース。
さらに市民プロデュース講座やボランティア企画

「自分が何をしたいのかわかんないんだよなぁ…。」
と考えている学生さん。社会人とし

見る目が変わります
（もちろん、
いい意味で）。

羽賀学長の

平成２６年度は８０講座を開催！
まちキャンであなたの
「きになる」
を見つけてみませんか！

「平成26年度の講座一覧パンフレット」
をご覧ください。

世界からの義援金
この３月で東日本大震災から３年が過ぎました。世界中から義援金が寄せられましたが、紛争で苦しんでいる
アフガニスタンからも約１億円の義援金が送られたことをご存知でしょうか。
１日１ドル以下で生活する人が多

Topic
2

笑顔いっぱい！まちキャン生交流会を開催

い国から、
これだけの額を募ることは大変だと思います。
「 私達は内戦で悲しい思いをたくさんしています。
だか
ら被災された皆さんの気持ちに寄り添わせてください」
というメッセージが添えられていました。
中越地震の際にも、アフガニスタンの子どもたちから励ましのメッセージが約１２０通送られてきました。私達
はアフガニスタンを忘れてはいけないと思います。

お 申し 込 み

注意事項

協賛企業

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 h t t p : / / w w w . m a c h i c a m . j p
◎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。
（協賛金口数順・五十音順）

日本精機株式会社、
朝日酒造株式会社、
安達紙器工業株式会社、
岩塚製菓株式会社、
株式会社大光銀行
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、
株式会社北越銀行

３回めの春を迎えたまちキャン。昨年度も大勢のみなさまからご利用いただきました。
ありがとうございます。今年
度はもっと快適に、
もっと楽しく過ごしていただくために各階に休憩スペースを新設する予定です。講座も施設もグ
レードアップするまちキャン。
ご期待ください！

5月号に
つづく

３月１6日、まちなか大学、まちなか大学院を受講したまちキャン生と講師陣が一堂に会する交流会を開催しま
した。今年は約70人が参加。まちキャンボランティアが丹精をこめて作ったにいがた和牛山古志産のシ
おおくち

チューや大口レンコンの和え物、えごなど地場の食材を使った料理のほか、長岡ゆかりの日本酒やビー
ル、ワイン、見事なテクニックで煎れられるバリスタのラテなどに舌つづみを打ちながら親睦を深め
ました。
あなたもまちなか大学、
まちなか大学院を受講して来年の交流会に参加してみませんか。

5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

申込 開 始

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

地・人・手から生み出される手漉き紙の力
雪を活用した技法が国の無形文化財に選定されている小国和紙。職人の手と自然との調
和から生み出される手漉き紙は、和み を感じさせてくれます。小国に工房を構え、合理性
とは相反する手間のかかる手漉き紙と 対話 し続ける東京の紙商が、紙が持つ力と、現
代生活のなかでどのように活用すればよいのかを紹介します。

地域に根付いて活躍している若手デザイナーが、事務所立ち上げの話や普段の仕事、こ
れまで手がけた作品などを紹介。話を聞くうちに、デザインとは何なのかが見えてきます。
デザインを仕事にしたい人、デザイナーに仕事を頼んでみたい人、必聴です。気になること
をいろいろ質問しましょう。

バル街の魅力お伝えします！

4/10（木）〜

※電話・HPで

※電話・HPで

スイス

世 界 から見た日本 はこんなだった！

紙舗 直
代表 坂本直昭

5/3（土・祝）

ねらい

10：00〜11：30

定員

長岡をカッコよくする仕事

KRAK OFFICE
代表 吉樂蕗
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5/13（火）

19：00〜20：30

文化や習慣、常識などについて、各国と日本との違いを比較しながら学ぶことにより、世界の
中で、
日本はどのように見られているか、
どのようなイメージを持たれているのかを考えます。
そして、国際社会で必要とされる日本の個性や独自性とは何かを考えていきます。

30名（先着）

受講料

5回で3,000円

会場

韓国

スリランカ
ジンバブエ

まちなかキャンパス長岡 3F 301会議室

学長は見た！世界の中の日本
世界を渡り歩く我らが羽賀学長。南スーダンやパレスチナ、
インド、
ブータン、
カンボジア、
タイ…など、
あ
らゆる地域で、
多くの人や文化に触れてきた学長だからこそ見える"日本"という国。学長が見た世界の中
の"日本"を、
そして、
世界の中の"長岡"をお伝えします。

まちなかキャンパス長岡
学長 羽賀友信

5/14（水）

19：00〜20：30

NPO法人まちなか考房事務局長

（ながおかバル街実行委員長）

今や長岡駅周辺の活性化イベントとして定着した『ながおかバル街』。マップを片手に飲み
歩く人々を見かけた方も多いのでは。イベントの仕掛け人が、その魅力や開催の苦労話、裏
話を紹介します。これから参加しようと思っている人も毎回参加している常連さんも、ぜひ
聞きに来てください。

しょっぺ店 であなたも素敵な大人の仲間入り

5月のまちなか大学 講座一覧

4/10（木）〜

まちなかキャンパス長岡 4F 交流広場

申込 開 始

20代〜30代 限定

「オヤジさん、いつもの。」大人になったら一度は言ってみたい台詞です。渋い大人たるもの、
行きつけのお店の一つや二つは欲しいですよね。そんなあなたに しょっぺ店 。
『大人のい
い店、しょっぺ店』の編集長が、長岡に今も根付くいい味を出しているお店を紹介します。
その他 講座後、希望者を対象にゲストとしょっぺ店へでかけます。

大沼広美
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5/15（木）

19：00〜20：30

『大人のいい店、
しょっぺ店』
編集長 早見正明

5/16（金）

3

19：00〜20：30

日本にとっての朝鮮半島、朝鮮半島にとっての日本
古くから行き来のある朝鮮半島と日本。
もし、
地図上に朝鮮半島がなかったら日本の歴史はどうなってい
たでしょうか。
また、
日本がなかったら朝鮮半島の歴史はどうなっていたでしょうか…そんな問いかけをし
ながら、
朝鮮半島と日本、
お互いの存在意義を改めて考えていきます。

ヨーロッパの島国「スイス」からアジアの島国「日本」へ

長岡大学

クオンオーギョン

准教授 權五景

5/21（水）

19：00〜20：30

長岡造形大学
教授 ヨールグ ビューラ

海はないが欧州連合の国々から孤立した大陸の中の島「スイス」
と太平洋に浮かぶアジアの島「日本」。
同じ"島"、
共通点も多いんです。
島を旅行するように、
両国を行ったり来たりしながら、
お互いの文化や習
慣などを考え、
ヨーロッパ・スイスから見える日本をお話しします。

19：00〜20：30

スリランカから見た憧れの日本

長岡技術科学大学
准教授

5/28（水）

（別途飲食代、事前に申込が必要です。）

私たちのルーツを考える 〜ＤＮＡが教える日本人の起源〜

縄文

弥生

最近、急速に研究が進んでいるＤＮＡ鑑定。この手法を用いて日本人の起源についても
新たな発見が続いています。自分のルーツがどこなのか、最近のＤＮＡ研究が明らかにし
た私たち日本人の成り立ちについて紹介します。

国立科学博物館人類研究部
人類史研究グループ長

4

篠田謙一

5/24（土）

14：00〜15：30

戦後、
日本の国際社会への復帰にスリランカが大きく関わっていたということをご存知でしょうか。実は
深い関わりのあるスリランカと日本。歴史的な関係や文化・習慣の違いと共通点を踏まえながら、
スリラ
ンカから見た日本の美しさ、
感動したところなどをお伝えします。

アーシュ マーラシンハ

6/4（水）

19：00〜20：30

国立科学博物館所蔵

えっ！これも紙？暮らしのニーズに応える紙素材
木やプラスチックより丈夫な紙素材を使って、新しいものづくりにチャレンジし続けている市
内企業があります。
雪道でタイヤをとられても一人で簡単に使える脱出具や、
AED使用時のプ
ライバシーを守るスクリーン。
そんな使って喜ばれる製品が数多く並ぶ展示室を見学します。
会 場

安達紙器工業株式会社
（現地集合 長岡市東蔵王2丁目7-30 最寄りのバス停：城岡橋）

安達紙器工業株式会社
代表取締役社長

安達眞知男

5/31（土）

10：00〜11：30

5

支援者からパートナーの時代へ ̶アフリカと日本の関係 ̶
かつては、
暗黒大陸とも呼ばれたアフリカ大陸。今や、
豊富な地下資源や内需拡大などから、
多くの国が
著しい経済成長を遂げていることは言うまでもありません。今最も世界から注目されるアフリカ、
その南
部に位置するジンバブエから日本はどのように見えるのでしょうか。

ムジィヴィジィワ ミルトン
まちなかキャンパス長岡
学長 羽賀友信

6/11（水）

19：00〜20：30

持 物 タオル

申込 開 始

4/10（木）〜

5月のまちなか市民プロデュース講座 講座一覧
新しいアイディアを導き出すブレインストーミング講座

長岡技術科学大学
博士課程

※電話・HPで

講師 中小企業診断士 吉越喜宗

5/11（日）、5/18（日）、5/25（日）、6/1（日）、6/8（日） 9：30〜12：00

ブレインストーミングは複数人数で新しいアイディアを創出する集団思考法です。ブレイン
ストーミングの４大ルールをふまえながら、初回はブレインストーミングを一から説明しま
す。もう知ってるよという方も再確認＆他の人に教えるならどうやって教えるかを考えながら
参加してください。

日時

より幸せに生きるための『片付け』＆『生前整理』

講師

日本ハウスクリーニング協会認定整理収納清掃
（３S）
セミナー講師/生前整理普及協会認定セミナー講師

片付けられない！捨てられない！その原因と、片付けの大切さを考えましょう。その後、片付
けの順番から、必要な物と不要な物の仕分け方法を学びます。最後に、無駄のない収納と意
外と難しい 片付いた状態を維持する ためのコツをお伝えします！

日時

5/29（木）、6/12（木）、6/26（木）14：00〜15：30

対象 チームのリーダー、部下や後輩を指導する場面がある方、頭を柔らかくしたい方、人と話したい方、
その他誰でも
定員 20名
（先着）

会場 まちなかキャンパス長岡 5F 交流ルーム

受講料

5回で1,000円

西山陽子

対象 片付けが苦手な方・これからの人生をよりよく生きたいと思っている方
定員 20名
（先着）

会場 まちなかキャンパス長岡 5F 交流ルーム

受講料

3回で600円

「市民プロデュース講座」
に応募してみませんか？
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。

① 新規性、
独創性に富んだ内容
企 画 ② チャレンジ性があり企画者の成長が見込める内容
条 件 ③ 1講座5回以内
（なるべく3回以内）
④ 平成26年10月〜平成27年3月までに実施
（土）
まで
申込 平成26年5月31日

