
3周年記念祭開催！
平成26年9月7日（日）

時間 内容 講師日程
13:30-15:30

  9:20-13:10

13:30-15:00

19:00-20:30

13:00-15:00

19:00-20:30

10:00-11:30

19:00-20:30

19:00-20:30

10:00-11:30

13:30-15:00

14:00-15:30

15:00-17:00

10:00-11:30

14:00-15:30

16:00-18:00

13:00-15:00

19:00-20:30

19:00-20:30

13:30-14:30

14:45-16:45

8/  1（金）
8/  9（土）

8/11（月）
8/18（月）

8/20（水）
8/21（木）
8/22（金）
8/23（土）

8/24（日）

8/25（日）

8/28（木）
8/30（土）

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

まちなかカフェ まちなか大学 市民
プロデュース

まちづくり
市民研究所

ボランティア
企画講座

まちなか
大学院

 

休館日

展示ギャラリー

8/5（火）、19（火）
8/8（金）～25（月）   　中学生平和作品展
8/26（火）～9/1（月）　長岡平和センター

8月の催しもの

　昔、嘉瀬誠次さんのお手伝いをしたとき、普通はクラフト紙を使って花火の玉をつくるけれども、和紙を

使った方がゆっくりと割れ、しっとりした花火になると聞いたことがあります。

　和紙は漂白剤を使わず、繊維がしっかりしているので、ゆっくりと割れるのです。また、このゆっくり、しっと

りが嘉瀬さんの花火たる所以です。

　この和紙とは、小国和紙のことですが、職人が減り、手に入りにくくなっているそうです。

まちなかキャンパス長岡は、来月で3周年を迎えます。記念すべき3周年祭には、作家の井沢元彦さん記念講演と、
ラクダ、温泉、お酒、海外、というバラエティに富んだカフェマーケット4本開催。学びの一日となりますね。
もちろん通常の講座も随時開催しています。どちらもお楽しみに。

小国和紙と長岡花火
羽賀学長の

まちキャン徒然日記

9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
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長岡のいきもの博士になろう！
③里山のいきものをさがしてみよう！

長岡花火まるかじり～花火を100倍楽しむために～
⑤花火打ち上げ場所を観よう

子ども理科実験教室
～「光万華鏡」と「空飛ぶ電気クラゲ」を作って遊ぼう～
ストレスと上手につきあう―心と身体をラク～にしよう―
①ストレスって何だろう？
えごってなあに？郷土食えご作りにチャレンジ
②えご名人の技を学ぶ♪
ストレスと上手につきあう―心と身体をラク～にしよう―
②ストレス社会をしなやかに生きる心理学

震災10年、長岡の復興と未来
①あの時を忘れない―全村避難した山古志村―

熱と空気のおもしろ実験
ちょっと不思議な現象の体験と簡単工作
子ども理科実験教室 ～「いろいろなスライム作り」と
「ろうけつ染め」に挑戦しよう。～

まちづくり市民研究所第1期研究報告会
研究テーマ「みんなで取り組む防災教育体制」

ファミリーフィッシング始めませんか？

話し合いをイキイキさせたいあなたに

頭と手を使って、目指せ貿易王！

まちキャンでキャンドルづくり体験をしよう！

食べ物サイエンス
～粉とレンジでおやつ作りに挑戦！～
ピアノ無料開放
４階交流広場のピアノを一般開放。当日受付。１人20分まで。
えごってなあに？郷土食えご作りにチャレンジ
③えご作りレシピ応用編！
ストレスと上手に付き合う―心と身体をラク～にしよう―
③呼吸を変えると生き方も変わる
震災10年、長岡の復興と未来
②長岡発！災害対応の心得
米百俵塾2014本編
③盟友、岸宇吉に迫る
米百俵塾2014本編
④現在（いま）に残る三島億二郎の足跡

NPO法人越の里山倶楽部 専務理事 河合佳代子
里山サポートスタッフ

長岡技術科学大学 名誉教授 藤井信行、植松敬三、塩見友雄
まちなかキャンパス長岡ボランティアスタッフ 川辺義之

長岡工業高等専門学校嘱託教授 丸山一典
長岡技術科学大学 名誉教授 藤井信行、植松敬三、塩見友雄
まちなかキャンパス長岡ボランティアスタッフ 川辺義之

新潟薬科大学
臨床准教授 南雲陽子

越後えご保存会

新潟青陵大学
教授 碓井真史

元山古志村
村長 長島忠美

釣船みつ丸 三間栄
釣船光洋丸 樋浦栄二

NPO法人市民協働ネットワーク長岡
理事 佐竹直子
長岡工業高等専門学校
教授 河田剛毅

長岡大学
准教授 中村大輔

手づくりガラスびいどろ

長岡工業高等専門学校
助教 奥村寿子

越後えご保存会
長岡看護福祉専門学校
看護学科 専任教員 傳谷典子
長岡市
原子力・防災統括監
長岡大学
教授 松本和明
長岡市立中央図書館
文書資料室 主査 田中洋史

花火の駅「長岡花火ワールド悠」
館長 長谷川健一会場：花火の駅「長岡花火ワールド悠」ほか

会場：長岡工業高等専門学校

会場：長岡工業高等専門学校

会場：長岡工業高等専門学校

会場：長岡市立中央図書館ほか

会場：国営越後丘陵公園 里山フィールドミュージアム

記念
イベント
2

記念
イベント
1

カフェマーケット

参加料 各500円（１ドリンク付）
会　場 まちなかキャンパス長岡

定　員

定　員会　場時　間

各20人（先着）

3周年記念特別講演

1 2

3 4

4F サイエンスカフェコーナー時間
会場 5F 501会議室

まちなかキャンパス長岡

沙漠と聞いて、何を想像しますか？見渡す限り砂の海、灼熱の
太陽、月とらくだ・・・どれも本当ですが、沙漠は他にもいろいろな
表情を持っています。
沙漠独特の美しい自然現象や、美味しいグルメ、ちょっと怖いオ
カルト話、不思議な都市伝説、らくだの意外な生態など、人に話
したくなるこぼれ話が満載です。実際に沙漠に行くのはちょっと
大変ですが、この講座を聞けば、行ったつもりになれますよ！

学長 羽賀友信

沙漠とらくだのミステリー
～いつか役立つ！？トリビアな話～

自分の好み、合わせる料理、どんなシーンで楽しみたいかを想像
して、お気に入りの一本を見つけてみませんか？お店で酒瓶とに
らめっこをしていても、素敵なお酒に出会うことはできません。お
気に入りに出会うためには、とにかく「試す」ことが大事。楽しみ
方にだって、タブーはありません。
新潟は田んぼと酒蔵と酒屋が近くにある、恵まれた場所です。こ
れを機会に日本酒デビューをしましょう！
　材料費 500円
※お酒の試飲があります。飲酒運転撲滅にご協力ください。

あなたのお気に入りの日本酒、
見つけませんか？

『新潟Ｂ級情報ファイル』

温泉につかり、一息つくだけで病気が遠のく気がしません
か？新潟は宿泊施設のある温泉地数が１５３あり、北海
道、長野に次ぐ全国３位の温泉大国です。県内数多くの
温泉を巡り、その情報を自身のブログに掲載しているゲス
トが、温泉の魅力やその楽しみ方について紹介します。

管理人

温泉で病気知らず！
予防の観点から見た温泉

新潟県立歴史博物館

激動する現代社会。中国でも若者の価値観が大きく変
化しています。「試し婚」「剰女」「ＡＡ制家庭」「ディンクス
族」「空の巣家庭」といった言葉が流行しており、なんだか
日本と似てきているようです。中国と日本の今と昔の結婚
観や家庭事情についてお話します。他国と比べてみると
自分の国のことが見えてきますよ。

研究員 陳玲さん
有限会社弥生商店

専務取締役 羽生雅克さん

意外と違う！？おとなり中国と日本の
古今結婚事情
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「戦国武将に学ぶチャンスの掴み方」
作家

申し込み

井沢元彦さん
（主な著書『逆説の日本史』、第２６回江戸川乱歩賞受賞、大正大学客員教授）

８月２５日（月）必着。
往復はがきの往信裏面
に住所、氏名、年齢、電
話番号を、返信表面に
住所、氏名を記入し、まち
なかキャンパス長岡へ。

申し込み
８月６日（水）８：３０申込開始。
電話・HPから（最終ページをご覧下さい）。

140名（抽選・無料）3F 301会議室14:00～15:30

戦国時代を生き抜いた織田信長、豊臣秀吉、徳川家康などと、彼ら
を取り巻く軍師たち、今年の大河ドラマ「軍師官兵衛」についても取り
上げて、その人生の成功と失敗の本質について語ります。

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

月号
発行：平成26年8月1日
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9月のまちなかカフェ 講座一覧

9月のまちなか大学院 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

長岡工業高等専門学校
教授 山田隆一 

地域の宝！長岡高専ロボコン部奮闘記
NHK高専ロボコンで優勝を勝ち取ることを目標に設立された長岡高専ロボティクス部。ロ
ボットの製作過程や大会の舞台裏を紹介します。実演や操作体験もあります。長岡高専に興
味のある学生や、保護者の皆さんも大歓迎！身近にある地域の宝を一緒に応援しませんか。

9/5（金）
19：00～20：30

写真提供：小千谷市立図書館

前長岡工業高等専門学校
教授　太田昌孝

西脇順三郎『旅人かへらず』と中越
小千谷市出身の詩人、西脇順三郎の作品は難解であると言われています。しかし読んでみる
と、中越地方の習俗や自然の情景が鮮やかに浮かんでくるのです。構想の一部を小千谷疎
開中に練ったとされる詩集『旅人かへらず』を中心に、西脇作品の評釈や詩の生まれ方につ
いて紹介します。

9/5（金）
14：00～15：30

コマーシャルカリグラファー
書道師範
下田彩水

書を観よう、楽しもう。
個展や市展、大河ドラマの題字などで書道作品を目にする機会はたくさんあるけれど、その
鑑賞の仕方がよく分からない。なんだかもったいない気がしませんか。書とデザインを融合し
た活動をしている書道の先生に、書の楽しみ方を伺います。

9/29（月）
19：00～20：30

六本木農園
農家仲人 栗原里奈
田麦山地域おこしの会

長岡郷土料理発見！川口の食を学んで、作って、味わおう！
長岡には多くの食材があり、地域ごとに食文化があります。なかでも川口のきのこ料理は絶
品です。自然の恵を活かした、まちなかでは見られない川口独特の食文化を学び、川口の人
と一緒に料理をしながら、交流を深めます。秋の味覚を楽しみましょう。

川口会 場 材料費

9/28（日）
10：00～12：30
（移動時間を含む）エプロン、タオル700円 持 物

4F 創作交流室

Catering & FoodDesign Lab 
DAIDOCO プランナー
foodrop 代表
山倉あゆみ

盛りつけ方でこんなに変わる！サラダデザインワークショップ
サラダの盛りつけ方を意識したことはありますか？ちょっとした盛りつけの法則を学べば、毎
日食べるサラダや購入する野菜の選択が「食べるを楽しむ」コンテンツに大変身します。ご自宅
に眠っている白い皿をお持ちいただき、地元野菜を使用したサラダを作ってみましょう。

白いお皿、エプロン、タオル

9/27（土）
10：00～11：30会 場 持 物 材料費 500円

9月のまちなか大学 講座一覧

まちづくり市民研究所第1期 最終報告会を開催！

4

5

3

実は○○ではなかった！？絵画資料で学ぶ日本史

"いいくに"ではない！？武士登場から鎌倉幕府成立まで
武士の登場から鎌倉幕府の成立に至る過程は、日本史上の古代から中世への移行期として多くの議論
の的でもあります。「武士とは何か」「平清盛をどうとらえるか」「鎌倉幕府はいつできたのか」など…これら
に関する研究の動向と教科書記述の変化を解説します。

こんなに変わった！江戸時代のイメージ
江戸時代のイメージと言えば、鎖国や極貧の農民、そして数々の名君・暴君でしょうか…。しかし、歴史学
の進歩はこのような一般的なイメージにも疑問を投げかけています。"今"の江戸時代のイメージを紹介
するとともに、それらがどのように教科書に反映されているのかを見ていきます。

「みんなで取り組む防災教育体制」をテーマに、昨年9月にスタートした第1期まちづくり市民研究所。ディレクター

の長岡造形大学澤田雅浩准教授のもと、15人の市民研究員が非常時の学校と地域の連携や防災グッズなど、防

災教育を進めるため、議論・研究を進めてきました。現在、最終報告会へ向け、大詰めを迎えています。

この1年間のさまざまな活動と研究の成果について、第1期まちづくり市民研究所の集大成の報告会を開催をしま

す。ぜひお越しください。

教科書によく出るアノ人の肖像画が実は別人のものだった…。歴史研究の進歩により多くのことが解明
されてきた絵画資料。「伝源頼朝像」「蒙古襲来絵詞」「騎馬武者像」などの絵画資料をめぐる研究動向
と教科書記述の状況を解説しながら、授業での利用方法なども紹介します。

新潟県教育庁文化行政課
主任（文化庁派遣研修生） 
菅卓

9/26（金）
19：00～20：30

10/3（金）
19：00～20：30

10/10（金）
19：00～20：30

新潟県立高田高等学校
教諭 菅一典　　

長岡工業高等専門学校
准教授 田中聡

1 1 9 2

1

2

歴史研究の進歩とともに、日本史の教科書も改訂が繰り返されてきました。自分が学生だった頃の
教科書と現在の教科書を比べると、その違いに驚かされることがあります。この講座では、現役の教
員が、歴史教科書の記述の変化とその背景をやさしく解説。そこから"今"の日本の歴史を学びます。

木簡が解き明かす！古代の歴史
「聖徳太子はいなかった」「大化の改新はなかった」など、これまでの常識を覆すセンセーショナルな話題
が飛び交う古代史。文献資料と並び、当時の様子を伝えてくれるものに"木簡"があります。「沼垂城」木
簡が発見された長岡から、古代史研究の今と教科書記述の状況をお話しします。

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 3F 301会議室

こんなに違う！歴史教科書を比較してみよう！
歴史教科書は、歴史研究の進歩だけではなく、時代の流れを反映した学習指導要領によっても変化しま
す。また、同時代の教科書であっても、執筆者によって記述の違いが見られます。それらを比較してみる
と、新たな教科書の面白さが見えてきます。実際に教科書を比較してみましょう。

ここが変わった！！日本史教科書

長岡工業高等専門学校
准教授 田中聡

9/12（金）
19：00～20：30

新発田中央高等学校
教諭 木村英祐　

9/19（金）
19：00～20：30

「詳説日本史Ｂ」 山川出版社 などの高等学校の日本史教科書、 「こんなに変わった歴史教科書」 山本博文 新潮文庫
「週刊 新発見！日本の歴史」 朝日新聞出版 

長岡野菜研究コース
「地元で考える長岡野菜　～未来へつなげたい地域の宝物～」

現在16品目を数える長岡野菜は、その品質の高さと味の良さで全国から注目を集めています。
そんな長岡野菜の魅力や抱えている課題を学び、マーケティングや新しい食べ方、PR方法など
の視点から長岡野菜がさらに市民の生活に浸透していくための提案を行います。

①まちなかキャンパス長岡のまちなか大学長岡野菜講座修了生
　（平成25年度「長岡野菜マイスター養成講座」、平成26年度「長岡野菜入門講座」）
②長岡野菜を普及させたい思いのある方で、長岡野菜の基礎知識をお持ちの方

受講資格 （下記のうちいずれか）

ねらい

講義日程 期間/平成26年9月6日（土）～平成26年12月6日（土）　全12回
内容/講義、調理実習、畑見学、個人研究

会場 まちなかキャンパス長岡ほか

10名定員

平成26年8月17日（日）必着で、まちなかキャンパス長岡に設置してある申込用紙
（ホームページからもダウンロード可）を事務局へ持参、または郵送で提出してください。
応募者多数の場合は、書類審査の上、8月25日（月）ころ結果を発送します。

受講申込

受講料 5,000円（調理実習材料費約1,000円と、11/1（土）昼食代別途）

申込開始

8/11（月）～
※電話・HPで 申込開始

8/11（月）～
※電話・HPで

申込締切

～8/17（日）
※持参・郵送で

会　場日　時 まちなかキャンパス長岡 4F 交流広場平成26年8月23日(土) 午後3時から

第2期まちづくり市民研究所 研究員募集中！

事前申込不要

詳しくは、まちキャン通信7月号、
ホームページをご覧ください。

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


