12月の催しもの
日程

まちなかカフェ

まちなか大学

市民プロデュース
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時間

内容

12/ 4（金） 19:00〜20:30
12/ 6（日） 14:00〜15:30
12/ 7（月） 13:30〜15:00
19:00〜20:30

12/11（金） 19:00〜20:30
12/13（日） 14:00〜15:30
12/17（木） 19:00〜20:30
12/19（土） 9:00〜12:15

歴史のなかの
「地上の星」―戦国・上杉家編―
⑤追跡！河村彦左衛門尉 ―上杉領で検地を行った男―
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現代史愛好家

小野塚喜平次の政治学

青柳

安くて良い商品が買えるワケ
その仕事、
そのやり方で大丈夫!?

講師
長岡工業高等専門学校
教授 田中 聡

〜知ってトクする競争と独占禁止法〜

孝

公正取引委員会事務総局
官房総務課企画官 奥村

豪

公正取引委員会事務総局
官房総務課企画官 奥村

豪

大相撲いろはの
「い」

新潟産業大学
教授 片岡直樹

ちょっとアブナイ、大人の科学実験！

長岡技術科学大学
准教授 南口 誠

「ぼうさい家族会議」
をひらこう
防災コース ―避難行動要支援を考える―
③④安否確認について考える

東北大学災害科学国際研究所
助教 佐藤翔輔

（公社）中越防災安全推進機構

Topic
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祝！ 11月14日栃尾分校開校
開校式・記念講演会の会場となったのは、栃尾産業交流センターおりなす。開場とともに受付には長蛇の

12/1（火）、15（火）、29（火）〜1/3（日）

休館日

12月号

まちなか大学院

企業・団体プロデュース

列が。なんと250名もの方から参加いただき、ホールは受講者で埋め尽くされました。

まちキャン通信・学生号ができました。
まちキャンの運営に携わっている学生のみなさん
が、まちキャン通信を作ってくれました！ 実際に
駅からまちキャンへの道を歩いた様子や、学生目
線から見た施設の使い方など、まちキャンの入門
編のような内容になっています。デザインは長岡
敏腕デザイナーの作業風景。

造形大学の学生によるもので、原稿はみんなで

始めに、大﨑勉栃尾分校長、羽賀友信まちなかキャンパス長岡学長があいさつ。つづいて武士俣利一栃尾

書きました。見かけたらチラ見してくださいね！

支所長から祝辞をいただいたあと、記念講演会が開催されました。
記念講演会の講師は、長岡大学教授・附属図書館長の松本和明さん。栃尾ゆかりの偉人、外山脩造の活
動や関係人物についてお話しいただきました。
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羽 賀学長の

まちキャン徒 然日 記

12月14日が来ると思い出す
紀里谷監督が四十七士のハリウッド版映画を作りましたが、12月14日が近付くと思い出すことがあります。
私の先祖は京都で儒学の塾をやっており、3000人のお弟子さんがいたそうです。長岡に招へいされて崇徳
館で教えていました。先祖に関する本を読んでいたとき、教え子の一人に赤穂の大石内蔵助とあり、討ち入
りの思想が先祖の影響だと考えると、四十七士の物語が非常に身近に感じられるようになりました。

お 申し 込 み

注意事項

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。

大﨑勉栃尾分校長

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。

まちキャンはたくさんの講座を行っています。ただ、私ども栃尾 地 域の

◎キャンセルされる場合は、
必ずご連絡ください。
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。

住民は、まちキャンのある長岡駅前まで行くことは難しいのが 現 状で

◎
（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。
協賛企業

あいさつ

す。そのような状況の中で、今回栃尾分校を開校する運びとなりました。

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）

栃尾分校には15名の実行委員会メンバーがおり、その他にも地元企業

アクシアル リテイリング株式会社、
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、
株式会社第四銀行、
長岡グランドホテル、
中川酒造株式会社、
北越紀州製紙株式会社、
株式会社北越銀行

にご協力いただいています。みなさんも受講者として参加する形で支援

2 015 年も残すところ1か月となりました。今 年も多くの 皆さんから、講 座を受講いただいたり、施 設 利 用し
ていただきました。ありがとうございました。来年もまちキャンがたくさんの人でにぎわうよう、事 務局員一
同まい進して参ります。

1月号に
つづく

をお願いします。一緒に栃尾分校を素晴らしいものにしていきましょう。
今後の活動については、
とちお支所からのお知らせ、
チラシなどで、栃尾地域を
中心に広報を展開していきます。栃尾地域の方はぜひ足を運んでみてください。
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申込開始

終了した講座をチラ見せ！
今年も残すところ１か月となりました。
３月末まで講座は開催しますが、
ここで一区切りとして今年の実施済み
講座の中からいくつか紹介します！

1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

ヒトがより高いパフォーマンスを発揮するために、生 理学、力学の両 面から評 価するス
ポーツ工学。アスリートだけでなく、誰もが使う靴や服などにも活かされているので、皆さ
んの身の回りも、いつのまにか最先端技術だらけかも。今回はスキーで速く滑るために
必要な条件などについてお話しします。

来年の大河ドラマに向けて、ドラマ誘致の立役者からいろいろお話を
伺おう…という講座。NHKから16 6,6 6 6人の署名を集めてほしいと
言われ、結局893,069人分を集めたんだとか。長岡市の人口は約28万

長岡の百年企業を訪ねて

人なので…およそ3倍ですよ!? そんな豪傑が語るお話は、
ために

新潟県には創業100年を超える「百年企業」が約1,000社あり、さらに長岡市は県内では
一番多いのだとか。長岡に古くから根付く企業を紹介し、取材を通じて感じた百年企業の
イメージや、印象的なエピソードをお話しします。

なるものばかり。例えば、眞田幸村の父昌幸は、戦の前に囲碁を
打ち、
気持ちを落ち着かせていたんですって。

※電話・HPで

場 まちなかキャンパス長岡 4F 交流広場

実践！ スポーツ工学 ー好学して、工学を、向学しよう！ー

NHK大河ドラマ『真田丸』を100倍楽しむ方法

12/10（木）〜

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

H28.1/12（火）
19：00〜20：30
長岡技術科学大学
教授 塩野谷明

（金）
H28.1/22
19：00〜20：30
新潟日報長岡支社
報道部長 諏訪敬明

大河ドラマで囲碁を打つシーンがあったら…ニヤリとしますね♪

ファシリテーション入門講座 ー話し合いの舵を取れ！ー

申込

話し合いのかじ取り役＝ファシリテーターに必要な知識や技術を学ぶ
話し合いのまとめ方などを、グループワークで実践しながら学びました。

実 践で磨く ファシリテーション

られました。
ファシリテーションの技術が向上したおかげか、最終回には

ファシリテーションとは、職場の会議や町内会などの話し合いの場で、一人ひとりの意見をうながし、活発な話
し合いに導きながら、意見の整理・集約するスキルです。会議や話し合いのみならず、教育現場や企業の人材
育成の場面など、多方面からも注目されています。
このコースは、講義ではありません。まちなか大学等で学んだことを「実践」する中でスキルを磨いていきます。

受講生同士すっかり仲良しに。いつものまちなか大学とはちょっと違っ
「実践」と
「振り返り」で
スキルアップ！

親子で育てよう！からだの根っこづくり
思いっきりジャンプしたり、
ごろごろ転がったりイスの下をくぐったり・・・親子
でできる遊びで、子どもの体幹を鍛える方法を学びました。講師の内山さ
んは元幼稚園の先生。子どもたちとの関わり方は、
さすがプロといったとこ

申込書提出

まちづくり研究科 ファシリテーションコース

実践は会議形式だけでなくゲーム形式でも行い、
白熱した対決が繰り広げ

て、
終始にぎやかな講座でした。

〜12/25（金）

1月からのまちなか大学院

連続講座。話し合いの場づくりから、アジェンダ（進行予定）の作り方、

10名（抽選）

時 平成28年1月14日
（木）19:00〜 （全7回）

定

会

場 まちなかキャンパス長岡 5F 501会議室

※詳しい内容や申し込み方法はHPでご確認ください。

員

詳しい内容や
申込方法は、
まちキャンHPで
ご確認ください。

ろ。内山さんと子どもたちとすぐに仲良くなって、笑いが絶えませんでした。

講師 内山麗子さん

参加者から、
「もっと早く知りたかった！」
という声をたくさんいただき嬉しく思い
ました。子どもたちがどんどん意欲的に挑戦していく姿を見て、私自身も楽しく
行うことができました。
これからもぜひご家庭で楽しんでくださいね！

知って楽しい長岡
知っているようで知らない長岡、一人では行けない・聞けない長岡を知り
たいという思いで企画しました。
アオーレ長岡や金峯神社などを巡ったり、
巾着ナスを試食をしたり、楽しい講座になりました。今後は、合 併後の
周辺地域を知る企画を考えています。
ご期待ください。

企画者からの
ひとこと

聞いて体験する。
これを講座の主眼としました。長岡ならではの歴史と伝統を知り、誇りを持つ
こと、
そして今を考えることができたら良いなと思います。戦災の跡も残る水道公園でタンクの
上に登ったり、雨の中、平和の森公園で長岡の平和に対する思いを聞いたりしました。楽しく
意義ある講座だったと思います。

まちづくり市民研究所の
活動をちょっと紹介！

講師からのひとこと

受 講 料 5,000円

日

まちづくり市民研究所第3期、活動中！
秋も深まりをみせる10月下旬。食と深〜く関わる「農」の先進地・新
潟市南区のアグリパークと西蒲区の有限会 社フジタファームへ見
学に行きました。
アグリパークは、地 域の農業 振 興を目的に農業体 験から6次 産業
化の 研 修や支 援まで、農業を知って体 験できる総合施 設。フジタ
ファームは、飼 料用稲の栽 培や牛の排泄 物の堆 肥化など、農業と
酪農の 循環を軸に、ジェラート販 売等の 6 次 産業化に取り組んで
います。そんな長岡にはない施設、循環の取り組みを肌で感じてき
ました。
視察 後のレポートでは、感 想や課 題・問題 提 起、そしてナンと提案
まで…研究員の皆さんの意欲がうかがえます！
これらの見たことや学んだことをこれからの活動・提案に役立てて
いきます。

