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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10

10月ですね。新米はもう食べましたか?国内の早いところでは、8月上旬にはもう新米が販売され食べることができる
そうです。県内では、コシヒカリはもちろんこと、新たなブランド米「新之助」も話題になっていますね。なんでコクと
甘みに満ちているおいしいお米なんだとか。あぁ、食べたい。食欲の秋ですねぇ。あれ?そういえばまちキャンでお米
の講座がありましたよね。受けてみようかなぁ...(笑)

お申し込み

注意事項

協賛企業

編集
後記

11月号に
つづく

8月18日、長島さんが鬼籍に入ってしまいました。高校からの仲で尊敬する友人でもありました。

中越大震災では全村避難という大決断を下し、村民の安全を最優先にした長島さん。「山古志に

帰ろう」をスローガンにみんなの気持ちをまとめ、3年後に帰村を果たした男です。ふるさとを愛

し、人を大切にする心やさしき人でした。8月15日の成人式のあいさつで、私をテーマに話をして

くれたのを覚えています。激動の人生を駆け抜けたなぁと、今さらながら思います。拝

長島忠美さんを偲ぶ羽賀学長の

まちキャン徒然日記

vol.74

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。

0258-39-3300Tel. http://www.machicam.jp

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）
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、
FMながおか、JA越後ながおか、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、ヨネックス株式会社、ワタナベグループ

◎無料保育サービス（6か月～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。
◎講座の申込をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。キャンセルの受付は、開催日前日の閉館まで（平日・土曜は22：00、日曜・
　祝日は18：00まで）とさせていただきます。 連絡をいただかなかった場合は、受講料を徴収させていただきます。
◎まちなかキャンパス長岡主催の講座は、いきいき県民カレッジに登録しています。

時間 内容 講師日程
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10:00～11:30
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10/5
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10/14

10/18
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10/22
10/23
10/25
10/26
10/28
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10/31

10月の催しもの

大人の知らない絵本の世界
①絵本を読まずに楽しもう!!

大人の知らない絵本の世界
②絵本を読んで感じてみよう!!
藩校教育が根付くまち
①学問の多様性、長岡藩の教育

ヒューマン・アニマル・ボンド ー人とペットの絆ー
④ペットの保護活動の座談会 !

ヒューマン・アニマル・ボンド ー人とペットの絆ー
⑤ペットの葬祭とペットロス

まちづくり市民研究所 第5期市民研究員募集説明会

新潟の新たな旨いもん、その名は新之助

ヒューマン・アニマル・ボンド ー人とペットの絆ー
②ペットの社会的参加と共生

ヒューマン・アニマル・ボンド ー人とペットの絆ー
③ペットの高齢化と医療の現状
シャンソンを歌って楽しむフランス語
①フランス語の音に楽しむ

シャンソンを歌って楽しむフランス語
②「オーシャンゼリゼ」を歌ってみよう1

シャンソンを歌って楽しむフランス語
③「オーシャンゼリゼ」を歌ってみよう2

十分杯陶芸教室
①十分杯とは…

コシヒカリはビッグダディ

どうした!? EU

カレーなる一族になろう!

ちょっとアブナイ、大人の科学実験! episode3

文具ソムリエが教える、2018年手帳の選び方

長岡技術科学大学
教授 南口誠

文具館タキザワ
取締役社長 滝沢重雄

ペット霊園ソウルメイト 僧侶
長福寺 住職 横田晴正

陶芸家 岡崎宗男
長岡大学權ゼミナール 大滝皓史 水落柊哉
新潟県動物愛護センター 副参事 大関桂子
おぢやアニマルサポート 代表 大渕真由美

長岡技術科学大学 教授 湯川高志
長岡造形大学 教授 土田知也

にいがた・盲導犬ハーネスの会
会長 赤塚セツ
新潟県農業総合研究所作物研究センター
センター長 有坂通展
新潟大学 名誉教授 小山洋司
(日本EU学会所属)

フランス語講師 駒形広美

フランス語講師 駒形広美

フランス語講師 駒形広美

絵本専門士 岩崎瞳

絵本専門士 岩崎瞳

新潟県農業総合研究所作物研究センター
育種科長 石崎和彦

河井継之助記念館
館長 稲川明雄

ステラ動物病院
院長 和田甲臣

長岡造形大学 教授 鈴木均治

（木）

（火）

（水）

（木）

（土）

（水）

（木）

（土）

（日）

（月）

（水）

（木）

（土）

（日）

（火）

まちなかカフェ まちなか大学

休 館 日 10/3（火）、17（火）

Topic
1 まちづくり市民研究所 第4期 成果報告会を開催!

申込受付中

10/24（火）まで
※電話・HPで

市民プロデュース講座 米百俵講座

成果報告会の様子。14名の発表に熱がこもります。 今回の研究成果を波多子ども未来部長へ提出。 市民研究員の皆さん、ディレクター、関係者の皆さん、
1年間ありがとうございました。

（休憩含む）

まちづくり市民研究所 第 5期がはじまります !

まちづくり市民研究所 第5期が平成30年1月にスタートします。今期のテーマは「AI、IoTでくらしをイノベーション!」
です。自身の生活や地域などで、AI、IoTをどう活かしていくか市民目線で考えます。

あなたのアイディアでくらしが変わる!

第5期のまちづくり市民研究所のテーマや概要、研究員の活動内容などを
説明します。まずは話を聞いてみましょう!

市民研究員募集説明会を開催します

市民の皆さんが、身近な地域課題の解決策を創出する
「まちづくり市民研究所」。その第4期の成果報告会を
9月10日（日）に開催しました。
第4期のテーマは「みんなで育てる・みんなが育つ ーソー
シャル子育て長岡版ー」です。長岡技術科学大学教授・上
村靖司さん、NPO法人市民協働ネットワーク長岡理事・佐
竹直子さんの両ディレクターの指導のもと、1年間調査・研
究を進め、その成果としての提案がまとまりました。報告会
では、14名の市民研究員が、さまざまな視点から長岡の子
育てについて提案。「母子健康手帳から親子手帳へ」「夫婦
の対話から生まれる家事・育児のシェア」「みんなで子育て
会議 ～子育てニーズの見える化を目指して～」「貯蓄から
ジュニアNISAへ」「“カル少”や“ポストスポ少”の提案」「子

ども・地域・世代をつなぐ『ながおかむすびネーター』の育
成」など…ここでは全て紹介できないことがとても残念で
す。これらの提案は、まちづくり市民研究所の研究成果とし
て市へ報告しました。 教育委員でもある羽賀学長から、「皆
さんの提案が、単なるシステムに終わらず文化になることが 
これからの課題だと思う。長岡はそういう文化を育んできた
まちだと自負している。それはオブザーバーの皆さんに来て
いただいた理由でもあると思う。また、これを一つの契機と
して、せっかく知り合った横の連携を今後も広げていってい
ただきたいと思う。」とお話がありました。
第4期の研究成果については、報告書を作成し、まちキャン
での閲覧やホームページなどで公開するとともに、報告書
概要版を市有施設や関連機関等への配布する予定です。

Topic
2

日 時 10月25日（水） 19：00～20：00

会 場 3F 302会議室

■第5期 概要

概ね10名（選考あり）定 　 　員

平日夜間を中心に月1～2回程度

研究テーマ AI、IoTでくらしをイノベーション!

長岡技術科学大学 教授 湯川高志
長岡造形大学 教授 土田知也

ディレクター

活動時間

研究期間

平成30年1月6日（土）～10月末

まちづくり
市民研究所
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11月の市民プロデュース講座
申込開始

10/10（火）～
※電話・HPで

Topic
5

Topic
3

「メディアキャンパス連携講座」のご案内

室内履き持　物

講　師 保育士　稲川光似／渡辺悠里 紙芝居塾　今井和江

受講料 1,500円（材料費を含む）

定　員 20名（先着） ※お子様と一緒にご参加いただけます。大人のみの参加も大歓迎です。

みんなでわらべうた

会　場 3F スタジオ1

森の中からおばけがニョロニョロ（じゃんけん遊び）
子どもとの遊びに悩んでいる親御さんへ、「あったか息育(※母から子へ息を吹きかけるように語り
かけること)のススメ・親子スキンシップのきっかけに」というスキンシップトークを行います。今回
は、じゃんけん遊びの歌や手遊び歌を紹介します。知っているじゃんけん歌があれば、ぜひ教えてく
ださい。最後にわらべうたと昔話についてお話しします。昔話を通して、わらべうたが歌われた場面
や背景を味わいましょう。

「スマホやゲームをちょっと置いて・動いて遊んで手をつなごう」というスキンシップトークを行います。子ども同
士、大人同士、触れ合って遊びましょう。毬つき歌、はないちもんめ、替え歌、からかい歌、数え歌といった、子
どもの遊びの世界で歌われた歌で遊びます。最後に昔話と伝承遊び歌についてお話しします。

「美しい日本語のシャワーを浴びて」というスキンシップトークを行います。本当は美しい日本語を、改め
て聞いてみましょう。今回は、言葉遊び歌、数え歌、子守歌、いたずら歌などで実際に遊んでみましょう。

11/11（土）

14：00～15：30

つるつるカギになれ（体を使って遊ぶ）
11/18（土）

14：00～15：30

さよなら三角また来て四角（言葉遊び歌・子守歌）
11/25（土）

14：00～15：30

1

2

3

全3回

話し合いの場づくり、アジェンダづくり
何ごとも準備が8割…話し合いをスムーズに進行するためにも、下準備が大切です。リラックスして活
発に発言してもらうための場の雰囲気やルールづくり、参加者への接し方、進行（アジェンダ）の組み
立て方…など、話し合いの場に挑むための準備や心構えを学びます。

NPO法人市民協働ネットワーク長岡
理事　佐竹直子
事務局　岩渕直子

11/27（月）
19：00～20：302

発散と収束
会議や話し合いの場では、より多くの意見を出してもらう「発散」と、その意見を設定したテーマや軸
に沿って集約・整理していく「収束」の2つを繰り返して、最終的な目標に向けて議論を進めていきま
す。この話し合いの構造を意識して、議論を進めてみましょう。

NPO法人市民協働ネットワーク長岡
理事　阿部巧
事務局　高橋秀一

12/4（月）
19：00～20：303

話し合いの"見える化"
ホワイトボードに発言や意見を記録して、模造紙に付せんを貼り、グルーピングしながら整理してい
く…これらは、議論を"見える化"させるファシリテーションのテクニックの一つです。"見える化"する
ことのメリットやまとめる手法を学び、実践してみましょう。

NPO法人市民協働ネットワーク長岡
理事　阿部巧
事務局　岩渕直子

12/11（月）
19：00～20：304

なっとく！"納得形成"
人が集まれば、個性や価値観、意見もさまざま。ファシリテーターとして、多くの意見をまとめ上げるに
はどうしたらよいのでしょうか。相手を尊重し、お互いが損をせず、多くの参加者が"納得"する結論を
引き出すための"納得"形成＝合意の考え方を学びます。

講師一同

12/18（月）
19：00～20：305

申込期限

10/23（月）必着
※ハガキ、HP、FAXで

下記連絡先へ4大学※(教育研究部会)では、デザイン、造形・藝術、健康、保健、医療、薬、福祉、食をテーマ
として、人々の生活をより実り豊かにすることに寄与するため、前年度に引き続き、生涯学習講
座「メディアキャンパス連携講座」を開講します。ぜひご参加ください! 
※長岡造形大学・新潟青陵大学・新潟薬科大学・新潟青陵短期大学

日 時 11月16日（木） 14:00～16：10（休憩を含む）

15:10～16：10

14:00～15：00

500円受講料定員 84名（先着）

会 場 3F 301会議室

健康な生活を送るために

４大学メディアキャンパス　

青木定夫
新潟薬科大学 薬学部
教授

お問い合わせ・申し込み先

〒950-0088 新潟市中央区万代3-1-1 新潟日報メディアシップ6階　
Tel.025-278-3875 Fax.025-278-7059  HP：http://www.n-seiryo.ac.jp/mcampus/（専用申込フォーム）

春口好介

新潟青陵大学短期大学部
人間総合学科
教授

第1部

認知症予防のために心がけたい生活習慣第2部

「企画申請書」を11月22日（水）［必着］までに持参・郵送・メールの

いずれかでご提出ください。

メールで提出した方は、3日以内に返信が届かない場合お電話ください。

企画申請書は、まちなかキャンパス長岡に設置しているほか、ホーム

ページからもダウンロードできます。ご応募お待ちしています！

まちなかキャンパス長岡では、市民の方から講座企画を募集しています。人に教えたい得意
分野をお持ちの方、講座を企画してみたい方、チャレンジお待ちしています。詳しくは、配布
中の募集要項、ＨＰをご覧ください。

「市民プロデュース講座」企画募集中！

企画の申請方法

まちキャンで
講座を開いて
みませんか？
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Topic
4 キャンパスリンク まちキャン大運動会!

新潟大学
助教  大橋慎太郎

11/28（火）
19：00～20：30

スパッと紹介、温泉農業
人の心と体を癒してくれる温泉。人にいいということは、きっと作物にとってもいいの
では？…と思ったら、ありました！温泉と農業のコラボレーションが。地元にある資源
を有効に使う、阿賀町のエコなアグリカルチャーの取り組みを紹介します。

長岡造形大学
准教授  津村泰範

11/19（日）
13：30～15：30
（移動時間含む）

ブラツムラ
あの人気番組『ブラタモリ』出演者に知り合いの多いマニアックなゲストと、与板地域
をまち歩きします。その地域ならではの地形や道、建造物のディテールなどの痕跡を
一つ一つ追いながら、知られざる地域の歴史や暮らしにぶらりと迫ります。

 与板地域会 場   歩きやすいもの   服 装

11月のまちなかカフェ 
申込開始

10/10（火）～
※電話・HPで

申込締切

10/6（金）まで
※電話・HPで

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

木火窯陶芸家 今千春

11/26（日）
14：00～15：30

うつわが私を呼んでいる。
日本の焼き物は、産地によって実にさまざま。益子焼、九谷焼、美濃焼、有田焼、沖縄の
やちむん…といった具合に、全国各地に産地があります。それぞれの焼き物の特徴や自
分だけの器を見つけるコツなど、「越後の信楽焼」をつくるゲストがその魅力を語ります。

  お気に入りの器（あれば）持 物

長岡市立科学博物館
館長  小熊博史
まちなかキャンパス長岡
学長  羽賀友信

11/17（金）
19：00～20：30

ディープな日本海学
私たちが四季にわたり衣食住を手に入れることができるのは、日本海の恩恵によるところが
大きいのだとか。意外なことに、他の海は浅いところにのみ資源があり、それより下は死の海
になっていることが多いのです。長岡の歴史も絡めて、日本海を深く掘り進めてみましょう。

長岡赤十字病院
救急看護認定看護師
大川玲子

11/16（木）
19：00～20：30

いざ出動！災害時医療チームってどんなお仕事？
災害が起きた際にすぐに医療環境を整えることが、災害時派遣医療チーム（DMAT）の主
なお仕事です。災害が起きたらひとまず集合！たとえ出動がなくても…。そんな過酷なお仕
事に従事している方に、日常業務や訓練の内容、印象的なエピソードなどをお聞きします。

  500円（1ドリンク付）受講料  各20名（先着）定 員

 4F 交流広場会 場

 4F 交流広場会 場

 4F 交流広場会 場

 4F 交流広場会 場

対  象 長岡市内の学校に通う大学生、専門学生および長岡高専生

会 場 長岡大学 体育館［長岡市御山町 80-8］

数々のイベントを実施してきたまちキャン学生交流イベント分科会。ついに、ついに！運動会を
開催します！フィジカルエリートたちが活躍する運動会はもう古い…。大切なのはチームワークだ！
長岡大学の体育館で、青春の汗を流しましょう! 勝者には豪華景品が!?なにがもらえるかは当日
のお楽しみ！このイベントに参加すれば、仲間がもっと増えるハズ。

持ち物 室内履き、飲み物、昼食（おかずの他に、おにぎり1つを必ずお持ちください）

当日は、市内の3大学1高専、長岡駅（東口付近）を巡回する送迎バスがあります。
ご利用を希望される方は、申込時にその旨をお伝えください。

競技種目 大縄跳び、障害物競争、大根抜き、玉入れ、ドッヂボール、二人三脚、 
フライングカーペット、棒引き、リレー

日  時 10月21日（土）10：00～15：00

無料参加料
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11月のまちなか大学
申込開始

10/10（火）～
※電話・HPで

抽選申込期間

10/10（火）～
11/8（水）

欧州連合（EU）は、世界の政治や経済に大きな影響を与えています。これまで順調に発展してきましたが、
2008年のリーマン・ショック以降、多くの問題が噴出しています。この講座では、欧州統合の歴史を振り返
り、ユーロ危機、難民問題、BREXITなどの諸題について、世界や日本に及ぼす影響を含めて考えます。

ねらい

　5回で3,000円　受講料定 員 　30名（先着）　

　田中素香『ユーロ危機とギリシャ反乱』岩波新書（2016年）
　庄司克宏『欧州の危機　Brexitショック』東洋経済新報社（2016年）

会 場 　3F 301会議室　

EUの危機と再生ーイギリスのEU離脱とその波紋ー 

欧州統合の歴史
第二次世界大戦後、ヨーロッパでは、二度と戦争を繰り返さないようにという願いから、石炭・鉄鋼の共同
管理から始まり、欧州経済共同体（EEC）、欧州共同体（EC）を経て、欧州連合（EU）へと発展してきま
した。現在、28か国が加盟し、人口は5億人を超えます。まずは、欧州統合の歴史を振り返ってみましょう。

新潟大学
名誉教授　小山洋司
（日本EU学会所属）

11/15（水）
19：00～20：301

EUの東方拡大
1989年から91年にかけて、東欧諸国やソ連では、経済体制の転換期を迎え、資本主義への道を歩む
ことになりました。東欧諸国とバルト三国は「ヨーロッパへの回帰」、すなわちEU加盟を目指し、21世
紀にEU加盟を実現しました。EU加盟のための努力と現状を紹介します。

新潟大学
名誉教授　小山洋司
（日本EU学会所属）

11/22（水）
19：00～20：302

ユーロ危機と金融
単一通貨「€」は、2002年1月に流通するようになりました。通貨統一により便利な面もある一方で、
それを支える制度的基盤（財政同盟）を欠いたままのスタートは、ギリシャ危機が起きると、容易に解
決できず、危機を深めました。このユーロ危機や金融的側面からEUを考えます。

ユーロ

新潟大学
名誉教授　小山洋司
（日本EU学会所属）

11/29（水）
19：00～20：303

EUを揺るがす難民問題
2015年、シリアをはじめアジア、アフリカから100万人を超す難民がヨーロッパに押し寄せました。
EU加盟国の立場はさまざまで、労働力不足を感じるドイツは受入れに寛大ですが、経済的に脆弱な
加盟国は反発しており、社会的、政治的な問題となっています。

新潟大学
名誉教授　小山洋司
（日本EU学会所属）

12/6（水）
19：00～20：304

ブレグジット

BREXITーイギリスのEU離脱、その理由とインパクトー

2016年、あるニュースが世界を駆け巡ります。BREXIT（Britain Exit／英国の退出）…国民投票によ
り、イギリスがEUから離脱することが決定しました。イギリスはなぜEU離脱を決めたのでしょうか。
その理由や経過、そして世界や日本に与える影響を考えます。

新潟大学
名誉教授　小山洋司
（日本EU学会所属）

12/13（水）
19：00～20：305

ファシリテーションは、会議や話し合いの場はもちろん、人材育成や教育現場でも必要とされ
ているスキルです。この講座は、そのファシリテーションの基礎知識や話し合いを進める上で、
必要なスキルを学ぶ入門編です。まずは理解を深め、少し実践してみましょう。　

ねらい

　5回で3,000円　受講料定 員 　30名（抽選）　 会 場 　3F 301会議室　

ファシリテーション入門講座ーハナシにハナを咲かせましょうー 

※この講座は抽選です。抽選申込期間後、定員に達していない場合は、再度募集します。
※初めて同講座を受講される方を優先します。

ファシリテーションを知る
ファシリテーションとは、会議や話し合いの場で、一人ひとりの発言を促し、活発な話し合いに導きな
がら、話の流れを整理し、議論をまとめるスキルのことをいいます。まずは基礎知識や必要とされるス
キルなどの概要を学び、ファシリテーションへの理解を深めましょう。

NPO法人市民協働ネットワーク長岡
理事　佐竹直子
事務局　高橋秀一

11/20（月）
19：00～20：301

全5回

全5回


