12月の催しもの
日程

まちなかカフェ

時間

まちなか大学

内容

講師

働き続けるためのキャリア講座
①よりよい関係をつくるコミュニケーション術
ファシリテ―ション入門講座 ーハナシにハナを咲かせましょうー
③発散と収束
EUの危機と再生 ーイギリスのEU離脱とその波紋ー
④EUを揺るがす難民問題

ジョブカフェながおか
キャリアコンサルタント

12/9 （土） 14:00〜15:00

ネットが遅いのは誰のせい? ーインターネットの地図を描こうー

長岡技術科学大学 大学院工学研究科
助教 渡部康平

12/10（日） 10:00〜11:30
12/11（月） 19:00〜20:30

働き続けるためのキャリア講座
②いきいき動くための、
ストレスマネジメント
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
④話し合いの 見える化

NPO法人市民協働ネットワーク長岡
事務局 岩渕直子
理事 阿部巧

12/12（火） 19:00〜20:30

ラクラク落語 ーマクラからサゲまでー

長岡大学 教授

12/13（水） 19:00〜20:30

EUの危機と再生 ーイギリスのEU離脱とその波紋ー
⑤BREXIT ーイギリスのEU離脱、
その理由とインパクトー
働き続けるためのキャリア講座
③キャリアビジョンを描く

新潟大学
名誉教授

12/3 （日） 10:00〜11:30
12/4 （月） 19:00〜20:30
12/6 （水） 19:00〜20:30

12/17（日） 10:00〜11:30
14:00〜15:30

休 館 日
P Rコーナー

新潟大学
名誉教授

産業カウンセラー

今泉昇

松本和明

小山洋司 （日本EU学会所属）
山宮佐和子

長岡造形大学 教授

粕谷浩子
平山育男

講師一同

（@machicam̲n）

1

過去の講座をチラみせ！
毎月さまざまな分野の講座を開催しています! 今回は、9月と10月に開催した講座をご紹介します。季節は変わって
しまいましたが、読書、食欲などをテーマにした講座で、秋を思い出してみてはいかがでしょうか。

「新潟Komachiが出来るまで。」
新 潟 Ko m a c hiの 編 集長が 、取 材の様 子から編 集の裏 話ま
でお 話ししました 。受 講 者 の 皆さんがゲストに質 問する姿
いろいろな質問が飛び 交いました。ページをめくる楽しさや、

11/1（水）〜12/28（木）長岡造形大学展示
まちキャンTwitter

Topic

は、まるで取材をしている記者のよう。実際の雑誌を片手に、

12/5（火）、19（火）、29（金）〜1/3（水）

Twitter/Facebook

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

小山洋司 （日本EU学会所属）

お雑煮研究所 所長

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
⑤なっとく ! 納得形成

小黒祐子

NPO法人市民協働ネットワーク長岡
事務局 高橋秀一
理事 阿部巧

子育てコーチ

雑煮の中に何入れる?

12/18（月） 19:00〜20:30

12月号

企業・団体プロデュース
寄附講座

市民プロデュース講座

好きな誌面を読み返す嬉しさを感じられる雑誌が、これから
も愛され続けてほしいですね。
まちキャンFacebook
（www.facebook.com/machicam.n）

「文具ソムリエが教える、2018年手帳の選び方」
タイトルどおり文具に精通するゲストをお招きして、2018年
の手帳やトレンドとなっている手帳をご紹介いただきました。
自称文具通の方も多く、要求されるレベルは高かったのです
が、何のその。文具ソムリエの知識に関心させられるばかりで

羽 賀学長の

vol.76

まちキャン徒 然日 記

した。また、一緒に使いたくなるペンなどのお話もあり、受講者

横綱の品格

は興味 深そうに聞いていました。来年度の手帳選びがますま

「武術」は戦国時 代の人を殺めることに特 化した技術です。その後、平和な時 代が来て武術が 不 要

す楽しみになる、そんなカフェでした。

となり、その技 術を通して自己を研さんする「武 道」に変化しました。今回、相撲の暴 行問題が生じ
ましたが、私の大好きな横 綱が 問題を起こしました。技 術に関しては頂 点を極めましたが、武 道に
関しては飲酒という弱点がありました。今後は横 綱の品 格として飲酒 後の人格も対象とする必 要
があると思います。

お 申し 込 み

注意事項

「ヒューマン・アニマル・ボンド ―人とペットの絆―」
最近ペットを飼う人が増えてきています。一方で飼育放棄があ
るのも実情なのだそう。ペットが悲しい目にあわないためにも、
ペットへの理解を深めるためにも、正しい知識が必要ですね。

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。

この講座では、日本と西洋のペット文化の比較から、医療や動

Tel. 0258-39-3300 ht t p : / / w w w . m a c h i c a m . j p

物保護、葬祭など、多岐に渡るペットを取り巻く現状について

◎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。

学びました。時に痛々しい内容、現実もありましたが、講師の皆

◎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・

さんのペットへの愛があふれるお話に、心がほっこりしました。

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。
協賛企業

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

「大人の知らない絵本の世界」
絵本専門士の講師が、
大人ならではの絵本の楽しみ方を紹介し
ました。
皆さんもよく知っている昔話
「ももたろう」
では、
流れてくる
ももは1つですよね? ある作家さんの絵本では、
なんと数えきれな

編集
後記
4

12月ですね。
「 12」と言えば、時間は十二進 法、12か月で1年、干支は12年で一回り、星 座も12、キリストの弟子も
12使徒、オリンポスの神様も12柱、冠位も十二階、平安貴族の女性は十二単、1オクターブは12音など...12づくしに
は十分過ぎる=十二分ですね。それではよいお年を。

1月号に
つづく

いくらいのももが流れてきます! こんな風に絵本を比べることも
楽しみ方の一つだそうです。
大人だからといって恥ずかしがらず、
一度本屋さんや図書館で、
手に取ってみてはいかがでしょうか。

1

1月のまちなかカフェ
定員

各20名（先着）

会場

申込受付

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

12/11（月）〜

4F 交流広場

2

過去の講座一覧を紹介!

※電話・HPで

サンキュー

美松39まつりの秘密

H30.1/17（水）

19：00〜20：30

毎回、大行列ができる美松の39まつり。両手いっぱいにシュークリームの箱を抱える姿に、
「ああ、美松の季節だな」と感じる人も多いはず。それにしても、なぜそんなに安く提供でき
るの？赤字にはなっていないの？と疑問に感じたことはありませんか？その謎に迫りますよ。
受講 料

Topic

株式会社美松
代表取締役社長

500円（1ドリンク付）

実は私のイラストも

まちキャンでは、毎年４月に１年間の講座

毎年変わっているん

の内容をお知らせする講座一覧を発行し

ですよ。

ています。ここでは、今まで 発 行した6 冊
の講 座 一覧を紹 介します。来年度はどん
なデザインになるでしょう？お楽しみに。

松井秀明

初代羽賀学長

20 0円カレーから見る経営論

H30.1/30（火）

▼H25年度

を紹介

子 化！

菅野優希

の特徴

受講 料 700円

初の冊

株式会社原価率研究所
代表取締役

羽賀学長

各地域

19：00〜20：30

200円カレーを展開する原価率研究所。その創業経緯、発想のきっかけから考えるビジネス
チャンスや起業のヒント。人のため、地域のためとはどういうことなのか。株式会社原価率研
究所の社長が考える、机上の空論ではない実践のための経営論をお話しします。

▼H24年度

！

申込受付

1月のまちなか大学院

H30.1/11（金）
（木）必着
〜
11/10

2代羽賀学長

※申込用紙を提出
※電話・HPで
ください。

ファシリテーションコース

平成26年度「ファシリテーション入門講座ー話し合いがイキイキするためにー」修了生

▼H27年度

平成29年度「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」修了生
まちなか大学院ファシリテーションコース修了生（修了年度は問いません）
その他、ファシリテーションに興味のある方

日時

10名（申込多数の場合は抽選）

H30年

受講 料 10回で5,000円

会場

ス！

定員

5F 501会議室

1/25（木） 2/3（土） 2/10（土） 2/15（木） 2/24（土） 3/3（土）

13：30〜15：00

2

4

7

9

15：15〜16：45

3

5

8

10

19：00〜21：00

！

キ ャン バ

場数を踏んで
スキルアップ！
詳しくはホーム
ページで

みてね

平成27年度「ファシリテーション入門講座ー話し合いの舵を取れ！ー」修了生

探して

対象

▼H26年度

キ ャラ
を

ファシリテーションは、職場の会議や町内会の話し合いの場で役立つことはもちろん、近年は、企業の人材育成や
教育現場などでも注目、活用されているスキルです。このコースは、基礎的な講座を修了した方のためのステップ
アップ課程です。さらに実践的なカリキュラムを通じて、スキルを磨いていきます。

キ ャン パ
スの

ねらい

3代羽賀学長

1

4代羽賀学長

5代羽賀学長

6
▼H29年度

▼H28年度

テーマ
は宇

年 目の

6

船 出！

宙！

6代羽賀学長

2

7代羽賀学長

3

