市ホームページ：https://www.city.nagaoka.niigata.jp/

なかのん

大手通坂之上町地区再開発事業

（仮称）

日米開戦を回避するため、

平和外交に力を注いだ人。

長岡藩士であった祖父と毎

年、東京から帰郷。親戚や近

所 の 友 人 と 交 遊 し、
「郷里は

抜群の英語力で外交官とし

長岡」の心が育まれました。

て欧米に赴任し、世界恐慌で

揺れる昭和５年にはロンドン

海軍軍縮会議に出席。会議に

は、長岡中学校（現・長岡高

等学校）野球部のコーチを一

緒にしていた山本五十六も参

加していました。

49

満州事変後、世界から孤立

の道を歩む日本。 歳の若さ

で特命全権アメリカ大使にな

った齋藤は、戦争を避けるべ

く、山本と共に世界平和を説

国際
国際
人材
人材

公益財団法人

長岡市国際交流協会
理事長

原

和彦

さん

外国人市民が活躍するための生活支援
や国際理解の拠点「地球広場」を令和７年度に移
転。留学生や海外との交流を通じ、次代を担う若
者が多様な文化や価値観に触れる機会を提供し、
▲多様な文化に触れられる国
世界的な視野を持つ人材の育成を目指します。
際交流センター「地球広場」

39

市政だより

かつて先人は未来を見据え︑長岡のまちの礎

多文化共生の拠点に

を築きました︒そして今も同じ志を持って活躍

国際人材が育つ

する人がいます︒次代を担う若者たちにその想

平成20年に理事長に就任。青
少年を中心とした海外の姉妹
都市との交流に取り組む。ス
ーパーマーケットの原信など
を経営するアクシアル リテイ
リング㈱代表取締役社長。

い を 伝 え︑ 未 来 へ と つ な ぐ﹁ 米 百 俵 プ レ イ ス

れ︑視野が広がります︒多角

その七
その七
︵仮称︶
﹂への期待の声と魅力を紹介します︒

長岡は︑青少年の国際交流

的に物事を捉え︑発想力を育

30

連載

問中心市街地整備室Ｔ ･ ２８０７

が盛んで︑これまで約 年に

むことが︑これからの時代を

広場のほか︑産業支援機関や

わたって２︑０００人以上が

行きました︒日本と違う文化

４大学１高専の拠点も入りま

切り開く力になります︒

や自然︑全てが刺激的で今も

す︒それらの機能をつなぐこ

海外を訪問しています︒

胸に刻まれています︒世界の

とによって︑さらなる可能性

18

米百俵プレイスには︑地球

多様な価値観に触れることの

を生み︑世界で活躍できる人

私は︑ 歳で初めて海外に

大切さを実感したんです︒

が育つ環境になります︒

こんなトコ

長岡の学生には︑若いうち

人材育成には多くの時間が

米プレ

からさまざまな国の文化に触

かかります︒
﹁ 米百俵の精神 ﹂

2021.２

れてほしいです︒違いや共通

市政だより

●外山脩造賞授賞式
市の産業発展に貢献した企業を表彰します。
受賞者…ワタナベグループ
●小学生ロボコン上位入賞者の実演発表
●ものづくり体験教室ダイジェスト
１月に開催した小学生向けの「ラジオ工作教
室」
「ロボコン工作入門教室」の様子を配信します。
●市内約70社のものづくり企業のＰＲ動画
視聴後にアンケートに答えると、抽選ですてき
な景品が当たります。
日２月13日㈯午前10時～午後４時
※専用ホームページで３月31日㈬まで
視聴可能
▶こちらから

のように︑先を見据えたビジ

みんなのひろば

自律式ロボットが対戦する
「ロボカップサッカー」と
ロボットを遠隔操作して戦
う「ロボマスター」の試合
を実況生中継します。

募集

長岡の産業をＰＲし、魅力を伝えるものづくり
フェアをオンラインで開催します。ケーブルテレ
ビＮＣＴでも同時放送します。
●ロボット競技のエキシビジョンマッチ

点に気付き︑その理由を追究

人先着

手続き・制度

問工業振興課大手Ｔ39・2222

ョンを持って臨んでいきます︒

定

※記事は１月25日㈪時点の情報です

博

持ち前の社交性で世界中
に人脈を広げ、
「アメリ
カ人よりアメリカを知る」
と言われた外交官。

広い視野がこれからの時代の力に
することで︑国際感覚が養わ

００円

場養楽館裏

❷雪板体験会

３時

くらし

日３月７日㈰午前９時〜午後

※道具のレンタルは有料

足を固定せずに長靴で手
軽にでき、スノーボード
とは一味違った滑りを楽
しめます。

健康

50

●感染防止のため、催しを中止
または延期、内容の変更、施
設を休館する場合があります

きました。

まちなかキャンパス長岡大手
Ｔ ・３３００

20

やがて心労と病で倒れ、ワ

市セ＝市民センター
さい＝さいわいプラザ

●開催に当たっては、新型コロ
ナウイルスの感染防止対策を
行います

ひ ろ し

明治19
（1886）
年～昭和14
（1939）
年

「お知らせ」掲載記事の
新型コロナウイルス対応

39

と う

齋 藤
シントンで病死。遺骨は旧友

アオ＝アオーレ長岡
大手＝大手通庁舎

長岡が誇る
“技術”が集結！

15

さ い

・電話、ファクス、Ｅメールの記載がある場合は、その方法で
申し込み可
・Ｈは、市ホームページの「イベントカレンダー」
「募集情報」
で申し込み可



10

“郷里は長岡”の駐米大使

◆申し込み方法

●まちなかカフェ
「寝耳に水の耳の話」

95

注）対どなたでも、定特になし、￥無料、申不要
（直接会場へ）
の場合は、記載なし

◆庁舎の表記

日３月３日㈬午後７時〜８時
分 講長岡技術科学大学准
教授・杉田泰則さん 定 人
先着 ￥５００円 申２月
日㈬から︵Ｈ可︶ 保育＝２
月 日㈰まで

おぐに森林公園
Ｔ ・３１６１

わら

30



❶藁づと納豆づくり

スポーツ

日３月７日㈰午前９時 分〜
午後０時 分 場みんなの体
験 館 定 人 先着 ￥ ２︑５

催し

10 30

30

21

日＝日時・期日
時＝時間
場＝場所・会場
内＝内容
講＝講師
対＝対象・資格
定＝定員・募集人数
￥＝料金・参加料
持＝持ち物
申＝申し込み
問＝問い合わせ
先着…先着順
抽選…申し込み多数の場合は抽選

の山本が横浜港で出迎えました。

ビタミンＣなどの
栄養がたっぷりの
れんこんを食べ
て、免疫力アップ
を目指すのん♪

日米の平和を説いた
外交官

◆略字の見方

米百俵プレイスから
始まる新たな未来

毎号、記事にまつわる話を
長岡ゆかりのキャラクターや
動物が紹介します。
今回は、中之島地域のマスコ
ットキャラクター「なかのん」
。地域
の花として親しまれ
ている蓮の花を頭に
載せた「れんこん」
の妖精です。

現代版
文庫
国漢学校 互尊

2021.２
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