協賛事業（企業・市民団体等） 

実行委員会実施事業

■

民間企業や市民団体のみなさんが、
「長岡開府400年記念協賛事業」の名義およびロゴマークなどを使用し、
長岡開府400年を一緒に盛り上げました。

商品

越後長岡ＲＯＯＴＳ４００

長岡開府400年記念酒「雪雫華（ゆきしずか）」
創業470年を迎える吉乃川が当時のお酒を思い描きながら、自然界から分
離した雪椿酵母を使用し、旨みと酸味を併せ持つ記念酒を造り販売しました。
団体名／吉乃川株式会社

販売場所／長岡市内及び隣接地区

市民企画実施事業

長岡殿様カレンダープロジェクト
長岡藩牧野家（初代～17代）を掲載したカレンダーの制作と領布を行いま
した。また、開府300年で整備された悠久山公園を紹介する講演会なども開
催しました。
販売場所／長岡市内及び一部市外

協賛事業
（ 企 業・市 民 団 体 等 ）

団体名／長岡殿様プロジェクト

長岡市内学校給食用のり個包装パッケージ
のり個包装パッケージに「長岡開府400年」のロゴマークをプリントし、市
内の学校給食に提供しました。
団体名／地方卸売市場株式会社長岡中央魚市場

販売場所／長岡市内小中学校

協賛事業
（ 市・関 係 団 体 等 ）

2018小国和紙カレンダー
記念の年を盛り上げるため、長岡藩に大切に語り継がれた「忠犬しろ」の話
が開府400年の年の2018年のカレンダーの題材に作成、販売しました。

長岡新聞

新しい米百俵事業

団体名／有限会社小国和紙生産組合

販売場所／長岡市内及び隣接地区

新年特集号「伝統芸能を受け継ぐ」

長岡新聞の新年特集号（平成30年1月2日発行）で、市内で伝統芸能を受け
継いでいる市民や開府400年事業を取り上げました。
トピックス

団体名／株式会社長岡新聞社

販売場所／長岡地域のコンビニ等

長岡開府400年記念事業の軌跡
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越後長岡藩グッズ
長岡藩主牧野家17代牧野忠昌さん揮毫による「常在戦場」や、長岡藩牧野
家の象徴となる「五間梯子」、
「三つ柏の御家紋」をデザインしたグッズに託し
販売しました。
団体名／株式会社中越

販売場所／長岡市内イベント会場 など

長岡開府400年記念卓上カレンダー
長岡城のシンボル「御三階」を中心に、長岡の観光資源である花火、錦鯉、
火焔土器や水道タンクなどをモチーフにした立体感のある2018卓上カレン
ダーを作成、販売しました。
団体名／株式会社第一印刷所中越支店

販売場所／長岡市内

MADE IN NAGAOKA「NAGAOKA INNOVATION CALENDAR 2018」
長岡開府400年および明治150年にあたり、記憶遺産を振り返ることがで
き、長岡の「近代産業」の誕生や地域活性化に取り組んだ人物を紹介するカレ
ンダーを作成し販売しました。
団体名／一般社団法人地域ルネッサンス創造機構、シンクタンク・ザ・リバーバンク
販売場所／長岡市内及び一部市外

摂田屋ものがたり（砂漠の町とサフラン酒）絵本作成
歴史ある摂田屋のサフラン酒を題材とした小川未明原作の物語を中心に摂
田屋にまつわる物語の絵本を製作し販売しました。
団体名／株式会社とっと、ＮＰＯ摂田屋町おこしの会

長岡開府400年記念

販売場所／長岡市内及び一部市外

限定ラベル「牧野家」

長岡開府400年を記念して、長岡藩主牧野家17代牧野忠昌さんの自筆をデ
ザインしたラベルの特別限定酒を販売しました。
団体名／柏露酒造株式会社

長岡開府400年記念

販売場所／新潟県内

400円割引事業

アトリウム長岡の利用者を対象に、宴会などのコース料
金を一人400円割り引く「長岡開府400年記念クーポン券」
を発行し、長岡開府400年をＰＲしました。
団体名／一般財団法人 新潟県教職員互助会 アトリウム長岡
販売場所／アトリウム長岡
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実行委員会実施事業

新潟限定ビイル「風味爽快ニシテ」長岡開府400年記念缶
長岡市（与板）出身の中川清兵衛がサッポロビール創業に関わっていること
から商品化したビール「風味爽快ニシテ」に長岡開府400年デザインをあし
らい、歴史的な節目を盛り上げました。販売1本1円を長岡の人材育成を応援
するために寄付しました。※すでに完売した商品です
販売場所／新潟県内

越後長岡ＲＯＯＴＳ４００

団体名／サッポロビール株式会社関信越本部新潟統括支社

長岡開府400年フレーム切手
長岡開府400年の節目に、長岡藩に関わりのある資料を題材にした「長岡
開府400年」と会津藩の歴史も取り入れた「戊辰150周年」の2種類のフレー
ム切手を作成・販売しました。
団体名／長岡市内郵便局

販売場所／長岡市内郵便局

市民企画実施事業

月刊地域情報紙「マイスキップ」内「殿さん通信」コーナー
月刊地域情報紙マイスキップで長岡藩主牧野家17代牧野忠昌さんと長男・
忠慈さんのコーナーの連載と、開府400年記念事業の紹介などを掲載しました。

雑誌「ワンダー新潟 vol.4

協賛事業
（ 企 業・市 民 団 体 等 ）

団体名／月刊地域情報紙「マイスキップ」 販売場所／長岡市内及び一部新潟県内外

新潟大人の町さんぽ」

新潟県内の城下町、みなと町などの歴史さんぽや食べ歩きの楽しさを提案

協賛事業
（ 市・関 係 団 体 等 ）

するレジャーガイド本を発刊。長岡を歩きながら城下町の歴史に触れる記事
などを掲載しました。
団体名／株式会社ニューズ・ライン

図説

販売場所／新潟県内及び一部県外

長岡開府400年

ていくことを目的とし、
「図説
団体名／株式会社いき出版

新しい米百俵事業

長岡開府400年の歴史・文化・民俗など、長岡の誇るべき事柄を後世に伝え
長岡開府400年」を出版しました。

販売場所／長岡市内外の書店等

長岡開府400年記念ブレンド（コーヒー）
トピックス

長岡開府400年と日本にコーヒーが上陸し
て約400年の節目を記念して、限定パッケー
ジのブレンドコーヒーを販売しました。
団体名／株式会社鈴木コーヒー

販売場所／新潟県内

長岡開府400年記念事業の軌跡
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ふくら

開府400年記念バージョン

和柄小物入れケースの「ふくら」に牧野家家紋や人物、御三階などの長岡開
府にゆかりのデザインを入れた長岡開府400年記念バージョンを制作し販売
しました。
団体名／株式会社ネオス

販売場所／長岡市内及び一部市外

開府400年記念酒セット
長岡市内酒蔵の開府400年記念限定酒をセットにして販売しました。また、
ふるさと納税の返礼品に加えられました。
団体名／株式会社中村商店（ワイン中村） 販売場所／自店及びインターネット販売

三葉柏・五間梯子の焼印を押した紅白饅頭と大手饅頭
200年前から販売している酒元「大手饅頭」の販売を中心に、長岡藩に関わ
る「三葉柏」
・
「五間梯子」の焼印を押した紅白饅頭を販売しました。
団体名／株式会社紅屋重正

長岡開府400年記念

販売場所／アオーレ長岡 ナカドマ

長岡地酒セット

長岡開府400年にまつわる商品を持つ酒蔵と協力して、柏露酒造「牧野家」
、
関原酒造「長岡藩」、栃倉酒造「米百俵」300ml を3本セットで販売しました。
団体名／新潟県酒類販売株式会社

販売場所／長岡市内小売店 ほか

「ふわっと」長岡花火限定パッケージ
新潟県産米100％使用した米粉スナック「ふわっと」の長岡花火限定パッ
ケージに開府400年ロゴマークを使用し、広く事業をアピールしました。
団体名／岩塚製菓株式会社

販売場所／新潟県内および北関東エリア小売店

スーパードライ長岡花火ラベル缶
アサヒスーパードライの長岡花火ラベル缶に長岡開府400年の告知を入れ、広くＰＲしました。
団体名／アサヒビール株式会社

水引アクセサリー「時代色結び（じだいいろむすび）」
長岡開府400年を記念して、江戸～現代まで5つの時代のイメージの水引
アクセサリー「時代色結び（じだいいろむすび）」を販売しました。
団体名／株式会社縁 enishi
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販売場所／自店、まちなか観光プラザ など

長岡市内郵便局

実行委員会実施事業

イベント・ＰＲ
長岡開府400年のＰＲ協力

郵便配達車へのステッカー貼り付けや、市内各郵便局ののぼ
り設置などで長岡開府400年をＰＲしました。

越後長岡ＲＯＯＴＳ４００

団体名／長岡市内郵便局 実施場所／長岡市内郵便局
実施期間／平成29年9月～平成30年12月

越後囲碁クラブ囲碁大会
良寛展にあわせて囲碁大会を実施しました。長岡開府400年にちなんだ賞
を設けるなど、開府400年をＰＲするとともに良寛のＰＲも行いました。

市民企画実施事業

団体名／越後囲碁クラブ 実施場所／長岡ロングライフセンター
開催日／平成29年10月17日㈫ 参加人数／約80名

平成29年度長岡大学市民公開講座「北越紀州製紙110年のあゆみと長岡地域」
設立110年を迎える北越紀州製紙株式会社と長岡地域との関係にフォーカ

協賛事業
（ 企 業・市 民 団 体 等 ）

スをあてた市民公開講座を全5回開催しました。
団体名／長岡大学 実施場所／まちなかキャンパス長岡
実施期間／平成29年11月1日㈬～29日㈬ 参加人数／11名

長岡開府400年記念プレイベント～明日への希望～ 東京フィルハーモニー交響楽団 長岡特別演奏会 オール・ベートーヴェンプログラム

協賛事業
（ 市・関 係 団 体 等 ）

長岡開府400年記念プレイベントとして次の100年に繋げるため、公募に
よる「長岡フェニックス合唱団」を結成。東京フィルハーモニー交響楽団と共
演し、市民力と地域力を全国に発信しました。
団体名／公益財団法人 長岡市芸術文化振興財団
実施場所／長岡リリックホール コンサートホール
開催日／平成29年11月12日㈰ 参加人数／483名

Mi Amore PROJECT 堀口すみれ子トークショー「長岡ゆかりの詩人・フランス文学者 堀口大學は誰が育てたか」
新しい米百俵事業

長岡藩士がルーツの詩人、堀口大學の長女で、詩人・エッセイストである
すみれ子さんのトークショーを開催。人間・堀口大學の魅力に迫りました。
団体名／特定非営利活動法人ながおか未来創造ネットワーク
実施場所／新潟県立近代美術館 1階 講堂
開催日／平成29年12月3日㈰
参加人数／140名

NEXCO 東日本

長岡開府400年記念事業のＰＲ協力
トピックス

新潟県内高速道路のインターチェンジ及び関連施設などへ
「のぼり旗」の設置やデジタルサイネージの告知で長岡開府
400年記念事業を応援しました。
団体名／東日本高速道路株式会社 新潟支社長岡管理事務所
実施場所／新潟県内高速道路のインターチェンジ及び関連施設
実施期間／平成30年1月～12月

長岡開府400年記念事業の軌跡
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郷土史講座「千桜塾」
長岡の若者が中心となり郷土史を勉強する「千桜塾」を実施しました。また、
越後長岡 RYO-MA 倶楽部のメンバー名刺にも開府400年のロゴを入れました。
団体名／越後長岡 RYO-MA 倶楽部
実施期間／平成30年1月～12月

実施場所／長岡市内

第22回宮本地区夢を語る会
宮本・大積・青葉台地区の活性化と開府400年に思いをはせ、これまでの地
域の歴史とこれから50～100年後の地域づくりについての講演会を開催し
ました。
団体名／明日の郷土を語る会 実施場所／宮本コミュニティセンター
開催日／平成30年2月11日㈰ 参加人数／134名

「悠久山いいとこ撮りまっぷ」作成、フォーラム「悠久山の見どころ、撮りどころ」の開催
長岡大学写真部が地元の協力を得て、開府300年に整備された悠久
山公園を題材に「悠久山いいとこ撮りまっぷ」を作成しました。そのお
披露目にあわせフォーラムを開催しました。
団体名／長岡大学 実施場所／長岡大学 地域交流ホール、学生食堂
開催日／平成30年2月24日㈯ 参加人数／130名

「長岡開府400年記念」池坊新潟中越支部花展
長岡藩では、いけばな池坊が盛んに行われていました。当時の池坊「いけば
な」から現代の「いけばな」の変遷を表現するなど85瓶を展示した花展を開
催しました。
団体名／華道家元池坊新潟中越支部
実施場所／アオーレ長岡西棟市民交流ホールＢ，Ｃ、協働ルーム1，2，3
開催日／平成30年2月24日㈯、25日㈰ 参加人数／約1,200名

蔦屋書店

長岡新保店に長岡開府400年コーナー設置

店舗内に長岡開府400年コーナーを設置し、関連する書籍等を集め、長岡
開府400年を広く地域に発信しました。

団体名／株式会社トップカルチャー
実施期間／平成30年3月～12月

越乃雪本舗大和屋

実施場所／蔦屋書店 長岡新保店

開府400年に向けたＰＲ協力

越後長岡 ROOTS400の配布、ポスター掲示のほか長岡開府400年を盛り上げる様々な行事をお知らせ
しました。
団体名／株式会社越乃雪本舗大和屋
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実施場所／越乃雪本舗大和屋本店

実施期間／平成30年3月～平成31年2月

長岡開府400年記念事業のＰＲ協力

実行委員会実施事業

トッキー長岡支社

駅ビルＣｏＣｏＬｏ長岡の階段脇展示ス
ペースでの特設コーナーや、浦和駅で開催す
る「長岡産直市」、トッキー長岡支社関連施設
でのデジタルサイネージ告知等で長岡開府
団体名／株式会社トッキー長岡支社

実施場所／ＪＲ長岡駅ビル及び関連施設

越後長岡ＲＯＯＴＳ４００

400年をＰＲしました。

実施期間／平成30年3月～平成31年3月

ＪＲ長岡駅ポケット時刻表
長岡市ハイヤー協会会員各社に乗車するお客様などに無料で配布する「ポ
ケット時刻表」に、長岡開府400年ロゴマークを入れＰＲしました。

都美会2018

吟の舞発表会

企画構成吟舞「米百俵の送り主

市民企画実施事業

団体名／長岡市ハイヤー協会 実施場所／市内長岡市ハイヤー協会会員各社
実施期間／平成30年3月～平成31年3月

三根山藩」

漢詩や和歌等を吟と舞で表現する発表会を、長岡開府400年を記念して、米百俵の送り主・三根山藩の米
団体名／剣詩舞道 都美会

実施場所／新潟市民芸術文化会館 能楽堂

開催日／平成30年3月4日㈰

協賛事業
（ 企 業・市 民 団 体 等 ）

を送った人々やその背景にスポットを当てた内容で披露しました。
参加人数／523名

悠久山いいとこ撮りまっぷ写真集、およびフォーラム講演・対談集の作成
「悠久山いいとこ撮りまっぷ」用に撮影した写真を写真集にしました。また、
フォーラム「悠久山の見どころ、撮りどころ」の講演、対談をブックレットと

協賛事業
（ 市・関 係 団 体 等 ）

して刊行しました。
団体名／長岡大学 実施場所／市内ならびに市外 実施期間／平成30年3月20日㈫～5月31日㈭

新潟味のれん本舗

長岡開府400年特集のカタログ記事掲載及びプレゼントキャンペーン

日本全国への米菓通販カタログに「長岡開府400年」特集記事を
新しい米百俵事業

掲載しました。また、購入者に錦鯉＆火焔土器デザインのクリアファ
イルをプレゼントしました。
団体名／株式会社新潟味のれん本舗 実施場所／全国の顧客向けダイレクトメール
実施期間／平成30年4月1日㈰～30日
（月・祝）

長岡開府400年記念

越後長岡 歴史館・博物館めぐり
トピックス

長岡の歴史や文化に触れることのできる市内の博物館、
記念館などを有機的に結び、各館連携によるスタンプラ
リーを実施しました。
団体名／「越後長岡」観光振興委員会
実施場所／河井継之助記念館、山本五十六記念館、郷土史料館など全14施設
実施期間／平成30年4月1日㈰～11月30日㈮ 参加人数／27,882名

長岡開府400年記念事業の軌跡
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イトーヨーカドー丸大長岡店

長岡開府400年のＰＲ協力

店内イベントスペースにて長岡開府400年
特設企画や、店前へののぼり旗の設置などで
長岡開府400年をＰＲしました。
団体名／イトーヨーカドー丸大長岡店
実施場所／イトーヨーカドー丸大長岡店
実施期間／平成30年4月～平成31年2月

野生種のサクラ三千本の花名所づくり
次世代のために豊かな自然を保全すべく、
400本の野生種の桜を植樹しました。日本で
も珍しい野生桜3,000本の花名所を目指し、
その資金として1本1万円の寄付を募りました。
団体名／公益財団法人平成令終会

村山雨景

実施場所／雪国植物園

実施期間／平成30年4月～平成31年3月

越後の名山を染める染色画・巨大美の世界2018

長岡市民に伝統技術、染色の技を伝え続けるため、越後山々大パノラマの
染色画などの巨大な一枚布の作品や手書き着物を数多く展示しました。
団体名／越後友禅会 実施場所／長岡市中央図書館 2F 長岡市美術センター
開催日／平成30年4月7日㈯～15日㈰ 参加人数／約560名

浦上義昭日本画展
長岡開府400年記念品となった扇、団扇に描かれた絵「越後長岡城御三階櫓雪松図」の原図等を展示した
個展を開催しました。
団体名／有限会社うらがみ 実施場所／長岡商工会議所美術文化ホール 開催日／平成30年4月21日㈯～24日㈫ 参加人数／680名

長岡開府400年記念特別展

栃尾伝統の美

とちおてまり展

長岡開府400年を記念して、栃尾地域の宝であり、美しい栃尾伝統のてま
りや創作てまりなどを一堂に展示し、地域をＰＲしました。
団体名／ NKS・TRC 共同事業体 指定管理者 長岡市栃尾文化センター・栃尾市民会館
実施場所／長岡市栃尾文化センター 1階 ギャラリー
実施期間／平成30年4月21日㈯～5月6日㈰ 参加人数／3,024名

原信長岡市内店舗で長岡商品と記念商品をコーナー設置
原信長岡市内15店舗で長岡ゆかりの商品や記念商品を集合させ
販売するとともに、のぼりやポスターを掲出し、長岡開府400年を
盛り上げました。
団体名／原信ナルスオペレーションサービス株式会社
実施場所／原信長岡市内15店舗 実施期間／平成30年4月28日㈯～8月31日㈮

36

実行委員会実施事業

工事現場におけるＰＲ活動
工事現場において、横断幕や立看板を使用
し工事現場のイメージアップ及び長岡開府
400年の周知・ＰＲを行いました。

越後長岡ＲＯＯＴＳ４００

団体名／株式会社レックス レンタル事業・販売 中越営業所
実施場所／各工事現場
実施期間／平成30年5月～平成31年3月

長岡駅内フロアー広告設置などによる開府400年連携・ＰＲ
信越本線開業120周年および長岡開府400
年にあたり、連携イベントを実施したほか、
長岡城に現在の駅の位置を重ねたフロアー広
告や長岡駅の変遷案内パネルを長岡駅コン

市民企画実施事業

コースに設置するなど広くアピールにつとめ
ました。
団体名／東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社 長岡駅 実施場所／在来線 新幹線コンコース床面 など 実施期間／平成30年5月～平成31年3月

日越地区行事で開府400年ＰＲ
地域住民に長岡開府400年を知ってもらうきっかけと

協賛事業
（ 企 業・市 民 団 体 等 ）

するため、運動会などの地域行事でのぼり旗の掲出を行
いました。
団体名／日越コミュニティセンター 実施場所／長岡市内
実施期間／平成30年5月6日㈰～6月3日㈰

長岡開府400年記念

第51回謙信公祭剣道大会

県下トップレベルの小中学生対象の大規模
協賛事業
（ 市・関 係 団 体 等 ）

な剣道大会を開催しました。長岡開府400年
を記念し、義の心、常在戦場などの精神を、剣
道を通してアピールしました。
団体名／栃尾剣道連盟 実施場所／長岡市栃尾総合体育館
開催日／平成30年5月20日㈰ 参加人数／約2,000名

ながおかバル街
新しい米百俵事業

中心市街地活性化を目的としたまちなか飲食店回遊イベント「バル街」を
開催。参加店で開府400年記念メニューの提供や、本部で記念酒のふるまい
などを実施しました。
団体名／ながおかバル街実行委員会 実施場所／長岡駅周辺
開催日／平成30年5月26日㈯ 参加人数／約2,100名

開府400年記念

富島歴史探訪
トピックス

富島の歴史を地域に広めるため、昔の写真100点・明治期の絵図や資料の展
示を公民館で開催、戊辰慰霊祭を古戦場パークで行いました。また小冊子「日
光社と牧野家」を発刊しました。
団体名／富島温史会 実施場所／富島町内
実施期間／平成30年5月31日㈭～7月17日㈫

参加人数／95名

長岡開府400年記念事業の軌跡
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リバーサイド千秋

長岡開府400年のＰＲ協力

地元長岡の意識を高めるため、リバーサイド千秋の施設内に「のぼり旗」の
設置やポスターの掲出などを行い、長岡開府400年を周知しました。
団体名／リバーサイド千秋 アピタ・モール
実施期間／平成30年6月～平成31年3月

平成30年度

実施場所／リバーサイド千秋アピタ・モール

長岡高等学校同窓会総会

長岡藩の教育が淵源となっている長岡高校の同窓会総会で、長岡
開府400年をＰＲしたほか、長岡青年会議所製作の長岡城模型や、
同校書道部による書道作品も展示しました。
団体名／平成30年度 長岡高等学校同窓会 担当学年幹事（平成8年卒）
実施場所／アオーレ長岡アリーナ
開催日／平成30年6月2日㈯ 参加人数／約850名

時代きもの写真婚
先人たちの残した美しい日本文化に親しめるよう、明治・大正・昭和・平成
の4つの時代から好きな時代の衣装やスタイルを選べる婚礼の記念写真サー
ビスを実施しました。
団体名／株式会社縁 enishi 実施場所／株式会社縁 enishi 店舗
実施期間／平成30年6月2日㈯～平成31年3月31日㈰

長岡開府400年記念ツアー “ 牧野家ゆかりの大胡・小諸を探訪 ”
牧野家のルーツや所縁の場所などの知識を深めるため、市民を対象に、牧
野家ゆかりの大胡と小諸を現地ガイドが案内する日帰りツアーを企画・実施
しました。
団体名／越後交通株式会社 観光営業部 実施場所／群馬県前橋市大胡、長野県小諸市
開催日／平成30年6月9日㈯ 参加人数／30名

植松努氏講演会「思うは招く！挑戦する心」
新時代へ挑戦する心を持ち続け、長岡の更なる発展に向けた一助とするため、
宇宙開発の常識を変えた植松努さんを講師に講演会を開催しました。
団体名／長岡商工会議所青年部 実施場所／長岡商工会議所 2階 大ホール
開催日／平成30年6月22日㈮ 参加人数／250名

長岡開府400年記念特別展「だるまこれくしょん2018」
栃尾だるま館館長大瀬久男さんの協力により、約5,000体の中から選りす
ぐりの可愛いだるま達を一堂に展示しました。
団体名／ NKS・TRC 共同事業体 指定管理者 長岡市栃尾文化センター・栃尾市民会館
実施場所／長岡市栃尾文化センター 1階 ギャラリー
開催日／平成30年6月30日㈯～7月16日
（月・祝） 参加人数／3,390名
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実行委員会実施事業

2018年東日本県別対抗アマチュア競技ダンス新潟県大会
東日本全域からアマチュア競技ダンスの団体が集まり、競技会を開催しま
した。歓迎式典での悠久太鼓披露や、大会プログラムへのロゴマーク掲載など、
長岡開府400年をＰＲしました。

越後長岡ＲＯＯＴＳ４００

団体名／新潟県ボールルームダンス連盟アスリート協会
実施場所／アオーレ長岡、長岡グランドホテル
開催日／平成30年7月1日㈰ 参加人数／1,000名

長岡開府400年記念事業 長岡市立劇場リニューアルオープン記念 東京フィルハーモニー交響楽団長岡特別演奏会
長岡市立劇場リニューアルオープンのこけら落とし特別演奏会を開催。公
募による長岡フェニックス合唱団と長岡少年少女合唱団が東京フィルハーモ
ニー交響楽団と共演しました。

市民企画実施事業

団体名／公益財団法人 長岡市芸術文化振興財団 実施場所／長岡市立劇場 大ホール
開催日／平成30年7月1日㈰ 参加人数／1,300名

越後長岡観光タクシー2018
観光コースを設定した貸切タクシーを運行しました。コースの1つに「長岡
開府400年」をテーマとした史料館巡りを設定し、長岡の観光を楽しんでも

協賛事業
（ 企 業・市 民 団 体 等 ）

らいました。
団体名／「越後長岡」観光振興委員会 実施場所／長岡市内
実施期間／平成30年7月1日㈰～11月30日㈮ 参加人数／54名

集合住宅新築工事

上棟もちまき

イベント

長岡開府400年にちなんで、祝い事として子供たちに日本の文化を体験し

協賛事業
（ 市・関 係 団 体 等 ）

てもらうため、専用のステージを設置し、上棟もちまきを実施しました。
団体名／大東建託株式会社 長岡支店 実施場所／長岡市寿1丁目
開催日／平成30年7月2日㈪ 参加人数／62名

長岡開府400年・長岡花火応援協賛企画

新しい米百俵事業

長岡花火の開催時期に合わせ、協賛社名入り大型のぼり旗をアオーレ長岡
ナカドマに設置したほか、スポット CM を放送するなど長岡開府400年を広
くＰＲしました。
団体名／長岡開府400年長岡花火を応援する会
実施期間／平成30年7月6日㈮～8月5日㈰

実施場所／アオーレ長岡 ナカドマ

越後長岡チャレンジサイクリング2018
トピックス

震災復興地域の蓬平、山古志、栃尾、栖吉を巡るサイクリングイベントを実
施。メイン会場やコース上に開府400年のぼり旗を設置し県内外の多くの参
加者にＰＲしました。
団体名／越後長岡チャレンジサイクリング実行委員会 実施場所／長岡市営スキー場ほか市内
開催日／平成30年7月16日（月・祝） 参加人数／4,300名

長岡開府400年記念事業の軌跡
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長岡柏ライオンズクラブ40周年記念チャリティーコンサート 明治大学マンドリン倶楽部長岡演奏会
明治大学マンドリン倶楽部によるチャリティコンサートを開催しました。
チラシにロゴマークを入れるなど、長岡開府400年をＰＲしました。
団体名／長岡柏ライオンズクラブ 実施場所／長岡市立劇場大ホール
開催日／平成30年8月18日㈯ 参加人数／約1,200名

国分関信越

国分フードクリエイト総合展示会2018

総合展示商談会にて、企画コーナー「長岡の歴史が育んだ商材」を実施し、
長岡開府400年ののぼりおよびポスター等を掲出しました。

団体名／国分関信越株式会社 信越支社 長岡支店
開催日／平成30年8月29日㈬

実施場所／新潟市産業振興センター

2018越後長岡ツーデーマーチ「山古志＆信濃川ウオーク」
中越大震災後に開催を始め、今年で11回目となるウオーキングイベントを
開催。復興のアピールとともに長岡開府400年を告知し、元気な長岡の姿を
全国に発信しました。
団体名／特定非営利活動法人新潟県ウオーキング協会
実施場所／長岡市山古志支所、アオーレ長岡
開催日／平成30年9月8日㈯、9日㈰ 参加人数／1,141名

第23回ながおか映画祭
世界各国の作品を集めた映画祭を開催しました。映画上映に併せ、長岡の
精神である「常在戦場と米百俵」について稲川明雄さんによる特別講演会を
実施しました。
団体名／コミュニティシネマ長岡 実施場所／長岡リリックホール
開催日／平成30年9月15日㈯～17日（月・祝） 参加人数／714名

長岡開府400年記念特別展示

炎の天狐

トチオンガーセブン展

栃尾を舞台とするヒーロー「炎の天狐トチオンガーセブン」の映画公開に
先駆け、撮影で使用した衣装や小道具などを展示しました。
団体名／ NKS・TRC 共同事業体 指定管理者 長岡市栃尾文化センター・栃尾市民会館
実施場所／長岡市栃尾文化センター 1階 ギャラリー
開催日／平成30年9月15日㈯～24日
（月・祝） 参加人数／3,405名

第26回全国ソフトバレー・シルバーフェスティバル in 長岡
ソフトバレーのシニア部門の全国大会を招致し、開催しました。大会プロ
グラムや記念品にロゴマークを入れるなど、長岡開府400年を広くＰＲしま
した。
団体名／長岡市ソフトバレーボール連盟
実施場所／アオーレ長岡 アリーナ、市民交流ホールＡ、ナカドマ
開催日／平成30年9月23日㈰、24日
（月・祝） 参加人数／545名
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実行委員会実施事業

長岡商業高等学校文化祭
長岡商業高校文化祭の1学年の各クラス企画において、長岡開府400年の
のぼりや、長岡市に関係する内容を取り入れ、来校者にアピールしました。
団体名／新潟県立長岡商業高等学校 実施場所／長岡商業高等学校
開催日／平成30年9月29日㈯ 参加人数／200名

越後長岡ＲＯＯＴＳ４００

長岡造形大学

市民オープンキャンパス2018

子どもから大人まで参加できる「長岡造形大学 市民オープンキャンパス」
において、のぼり旗の掲出やポスターへのロゴマーク掲載など、長岡開府
400年をＰＲしました。

団体名／長岡造形大学 実施場所／長岡造形大学
開催日／平成30年10月20日㈯、21日㈰ 参加人数／約4,600名

染絵

ニッポン昔ばなし展

―同時開催

市民企画実施事業

村山雨景の世界

四季風景を染め描く―

なつかしい昔ばなしを全国でも珍しい染め絵で見る作品展を開催しました。
地元良寛さんの逸話や、雨景創作民話も親子などに楽しんで頂けました。

協賛事業
（ 企 業・市 民 団 体 等 ）

団体名／越後友禅会 実施場所／道の駅 良寛の里わしま 和らぎ家 ギャラリー
開催日／平成30年10月20日㈯～28日㈰ 参加人数／250名

新潟県立長岡高等学校野球部創部120周年記念事業
長岡高校野球部が創部120年の節目を迎えたため、記念

協賛事業
（ 市・関 係 団 体 等 ）

総会・祝賀会の開催や記念誌の発行など、歴史と伝統を受
け継ぐ同校を、野球を通じて広く伝える契機としました。
団体名／新潟県立長岡高等学校野球部後援会 実施場所／長岡ベルナール
開催日／平成30年11月10日㈯ 参加人数／84名

長岡開府400年記念特別公演

鼓童交流公演

新しい米百俵事業

長岡開府400年記念特別公演として、佐渡を拠点に国際的に活動を展開す
る和太鼓芸能集団、鼓童 KODO の交流公演を開催しました。
団体名／ NKS・TRC 共同事業体 指定管理者 長岡市栃尾文化センター・栃尾市民会館
実施場所／長岡市栃尾市民会館 大ホール
開催日／平成30年11月11日㈰ 参加人数／642名

長岡開府400年記念特別展 ～長岡市立栃尾東小学校3年生がお送りする!～ 栃尾のすてきを伝えよう!
トピックス

長岡開府400年を機に、地域の魅力度 UP・来館者 UP を目指して、栃尾東小
学校3年生が考えた「栃尾のすてき」の作品展を開催しました。
団体名／ NKS・TRC 共同事業体 指定管理者 長岡市栃尾文化センター・栃尾市民会館
実施場所／長岡市栃尾文化センター 1階 ギャラリー
開催日／平成30年12月25日㈫～平成31年1月6日㈰ 参加人数／1,731名

長岡開府400年記念事業の軌跡
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越後長岡

雪国のおもてなし

～開府400年

美・酒・旅・食の魅力発掘～

長岡の魅力を「和」をコンセプトに広く県
外にＰＲするため、6社合同で東京日本橋に
て見本市を開催しました。長岡開府400年記
念として牧野家の江戸時代のお姫様の髪結い
再現を行いました。
団体名／雪国のおもてなし事務局 実施場所／日本橋 ブリッジにいがた 開催日／平成31年1月9日㈬～11日㈮ 参加人数／1,508名

日本の伝統衣装 十二単に魅了されて
長岡開府400年に併せ、日本の美しい伝統文化である着物の魅力を発信す
るため、振袖や花嫁の着付け、普段見ることのできない王朝装束、十二単の着
装を披露しました。
団体名／一般財団法人 民族衣裳文化普及協会 実施場所／アオーレ長岡 市民交流ホール A
開催日／平成31年1月26日㈯ 参加人数／250名

第12回越後長岡ひなものがたり
地域に伝わる雛人形や創作雛の展示、体験イベントを
実施したほか、長岡城二の丸跡のアオーレ長岡において
長岡藩主牧野家ゆかりの雛人形の展示を行いました。
団体名／越後長岡ひなものがたり実行委員会
実施場所／ＪＲ長岡駅前 大手通り周辺 ほか
開催日／平成31年2月14日㈭～3月6日㈬ 参加人数／1,800名

長岡開府400年記念

陸上自衛隊

第12音楽隊音楽演奏会

市民との交流、地域活性化及び自衛隊の理解をより深めるため、自衛隊音
楽隊による演奏会を開催しました。陸上自衛隊第12音楽隊は、中越大震災な
どで慰問演奏を実施した音楽隊です。
団体名／長岡市自衛隊協力会 実施場所／長岡市立劇場
開催日／平成31年2月17日㈰ 参加人数／1,425名
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