
直売所菜菜
さい さい

地産、手作り加工品販売

〒947-0205　長岡市山古志虫亀567
TEL 0258-59-2458 FAX 0258-59-3838

特定非営利活動法人
NPOよした-山古志

山古志闘牛会山古志闘牛会

平成31年　年間開催日

〈問い合わせは〉 山古志闘牛会 TEL（0258）59-3933
　　　　　　　 http://tsunotsuki.main.jp/
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本社 〒947-0204　新潟県長岡市山古志竹沢甲80番地1
TEL（0258）59-2206番  FAX（0258）59-2288番

割烹旅館 丸新

食堂やまびこ

山野菜加工所

山古志こだわり屋
TEL 0258-59-2939

株式会社 F-Branch

農家民宿
山古志百姓や 三太夫

松崎　一司松崎重機

リフォームから新築住宅まで
（住宅一般設計、施工）

㈱山古志アルパカ村

蓬平観光協会

山古志商工会 女 性 部
青 年 部

特別場所

特別場所

一般建築請負・設計・施工

山古志肉用牛生産組合

錦鯉プレミアムフード

facebook
最新情報はコチラ☞

山古志観光協会

私たちは古志の火まつりを応援しています。



会長　星 野 光 雄

一般社団法人

長岡市建設業協会

北越警備保障株式会社

社会福祉法人

長岡福祉協会

藤川調理機株式会社

越後交通工業株式会社

㈱機庄 新潟デリカ事業部

丸七食品有限会社
http://www.marushichi-shokuhin.jp

越佐観光バス㈱
新潟県長岡市寺泊敦ヶ曽根132-1

TEL0256-98-5000

株式会社

仏壇・墓石・お祭り用品と香りの店

長岡市三和1丁目3-40 TEL0258-30-1350

藤村ヒューム管株式会社

SANKYO

NPO法人 ながおか生活情報交流ねっと
http://soiga.com

まちづくりと防災のWebシステム eコミ GWはお任せ！
〒９５１-８０５２ 新潟市中央区下大川前通四之町２１８５番地
電話 ０２５-（２２２）-５１２１     FAX ０２５-（２２９）-５６２１

株式会社北陸設備

長岡市錦鯉養殖組合
東洋大学 学生ボランティアセンター
ただいま、古志の火まつりを応援中！　山古志班Twitter ☞

居宅介護支援事業所

ケアプランのしきん庭

株式会社三桂塗装
長岡市長倉南町163-5
TEL（0258）33-3458

有限会社 小出自動車工業
TEL（0258）34-1331
高橋調査設計 株式会社

新潟県長岡市新産２丁目12番地7
TEL（0258）46-7151

長岡市深沢町675番地
TEL（0258）46-7340

一般社団法人

有限会社 共和測地
TEL・FAX（0258）37-0803

株式
会社ワシヅ設計

TEL（0258）33-5284

地域に密着した建設コンサルタント

NARUSAWA CONSULTANT CO.,LTD.

株式会社 日の出自動車 長岡工場〒940-0072 　　長岡市柳原町３番地12 
TEL（0258）32-1286 
FAX（0258）32-1298 

株式
会社 長岡総合設備

長岡市新産4丁目2-3  TEL：0258-46-7330

長岡市水梨町136-1  ☎0258-86-7517（美容室）

青葉重工株式会社

ドアーズ株式会社

株式会社セレモ長岡

TEL0258-25-8700
想きたまち

株式会社 新潟ヂーゼル工業

drink & food ZEN
A Styleいろり茶屋 火処

〒940-0023 新潟県長岡市新町２丁目１番９号
TEL（0258）32-3369　FAX（0258）33-2091

㈲小室建設

長岡支社長　佐藤　健

保険の総合代理店

株式会社 Jリスクマネージメント

株式会社 成田屋電設

日本報道写真連盟
新潟県本部

社 会 福 祉 法 人

長岡三古老人福祉会
ＴEL：（0258）31-2620

税理士業務

川上正男税理士事務所

株式会社み つ わ

㍿トミープランニング有限会社 高橋清掃産業

有限会社 カワタケ綜合設備
TEL（0258）35-1959

有限会社 三澤屋商店 有限会社 管テック一般財団法人
新潟県環境分析センター
http://www.nkbcweb.com/

長崎亭
良  二

株式会社 コバックス

舞 雅
Guest  Room

ー MAIKA ー

一級建築士事務所

チーム・テラ (責)

有限会社 あけぼの清掃社

株式会社スクエア

創業1951年・酒と手づくりとうふ

TEL・FAX（0258）22-1746
㈲十二屋

I ♥ YAMAKOSHI

グループ

ディー ワン

株式会社D-1

公益社団法人
中越防災安全推進機構

株式
会社新潟県ビル管理協同公社

栗 山  正 憲
〒940-0896 新潟県長岡市福島町字西田1番地1
 TEL0258-24-9311  FAX0258-24-9313

代表取締役  嘉瀬 誠次
有限会社嘉瀬煙火工業

〒940-0011 新潟県長岡市下々条町2216番地
TEL 0258（24）9006  FAX 0258（24）2967

長岡市山古志竹沢乙461
TEL:080-2073-7800

長岡市錦鯉養殖組合
ホームページは

コチラ☞

http://www.efu.co.jp/

長島忠美先生へ、追悼と感謝の心をこめて

表千家 茶道
われもこうの会一同

代表取締役　貝 間 　 進
新潟県長岡市川崎町1717番地  電話 0258-37-1755

川崎自動車工業有限会社

私たちは古志の火まつりを応援しています。 私たちは古志の火まつりを応援しています。



11：00～

13：00～

14：00～

15：00～

18：00～

開会（山古志闘牛太鼓会演奏）
・アルパカ牧場オープン〈～15：00まで〉
・ちびっ子広場オープン〈～16：00まで〉
・スノーモービル乗車体験〈～16：00まで〉
・特産品テント村オープン〈～18：30まで〉

雪中闘牛大会〈～14：00まで〉

雪上車の乗車体験〈～16：00まで〉

ステージショー
■15：00～ 佐藤  ひらり
■15：45～ 立花  英樹
■16：30～ 沢田 知可子
■17：15～ Mondeo（番外）

日本一のさいの神  点火式
・山古志地域新成人によるさいの神点火
・雪中花火打上　・スカイランタン打上（予定）

会場
マップ

山古志種苧原

臨時駐車場

※点火準備及び安全確保のため、１７：３０にさいの神を閉鎖します。
※天候・その他の理由により、内容及び時間が変更又は中止になる場合がございます。 

イベントのご案内



プロフィール

佐藤 ひらり
ミニコンサート

出演者プロフィール

プロフィール

Mondeo
ミニコンサート

プロフィール

立花 英樹
ミニコンサート

プロフィール

沢田 知可子
ミニコンサート

新潟県は中越地方の港町、出雲崎町出身・在住のシンガー
ソングライター。
新潟県のご当地ソングを筆頭に、人々の心に寄り添う曲や社
会への不平不満を表現した曲など、楽曲テーマは多岐に渡る。
昨年は全国40ヵ所を巡る全国ツアーを敢行。また、山古志
のキャラクター「小太郎」のイメージソングも制作した。

鹿児島県出身。2002年に「下町しあわせ3丁目」でデビュー。
2012年4月25日、東日本大震災復興支援ソングとして「ああ
上の駅」を発売し、精力的に東北を回り復興支援コンサートを
行っています。また、上野駅「ああ上野駅」歌碑の前で継続的
に路上ライブを行う姿が話題となりました。

2001年5月28日、新潟県三条市生まれ。 
視神経低形成により生まれつき全盲。
5歳の時、ピアノに触れ音楽に目覚める。 小学校入学後、
アルビレックスBB・BCにて国歌斉唱、東日本大震災の避難
所での慰問コンサートなど県内外で積極的に演奏活動を行う。
その活動がTV番組などで紹介され、天才シンガーソングライ
ター少女として大きな注目を集める。2013年、ニューヨーク、
アポロシアターにてアマチュア・ナイトに挑戦、ウィークリー・
チャンピオンを獲得！　2014年11月26日、SHINKOMUSIC 
RECORDSよりミニアルバム『なないろの夢』で全国デビュー。

1987年「恋人と呼ばせて」でデビュー。1991年「会いたい」が
130万枚を越える大ヒット。オリコンシングルセールスでは87
週にわたってチャートインし、日本大阪有線放送大賞受賞、
NHK紅白歌合戦に出場を果たす。
2000年には「21世紀に残したい泣ける名曲」として１位に選
ばれる。2004年10月の中越地震を機に、各地でチャリ
ティーコンサートを行うようになる。2005年から夫でピアニスト
の小野澤篤と「歌セラピーコンサート」スタート。
2017年デビュー３０周年記念アルバム「こころ唄～
BEST&COVER30～」2018年に「LIFE～シアワセの種～」
発表して話題を呼んでいる。


