
ＮＯ．33－03

行事・事業

期日 曜日 自 至 名　称 内容等 会場等 担当課

5月1日 土 9:00 17:00
松竹大歌舞伎ポスター展in栃
尾

～9日／9日は15:00まで 栃尾文化センター 栃尾文化センター

9:00 17:00
開館70周年記念展示「長岡
市立科学博物館70年のあゆ
み」

～6月27日、7月6日～8月
31日も／休館日は第1・3月
曜日、祝日の場合は翌平
日

科学博物館 科学博物館

9:45 11:30 長岡地区メーデー大会 アオーレ長岡 産業立地課

10:00 17:00 企画展廃材水族館
廃材アーティスト・加治聖
哉さんの作品展示／～11
月下旬

杜々の森名水公園 杜々の森名水公園

10:00 17:00
道の駅ながおか花火館「越後
いっぴん市～春～」

道の駅　ながおか
花火館

観光事業課

10:30 11:30 昔遊びを楽しもう！
コマまわし、お手玉、おりが
みなど

子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

13:30 15:00
花と緑の教室「タネから育て
る　花づくり初心者講座」

緑花センター 緑花センター

5月2日 日 13:00 16:00
みにつける火炎土器　火炎土
器ボディペイント

4日も 馬高縄文館 馬高縄文館

13:30 14:40 令和2年度栃尾地域成人式 栃尾市民会館
栃尾支所地域振興
課

5月3日 祝 10:30 10:50 令和2年度長岡地域成人式 13：30～13：50も【二部制】 アオーレ長岡 子ども・子育て課

10:45 11:15
みて！うたって！サポさんと
あそぼう

10日も 子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

13:30 14:15 令和3年度小国地域成人式 小国会館
小国支所地域振興
課

13:30 14:40 令和3年度栃尾地域成人式 栃尾市民会館
栃尾支所地域振興
課

13:30 15:00 令和3年度川口地域成人式
川口地域交流体験
館

川口支所地域振興
課

14:00 15:00 令和3年度越路地域成人式 越路体育館
越路支所地域振興
課

5月4日 祝 13:00 牛の角突き初場所 山古志闘牛場
山古志支所産業建
設課

5月5日 祝 10:00 12:00
一畝オーナー（10ｍ）枝豆と
秋野菜コース

～11月下旬／夏・・・枝豆、
秋・・・白菜、キャベツ、ブ
ロッコリー

農の駅　あぐらって
長岡

農の駅　あぐらって長
岡

10:00 13:00 春の里山ハイキング
地元の食材を使った昼食
付き

おぐに森林公園 おぐに森林公園

10:00 14:30
山古志・春の牛祭り～山古志
で牛と太鼓に触れ合おう！～

山古志闘牛場
山古志支所産業建
設課

10:00 15:00 赤城コマランド植樹会
冒険遊び、ピザ焼き、バウ
ムクーヘン作りなど

赤城コマランド 政策企画課

5月6日 木
母の日制作～手形の花束を
プレゼントしよう～

～8日
子育ての駅　やまこ
し

子ども・子育て課

5月7日 金 10:45 11:15 なかよしタイムプラス 親子で楽しめる遊びを紹介 子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

10:45 11:45 ままのまカフェ
子育ての駅　ぐんぐ
ん

子ども・子育て課

11:00 11:30 すくすくお茶会 子育ての駅　とちお 子ども・子育て課

14:00 15:00 カフェＤＥ健康講座 まちなかウオーキング タニタカフェ 健康課

19:05
B.LEAGUE　新潟アルビレック
スBB　ホーム戦

vsアルバルク東京 アオーレ長岡 市民協働課

5月8日 土 6:00 9:00 市民探鳥会 雨天中止
千秋が原ふるさとの
森公園駐車場

科学博物館

10:00 11:30
花と緑の教室「庭木に関する
基礎知識」

千秋が原ふるさとの
森管理事務所前

緑花センター

【裏面に続く】

行事会議事業案内
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行事・事業

期日 曜日 自 至 名　称 内容等 会場等 担当課

5月8日 土 10:00 16:30 長岡クラフトフェア
陶芸、木工、染織、ガラス、
金属、皮革、和紙などの展
示販売／9日も

千秋が原ふるさとの
森

産業支援課

10:30 11:00 お誕生会
子育ての駅　やまこ
し

子ども・子育て課

10:30 11:30 おたのしみ「ぷち」上映会
NHKこどもにんぎょう劇場
「王さまの耳はロバの耳」
など

栃尾地域図書館 栃尾地域図書館

子ども一日図書館員
カウンターで本の貸し出し
などを体験／9日も

各図書館 中央図書館

5月9日 日 5:00 8:00 春の探鳥会 講師：長岡野鳥の会 雪国植物園 雪国植物園

10:00 12:00
一畝オーナー（10ｍ）長岡野
菜コース

～11月下旬／巾着なす、
里芋、ずいきなど

農の駅　あぐらって
長岡

農の駅　あぐらって長
岡

13:05
B.LEAGUE　新潟アルビレック
スBB　ホーム戦

vs島根スサノオマジック／
10日19:05からも

アオーレ長岡 市民協働課

13:30 15:00
花と緑の教室「タネから育て
るみどりのカーテン」

緑花センター 緑花センター

5月10日 月 9:00 17:00 里山の花まつり
～25日／クリンソウ、エビ
ネ、ニッコウキスゲ

雪国植物園 雪国植物園

14:00 15:00
お絵かきあそび　ぐるぐるて
んてん

子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

19:00 20:30

まちなか大学「さわって、み
て、機織りと布のからくり発
見！　③ものからみる長岡の
布のあれこれ」

講師：長岡造形大学　教授
菊池加代子さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

5月11日 火 10:00 10:30 米百俵号が来ます 絵本の読み聞かせ 子育ての駅　とちお 子ども・子育て課

10:30 11:30 ままのまカフェ 子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

5月12日 水 10:00 11:00 カフェＤＥ健康講座 たばこの豆知識 タニタカフェ 健康課

10:45 11:45 ぐんぐんミニ図書館
子育ての駅　ぐんぐ
ん

子ども・子育て課

11:00 11:30 おばあちゃんと遊ぼう
子育ての駅　ちびっ
こ広場

子ども・子育て課

14:00 15:30 映画会
「台北の朝」、「僕は恋をす
る」（’10年／台湾、アメリ
カ）

中央図書館 中央図書館

5月13日 木 9:00 15:00 ベーゼンドルファー演奏体験 ～15日
中之島文化セン
ター

中之島文化センター

11:00 12:00 わいわいおしゃべり会 子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

13:30 14:00
からころサロン「スッキリたい
そう♪」

子育ての駅　ぐんぐ
ん

子ども・子育て課

19:00 20:30
まちなかカフェ「人生１００年
時代におけるライフプラン－
資産づくり、年金、働き方－」

講師：ながい社労士・FPオ
フィス代表 永井泰雄さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

5月14日 金 10:00 11:00 みんなで手作りおもちゃ
牛乳パックで作る「絵合わ
せおもちゃ」

子育ての駅　よいた 子ども・子育て課

10:00 11:30 歩くだけで脳トレ教室
～6月11日の毎週金曜（計
5回）／スクエアステップ運
動など

さいわいプラザ 長寿はつらつ課

10:00 12:00
長岡おもちゃ病院のてくてく出
張開院

おもちゃ修理 子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

10:45 11:00 なかよしタイム 手遊び、体操 子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

14:00 15:00 マタニティママのおしゃべり会
子育ての駅　ちびっ
こ広場

子ども・子育て課

18:30 21:30 よいた「楽山苑」ライトアップ ～23日 楽山苑
与板支所産業建設
課

18:45 20:45 パパママサークル
助産師・保健師からの情報
提供、沐浴体験など

さいわいプラザ 子ども・子育て課

5月15日 土 9:00 昔ながらの棚田米づくり体験 ～9月25日（計5回程度）
農の駅　あぐらって
長岡

農の駅　あぐらって長
岡

【その2に続く】



行事・事業 【その2】

期日 曜日 自 至 名　称 内容等 会場等 担当課

5月15日 土 10:00 親子食・農まるごと体験

田植え、稲刈りなどを通し
て食と農の大切さを学ぶ／
～来年1月（月１回、計９
回）

農の駅　あぐらって
長岡

農の駅　あぐらって長
岡

13:30 15:30 長岡空襲の体験を聞く会 長岡戦災資料館 庶務課

14:00 16:00
まちなかカフェ「ブラツムラ
withキタ－柿川後編－」

講師：長岡造形大学准教
授・津村泰範さんほか

柿川周辺（集合：平
和の森公園）

まちなかキャンパス
長岡

15:30 16:00
第15回長岡空襲体験画展～
平和を語りつぐために～

～6月13日（月曜休館）／5
月16日以降は10：00から

長岡戦災資料館 庶務課


