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※6月11日（金）時点の情報です。新型コロナウイルス感染防止のため中止・延期となる場合があります。

行事・事業

期日 曜日 自 至 名　称 内容等 会場等 担当課

6月16日 水 9:30 12:30
おりなす手織り講座「蜂巣織
（ハニーコーン）」

～7月21日の毎週水曜（計
6回）

栃尾産業交流セン
ターおりなす

栃尾産業交流セン
ターおりなす

9:30 16:30
第75回新潟県美術展覧会長
岡展

～20日 県立近代美術館 文化振興課

6月17日 木 11:30 12:00 米百俵号巡回
子育ての駅　やまこ
し

子ども・子育て課

18:30 20:00
起業セミナー「ターニングポイ
ント～新たな視点から可視化
する事業アイデア～」

講師：(株) RDS 代表取締
役・杉原行里さん

まちなかキャンパス
長岡、オンライン

産業イノベーション
課

6月18日 金 19:00 20:30
市民プロデュース講座「ゲー
ムで体感、ＳＤＧｓ」

講師：長岡大手高等学校
教諭・小川郁さん

まちなかキャンパ
ス長岡

まちなかキャンパス
長岡

6月19日 土 9:30 12:00
生きものガイド「会えるかな？
森のカエルたち」

小雨決行
東山ファミリーランド
自然観察林

科学博物館

10:00 11:00
長岡駅前市民プランターづく
り

長岡駅大手口駅前
広場

緑花センター

10:00 12:00 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／24日
19：00～20：00オンラインも

さいわいプラザ 子ども・子育て課

10:00 12:00 アンギン編み練習会

13：00～15：00も／12月12
日までの毎月第一金曜・第
二日曜（6月は20日、26日、
27日）

馬高縄文館 馬高縄文館

19:00 20:30
巴ヶ丘自然公園－ホタル観賞
会

雨天中止 巴ヶ丘自然公園 越路体育館

13:30 15:30

まちキャンボランティア企画講
座「知って楽しい長岡－川口
地域を知る－　①えちご川口
の魅力を知る－座学－」

講師：川口郷土史研究家・
桜井兵治さん

まちなかキャンパ
ス長岡

まちなかキャンパス
長岡

6月20日 日 9:30 10:30 市民花壇の花植え
カンナ、トレニアなど／28日
マリーゴールド、ジニアなど
も

緑花センター 緑花センター

10:00 11:00 親子虫よけスプレー作り
中之島文化セン
ター

中之島文化センター

10:00 12:00 「ミス馬高」土偶をつくろう 馬高縄文館 馬高縄文館

6月21日 月 11:00 12:00 ままのまカフェ
子育ての駅　ちびっ
こ広場

子ども・子育て課

13:00 19:00
ハッピー・パートナー企業取り
組み紹介パネル展

～7月1日／6月22日～30
日は8：30から／7月1日は
13：00まで／土・日は9：00
～18：30

市民センター
人権・男女共同参画
課

14:00 15:00 カフェDE健康講座
タオルDEらくらくストレッチ
／29日10：00～11：00　熱
中症予防も

タニタカフェ 健康課

6月22日 火 9:00 12:00 運動あそび
子育ての駅　てらど
まり

子ども・子育て課

19:00 20:30
まちなかカフェ「最近のお墓事
情」

講師：トーア株式会社　取
締役・浅野恭兵さん

まちなかキャンパ
ス長岡

まちなかキャンパス
長岡

6月23日 水 9:00 14:30 ハッピー誕生日♥
子育ての駅　てらど
まり

子ども・子育て課

10:30 10:45 うさみみクラブ 読み聞かせ
子育ての駅　てらど
まり

子ども・子育て課

6月24日 木 11:00 12:00
講座「赤ちゃんとママのため
のおっぱいの話」

講師：助産師／～25日17：
00まで子育ての駅フェイス
ブックで配信も

子育ての駅　ぐんぐ
ん

子ども・子育て課

【裏面に続く】
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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

6月25日 金 18:00 20:00
起業スクール「Nagaoka
Startup School ×
CREATIVE」

3日間でビジネスプランを作
成するプログラム／7月2
日、4日も（計3回）

まちなかキャンパス
長岡

産業イノベーション
課

19:00 20:30
まちなかカフェ「放射線ってな
んだろう？」

講師：東京大学　准教授・
村上健太さん

まちなかキャンパ
ス長岡

まちなかキャンパス
長岡

6月26日 土 10:00 11:30
花と緑の教室「小品盆栽を楽
しむ（五葉松、モミジ）」

講師：中央公民館趣味の教
室講師・坂井政次さん

緑花センター 緑花センター

10:00 11:30
東京五輪・パラリンピックホス
トタウン事業　モンゴル文化紹
介

国際交流センター
「地球広場」

国際交流センター

13:30 14:00 ふれあいガイド
巴ヶ丘山荘と庭園をガイド
付きで見学／14：00、14：30
からも（各30分）

もみじ園 もみじ園

浅草・守門岳ヒメサユリツアー 26日浅草岳／27日守門岳 浅草岳、守門岳 道院高原

6月27日 日 10:00 12:00 縄文楽器をつくろう 馬高縄文館 馬高縄文館

13:00 17:00 歴博DE婚活 県立歴史博物館
ながおか・若者・しご
と機構推進課

13:30 15:00
花と緑の教室「ハーブを育て
て楽しもう」

講師：緑花推進指導員・紺
美雪さん

緑花センター 緑花センター

6月28日 月 14:00 15:30
まちなかカフェ「まっすぐに醸
し伝える新潟の味－みそから
ピクルスまで－」

講師：栁醸造株式会社　代
表取締役・栁和子さん

まちなかキャンパ
ス長岡

まちなかキャンパス
長岡

6月29日 火 10:00 11:00 山荘ヨガ体験
講師：健康運動指導員・小
林奈津子さん

もみじ園 もみじ園

6月30日 水 19:00 21:00
親も育つ子育てセミナー①怒
りをコントロール

講師：マックス・ゼン・パ
フォーマンス・コンサルタン
ツ・代表取締役・丸山結香
さん

さいわいプラザ 子ども・子育て課

会　　議

期日 曜日 自 至 名　称 内容等 会場等 担当課

6月16日 水 13:00 本会議（予備日） 議場 議会総務課

6月17日 木 13:00 本会議（予備日） 議場 議会総務課

6月18日 金 13:00 本会議（予備日） 議場 議会総務課

6月21日 月 10:00 建設委員会 第一委員会室 議会総務課

6月22日 火 10:00 産業市民委員会 第一委員会室 議会総務課

6月23日 水 10:00 文教福祉委員会 第一委員会室 議会総務課

6月24日 木 10:00 総務委員会 第一委員会室 議会総務課

6月25日 金 14:15 教育委員会定例会 さいわいプラザ 教育総務課

6月28日 月 11:30 議会運営委員会 第二委員会室 議会総務課

13:00 本会議（最終日） 議場 議会総務課

6月29日 火 10:00 12:00
第1回長岡市地域公共交通協
議会

まちなかキャンパス
長岡

都市政策課


