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※5月27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1日 水
新潟県知事選挙　選挙事務
室閉鎖

選挙管理委員会事
務局

9:30 19:00
スタッフの推し本‼－私の10冊
－

～29日／地域館スタッフの
「推し本‼」展示

中之島地域図書館 中之島地域図書館

9:30 20:00
百科事典で謎解き！としょか
ん探偵

～29日／ガチャガチャをひ
いて出たクイズに挑戦

南地域図書館 南地域図書館

10:00 10:20 夏のおやこタイム
絵本や紙芝居の読み聞か
せ

北地域図書館 北地域図書館

14:00 15:30 古文書に見る長岡のすがた
江戸時代のくずし字から郷
土の歴史を読み解く

中央図書館 文書資料室

15:00 16:30

映画公開記念講演会　河井
継之助に想いを寄せて～映
画「峠　最後のサムライ」公開
のこの期に～

講師：東進ハイスクール・東
進衛星予備校現代文講師・
林修さん

リリックホール 観光企画課

19:00 20:30
まちなか大学「ストレスをマネ
ジメントする　④『怒り』をマネ
ジメントする（実践編）」

講師：日本アンガーマネジ
メント協会・土田英文さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

6月2日 木 10:00 作ってあそぼ 折り紙で作る動物指人形 子育ての駅　よいた 子ども・子育て課

10:00 11:00 つき2deハッピーひろば
ハッピー体操など／8日、
14日も

高齢者センターまき
やま（2日）、高齢者
センターふそき（8
日）、長岡ロングライ
フセンター（14日）

健康課

10:00 17:00 市民写生会作品展 ～5日 アオーレ長岡 文化振興課

10:30 11:15 講座「歯の大切さ」
乳幼児のお口のお手入れ
について／講師：歯科衛生
士・土田新子さん

子育ての駅　こしじ 子ども・子育て課

10:30 11:30
パパママ講座＆相談「子ども
の歯の健康について」

講師：歯科衛生士 子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

19:00 20:30

まちなか大学「生き残る防災
力を身につける－自助・共助
の推進－　①災害リスク情報
の視点から学ぶ防災」

講師：防災科学技術研究所
総合防災情報センター長・
臼田裕一郎さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

6月3日 金 7:30
リシャール・ミル　ヨネックスレ
ディスゴルフトーナメント2022

～5日
ヨネックスカントリー
クラブ

スポーツ振興課

10:45 11:00 なかよしタイム 手遊び、体操／10日も 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
14日10:30～11:30　子育て
の駅　千秋も

子育ての駅　ぐんぐ
ん

子ども・子育て課

6月4日 土 9:00 12:00
長岡・フォートワース高校生
Zoomミートアップ　研修

講師：映画監督・高野宙さ
ん／11日9:00～10:00オン
ライン交流も

市民センター 国際交流協会

10:00 15:00 土器焼き体験！
イベントで作成した火焔土
器・縄文土器の焼成

馬高縄文館 馬高縄文館

10:00 16:30 長岡クラフトフェア
～6日／陶芸、ガラス、木
工、染織などの作品展示・
販売

千秋が原ふるさとの
森

産業支援課

10:00 17:00
リーンローンチパッドプログラ
ム

商品価値検証（byリーンス
タートアップ）

NaDeC BASE
産業イノベーション
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

13:00 13:15
長岡市消防団「学生消防隊」
辞令交付式

消防本部 消防本部総務課

【裏面に続く】

行事会議事業案内

６月１日号(６月１日～６月１５日）
資料提供：長岡市関係部局 
発　　　行：長岡市広報課



行事・事業

期日 曜日 自 至 名　称 内容等 会場等 担当課

6月4日 土 14:00 15:30
企業・団体プロデュース講座
「地元×ＩＴ　若手エンジニアが
長岡で働く理由」

講師：株式会社スプリック
ス・スプリックスエンジニア
リングラボ社員

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

6月5日 日 10:00 12:00 女性のための漢方講座
生理不順や更年期との付
き合い方を学ぶ

中之島文化セン
ター

中之島文化センター

11:00 12:00 草もちつき大会
子育ての駅　ぐんぐ
ん

子ども・子育て課

12:30 14:00
「歯」と「食」の健口ひろば　歯
の講演会「健康ライフを脅か
すお口の悪玉菌」

講師：東京歯科大学名誉教
授・奥田克爾さん

アオーレ長岡 健康課

14:00 15:30
まちなかカフェ「古墳に大コー
フン！」

講師：古墳にコーフン協会
理事長・伊藤壮さんほか

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

14:00 16:00 子ども1日図書館員
カウンターで本の貸し出し
などを体験

栃尾地域図書館 栃尾地域図書館

14:10 15:30
「歯」と「食」の健口ひろば　食
の講演会「長寿菌がいのちを
守る！」

講師：辨野腸内フローラ研
究所理事長・辨野義己さん

アオーレ長岡 健康課

6月6日 月 10:00 16:00
ファミリー・サポート・センター
「子育てサポート講座」

子どもの栄養と食生活、心
の発達など

ファミリー・サポー
ト・センター

ファミリー・サポート・
センター

10:45 11:15
みて！うたって！サポさんと
あそぼう

絵本の読み聞かせ、ミニコ
ンサート／13日も

子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

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 まちなかカフェ「灯り語」
講師：長岡造形大学教授・
佐藤淳哉さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

6月7日 火 10:00 11:00 山荘ヨガ体験
講師：健康運動指導士・小
林奈津子さん

もみじ園 もみじ園

11:00 11:20 誕生会 子育ての駅　こしじ 子ども・子育て課

6月8日 水 10:00 12:00
親も育つ子育てセミナー「子ど
もの安全基地になる」

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

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 15:50 映画会
僕たちの家に帰ろう（’14年
／中国）

中央図書館 中央図書館

19:00 20:30
まちなか大学「ストレスをマネ
ジメントする　⑤気持ちを軽く
する」

講師：長岡崇徳大学教授・
田邊要補さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

6月9日 木 10:00 11:30 おもちゃ広場
子育ての駅　ぐんぐ
ん

子ども・子育て課

10:30 11:15 講座「あせも対策」
講師：ロイヤルセラピスト・
佐藤順子さん

子育ての駅　こしじ 子ども・子育て課

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

19:00 20:30

まちなか大学「生き残る防災
力を身につける－自助・共助
の推進－　②災害復興計画、
防災・減災まちづくりの視点か
ら学ぶ防災」

講師：兵庫県立大学大学院
准教授・澤田雅浩さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

6月10日 金 10:00 12:00
長岡おもちゃ病院てくてく出張
開院

子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

10:30 父の日似顔絵カード作り 子育ての駅　みしま 子ども・子育て課

11:00 11:30 すくすくおしゃべり会 子育ての駅　とちお 子ども・子育て課

6月11日 土 6:00 9:00 市民探鳥会
公園内を歩いてバード
ウォッチング（雨天中止）

巴ヶ丘自然公園 科学博物館

10:30 11:30 おたのしみ「ぷち」上映会 はなかっぱの交通安全など 栃尾地域図書館 栃尾地域図書館

11:30 16:00
ながおかホコ天　五十六＆継
之助まつり

ステージイベント、飲食ブー
スなど

大手通り周辺 産業支援課

【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

6月11日 土 13:00 14:30
グリーン教室「多肉植物の寄
せ植え」

北地域図書館 北地域図書館

13:30 15:00
花と緑の教室「さし芽」と「さし
木」～栄養繁殖のススメ～入
門編

講師：緑花推進主任指導員 緑花センター 緑花センター

13:30 15:30 長岡空襲の体験を聞く会 空襲体験者のお話 長岡戦災資料館 庶務課

14:00 15:30
クラフトバンドでコースターを
作ろう！

栃尾地域図書館 栃尾地域図書館

19:00 20:15 ホタルの夕べ ～30日 雪国植物園 雪国植物園

6月12日 日 8:45 16:00 子どもフェスティバル
ポイントラリー、ロボコン体
験、スケートボードなど

アオーレ長岡 子ども・子育て課

10:00 16:00 WONDERLAND
手作り雑貨の販売、ステー
ジショーなど

寺泊文化センター 寺泊文化センター

11:00 11:20 ぽんっ！とむかしばなし
長岡民話の会による昔話
の語り

西地域図書館 西地域図書館

14:00 16:15 米百俵デー市民のつどい
米百俵未来塾活動報告、
記念講演会／講師：明治大
学教授・齋藤孝さん

市立劇場
ミライエ長岡開設準
備室

6月14日 火 10:00 11:30
講座「骨粗しょう症を予防しよ
う！」

骨密度測定、栄養指導、運
動指導

子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

10:30 11:15 防災講座
災害時の避難の仕方、持
ち物について／講師：助産
師

子育ての駅　こしじ 子ども・子育て課

6月15日 水 9:30 12:30
おりなす手織り講座「ミニタペ
ストリー」

～7月20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76回新潟県美術展覧会長
岡展

～19日 県立近代美術館 文化振興課

10:00 11:00 親子体操教室 子育ての駅　よいた 子ども・子育て課

10:00 12:00
親も育つ子育てセミナー
「脱！子育て〈孤育て〉」

講師：新潟県女性財団専門
員・木村いほ子さん

さいわいプラザ 子ども・子育て課

10:00 13:00
食育総合講座「みんなの食育
塾」

長岡に伝わる料理を作って
味わおう！伝承料理コース

さいわいプラザ 健康課

10:30 防災講座
子育ての駅　てらど
まり

子ども・子育て課

10:30 11:30 カフェDE健康講座 夏に負けない体に！
まちなかキャンパス
長岡

健康課

11:00 11:15 リズム遊び
子育ての駅　ちびっ
こ広場

子ども・子育て課

13:30 14:30 ベビーマッサージ 子育ての駅　とちお 子ども・子育て課

19:00 20:30
まちなかカフェ「海が教える地
球温暖化」

講師：新潟大学教授・本田
明治さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

会　議

期日 曜日 自 至 名　称 内容等 会場等 担当課

6月2日 木 14:00 16:00
第1回長岡市エネルギービ
ジョン（仮称）検討委員会

アオーレ長岡 環境政策課

6月10日 金 11:00 議会運営委員会 第二委員会室 議会総務課

6月14日 火 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（招集日） 議場 議会総務課

6月15日 水 13:00 本会議（予備日） 議場 議会総務課


