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※6月13日（月）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 木 10:00 11:00 つき2deハッピーひろば
ハッピー体操など／22日、
28日、30日も

高齢者センターまき
やま（16日、30日）、
高齢者センターふそ
き（22日）、長岡ロン
グライフセンター（28
日）

健康課

10:30 11:00 てくてく散歩 子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

10:30 11:30 ベビーマッサージ
子育ての駅　ちびっ
こ広場

子ども・子育て課

14:00 15:30
性的マイノリティの方への理
解促進に向けた研修

市職員向け研修／講師：
弁護士・黒田隆史さん

アオーレ長岡
人権・男女共同参画
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－　③市街地火災・被
害予測・人間行動の視点から
学ぶ防災」

講師：東京大学大学院教
授・廣井悠さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

6月17日 金 10:00 10:30 えほんであそぼ 読み聞かせ 寺泊地域図書館 寺泊地域図書館

10:00 17:00
企画展「峠」－河井継之助は
何を見据えたか

～8月28日／小説「峠」を軸
とした継之助の人物像を紹
介

河井継之助記念館 観光企画課

10:45 11:15 にっこり誕生会 子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

17:30 19:15 第1回　ほうかご国際文化部
学校帰りに気軽に英語で
トーク／17:30～中学レベ
ル、18:30～高校レベル

国際交流センター
「地球広場」

国際交流センター
「地球広場」

6月18日 土 9:00 10:00
長岡・フォートワース高校生
Zoomミートアップ

オンライン交流 市民センター 国際交流協会

9:00 12:00
漂着物から学ぶ海の環境問
題

寺泊の海岸でビーチコーミ
ング（漂着物収集）／講師：
寺泊水族博物館館長

寺泊文化センター 寺泊地域図書館

9:30 12:30
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
長岡駅前市民プランターづく
り

11:00からも
長岡駅大手口駅前
広場

緑花センター

10:00 11:00 おしゃべり会
子育ての駅　やまこ
し

子ども・子育て課

10:00 11:30
市民プロデュース講座「可愛
いマスクメイク講座」

講師：長岡美容専門学校
非常勤講師・樋口奈美さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

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

さいわいプラザ 子ども・子育て課

10:30 11:30
パパサロン「どんな絵本を読
もうかな？パパベビおきらく♪
絵本術！」

講師：絵本セラピスト
子育ての駅　ぐんぐ
ん

子ども・子育て課

14:00 15:30
市民プロデュース講座「添加
物のこと知ってんか？」

講師：新潟薬科大学教授・
重松亨さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

15:00 15:30 作って遊ぼう！ワクワク工房 ケロケロカエルくん作り 互尊文庫 互尊文庫

6月19日 日 9:30 10:30 市民花壇の花植え
コリウス・サルビア・ニチニ
チソウなど／23日も

緑花センター 緑花センター

10:00 11:30 鼓童公演DVD上映会 中之島文化センター 中之島文化センター

10:30 11:30 おはなしひろば 読み聞かせ、工作 中之島地域図書館 中之島地域図書館

10:30 15:30 家族で守ろうパパの健康
血圧測定、血管年齢測定、
体組成測定など

リバーサイド千秋 健康課

10:45 11:45 にちようおもちゃばこ 絵本の読み聞かせ 子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

11:00 11:20
おはなし日本＆世界一周「岩
手県」

読み聞かせ、クイズ 西地域図書館 西地域図書館

【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19日 日 14:30 14:50
えほんのとびら～きたやまよ
うこさんの絵本～

南地域図書館 南地域図書館

6月20日 月 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／27日も

子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

11:00 11:30 赤ちゃんとふれあいリトミック
子育ての駅　ぐんぐ
ん

子ども・子育て課

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

15:00 15:55 みにみに上映会
綾小路きみまろ「爆笑！エ
キサイトライブビデオ第2
集」

北地域図書館 北地域図書館

6月21日 火 9:30 11:00 運動あそび
寺泊コミュニティセン
ター、子育ての駅
てらどまり

子ども・子育て課

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

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 親子運動遊び
子育ての駅　かわぐ
ち

子ども・子育て課

10:30 11:30 親子制作「七夕飾り」 22日も 子育ての駅　わしま 子ども・子育て課

11:10 11:35 米百俵号巡回 絵本の読み聞かせ 子育ての駅　とちお 子ども・子育て課

13:00 21:00
ハッピー・パートナー企業取り
組み紹介パネル展

～7月5日 アオーレ長岡
人権・男女共同参画
課

6月22日 水 10:30 10:45 うさみみクラブ 絵本の読み聞かせ
子育ての駅　てらど
まり

子ども・子育て課

10:30 11:30
講座「うちの子って元気す
ぎ?!」

ちょっと気になる子の育ち
や発達のお話

子育ての駅　ぐんぐ
ん

子ども・子育て課

10:45 11:00 ハッピー誕生日♥
子育ての駅　てらど
まり

子ども・子育て課

11:00 11:30 お誕生会 子育ての駅　とちお 子ども・子育て課

6月23日 木 10:30 11:30
笹に飾りましょう！キラキラキ
ラ☆

子育ての駅　わしま 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

14:00 15:30
くらしの講座「やさしく教え
て！金融商品」

講師：金融広報アドバイ
ザー・松山豊明さん

まちなかキャンパス
長岡

消費生活センター

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－　④リスク・コミュニ
ケーションの視点から学ぶ防
災」

講師：京都大学防災研究
所教授・矢守克也さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

6月24日 金 9:30 10:40
親子で作ろう「キラキラボト
ル」

子育ての駅　こしじ 子ども・子育て課

10:30 11:15 おしゃべりハッピータイム
子育ての駅　てらど
まり

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

10:45 11:15 わくわく誕生会 子育ての駅　わしま 子ども・子育て課

10:45 11:45
子育て講座「赤ちゃんとママ
のためのおっぱいのお話」

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

子育ての駅　ぐんぐ
ん

子ども・子育て課

11:00 11:15 誕生会
子育ての駅　ちびっ
こ広場

子ども・子育て課

11:00 11:30 作って遊ぼう 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 今から始める熱中症予防 タニタカフェ 健康課

19:00 20:00 読者のつどい
万城目学著「偉大なる、
しゅららぼん」

互尊文庫 互尊文庫

19:00 20:30
まちなかカフェ「クラフトビー
ルってなに？－吉乃川『摂田
屋クラフト』への想い－」

講師：吉乃川株式会社ビー
ル事業部・中川正義さんほ
か

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

【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25日 土 9:00 17:00
企画展「世界昆虫探険記」-
自然絵本作家・松岡達英の
昆虫採集-

～8月19日 科学博物館 科学博物館

10:00 11:30
花と緑の教室「小品盆栽を楽
しむ『黒松、石化桧』」

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
乳幼児・小児のための応急手
当講習

心肺蘇生、AEDの使い方な
ど／講師：長岡消防署山古
志出張所・救急隊員

子育ての駅　やまこ
し

子ども・子育て課

10:00 11:30 みんなで遊ぼうプラレール 13:30～15:00も 子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

10:00 15:00 KIDS FESTIVAL
子ども縁日、キッチンカー
など／26日も

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

10:00 17:00
リーンローンチパッドプログラ
ム

ビジネスモデル設計 NaDeC BASE
産業イノベーション
課

10:00 18:00 アオーレ！ドイツフェスト2022
ドイツに関する食や雑貨の
販売、車の展示など／26
日10:00～16:00も

アオーレ長岡 市民協働課

10:30 11:00
えほんのへや　あめの日スペ
シャル

読み聞かせ、工作 栃尾地域図書館 栃尾地域図書館

10:30 11:00 家族みんなでリズム遊び 講師：音楽指導員
子育ての駅　ちびっ
こ広場

子ども・子育て課

10:30 11:30 はまなす上映会～映浜～ トムとジェリー 寺泊地域図書館 寺泊地域図書館

13:30 15:00
ネイチャートーク「信濃川の淡
水魚-知って、守ろう地域の
自然-」

講師：滋賀県立琵琶湖博
物館学芸員・川瀬成吾さん

まちなかキャンパス
長岡

科学博物館

14:00 15:30
まちなかカフェ「ｅスポーツっ
ていいスポーツ？」

講師：新潟コンピュータ専
門学校非常勤講師・保倉
瑠威さん　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 15:30 伊沢拓司講演会 中之島文化センター 中之島文化センター

14:00 15:30

多文化共生セミナー「実際、
外国の人と一緒に働くってど
うなの??～ユニクロの多文化
共生～」

講師：㈱ファーストリテイリ
ング・苅田愛さん

国際交流センター
「地球広場」

国際交流協会

18:30 20:00
いきもの探検隊×SDGs「蛍
の観察会」

雪国植物園 環境政策課

6月26日 日 9:30 12:00
いきもの探検隊×SDGs「田
んぼの生き物観察会」

国営越後丘陵公園 環境政策課

10:00 12:00 縄文楽器をつくろう♪ 土笛、土鈴づくり 馬高縄文館 馬高縄文館

10:30 11:15
むかーしむかしのおはなし会
ごっつぉスペシャル

長岡民話の会による昔話
の語り、工作キットの配布

大島コミュニティセン
ター

西地域図書館

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 緑花センター 緑花センター

14:00 15:30
まちなかカフェ「スパイスカ
レーのしびれる魅力」

講師：スパイス料理研究
家・一条もんこさん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

6月27日 月 10:00 11:15
制作あそび～七夕制作　お
花紙ボールの吹き流し～

～7月7日／13:00～15:00も
子育ての駅　なかの
しま

子ども・子育て課

10:30 11:30
個性？個人差？発達のちょっ
と気になる子の話

講師：保育士
子育ての駅　ぐんぐ
ん

子ども・子育て課

6月28日 火 10:00 12:00
夫婦・パートナーにまつわる
法律セミナー

講師：弁護士・片沼貴志さ
ん

まちなかキャンパス
長岡

人権・男女共同参画
課

10:30 11:30 キッズランドで遊ぼう 子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

11:00 11:30 七夕飾り 子育ての駅　とちお 子ども・子育て課

11:00 11:40 わいわいおしゃべり会
子育ての駅　ちびっ
こ広場

子ども・子育て課

14:00 16:05 映画会
六ヶ所村ラプソディー（’06
年／日本）

中央図書館 中央図書館

6月29日 水 11:00 11:30 お誕生会 子育ての駅　よいた 子ども・子育て課

19:00 20:30
まちなかカフェ「大相撲いろは
の『ろ』」

講師：新潟産業大学教授・
片岡直樹さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

【裏面に続く】



行事・事業

期日 曜日 自 至 名　称 内容等 会場等 担当課

6月29日 水 19:00 21:00
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

6月30日 木 10:30 11:30 カフェDE健康講座 誤嚥性肺炎のお話 タニタカフェ 健康課

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－　⑤災害時の企業
による地域復旧・復興活動の
視点から学ぶ防災」

講師：長岡造形大学准教
授・福本塁さん

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16日 木 10:00
まちづくり・新エネルギー対策
特別委員会

第一委員会室 議会総務課

上記終了後 人口減少対策特別委員会 第一委員会室 議会総務課

13:00 本会議（予備日） 議場 議会総務課

6月17日 金 13:00 本会議（予備日） 議場 議会総務課

6月20日 月 10:00 文教福祉委員会 第一委員会室 議会総務課

6月21日 火 10:00 建設委員会 第一委員会室 議会総務課

6月22日 水 10:00 産業市民委員会 第一委員会室 議会総務課

6月23日 木 10:00 総務委員会 第一委員会室 議会総務課

13:15 教育委員会定例会 さいわいプラザ 教育総務課

6月24日 金 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

13:30 15:30
第4回長岡市立地適正化計
画策定委員会

まちなかキャンパス
長岡

都市政策課

6月27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


