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※7月13日（水）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

7月16日 土 てらとち島ぼうけんりょこう

～8月30日／中之島・寺
泊・栃尾の3館で本を借り
てスタンプを集めると景品
をプレゼント

中之島地域図書館 中之島地域図書館

9:00 17:00
貞心尼没後150周年展－和
島は良寛と貞心尼の出逢い
の地－

～10月2日 良寛の里美術館
和島支所産業建設
課

9:30 15:00 松ぼっくりで置物作り トキと自然の学習館 トキと自然の学習館

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 11:30
長岡空襲解説講座～長岡空
襲の事実を知ろう～

講師：戦災資料館アドバイ
ザー・星貴さん

戦災資料館 庶務課

10:00 11:30
市民プロデュース講座
「Let's！900円で3食レシピ」

講師：はれいろごはん代
表・ますがたみきさん（新潟
県栄養士会）

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
長岡市人権教育・同和教育
研修会

講師：新潟大学大学院教
授・相庭和彦さん

中央図書館 中央公民館

10:30 11:00 えほんのへや 読み聞かせ 栃尾地域図書館 栃尾地域図書館

11:00 11:30 絵本のとびら
「ぴょーん」のお話の世界
で遊ぶ

子育ての駅　ちびっ
こ広場

子ども・子育て課

13:00 17:00
リーンローンチパッドプログラ
ム

ビジネスプラン化 NaDeC BASE
産業イノベーション
課

14:00 15:30
市民プロデュース講座「知っ
て得する自己暗示」

講師：新潟医療福祉大学
教授・山﨑史恵さん

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
おはなし“ピッピ”夏スペシャ
ル

北地域図書館 北地域図書館

7月17日 日 9:00 16:30 越後大茶会inアオーレ お茶席体験コーナーなど アオーレ長岡 文化振興課

10:00 11:30

ボランティア企画講座「ロウを
利用してハンカチをカラフル
に染めてみよう！　②染めて
みよう！」

講師：長岡工業高等専門
学校　元教授・丸山一典さ
ん

長岡工業高等専門
学校

まちなかキャンパス
長岡

10:00 12:00 縄文遺跡で昆虫採集！
講師：昆虫研究家・山屋茂
人さん

馬高縄文館 科学博物館

10:00 12:00 縄文遺跡で発掘体験！ 雨天中止 馬高縄文館 科学博物館

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 おはなし世界一周「イギリス」 読み聞かせ、クイズ 西地域図書館 西地域図書館

11:00 12:00
大人限定水族博物館バック
ヤードツアー

寺泊水族博物館 寺泊水族博物館

13:00 17:00
米百俵未来塾開校式＆第1
回講座

小中学生が米百俵の故事
などから先人の考えを学習

アオーレ長岡
米百俵財団、まちな
かキャンパス長岡

14:00 15:30
こども大学「目指せ！図書館
の達人　②自分だけのミニ本
をつくろう」

講師：中央図書館職員ほ
か

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

14:30 14:50
えほんのとびら～はたこうし
ろうさんの絵本～

南地域図書館 南地域図書館

15:00 16:05 みにみに上映会 トムとジェリー② 北地域図書館 北地域図書館

7月18日 祝 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／25日も

子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

7月19日 火 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

7月20日 水 10:00 親子ヨガ
子育ての駅　かわぐ
ち

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

7月20日 水 10:00 11:00 つき2deハッピーひろば ハッピー体操など
高齢者センターふそ
き

健康課

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「ネッ
ト社会とうまく付き合いたい」

講師：インターネット利用ア
ドバイザー・大久保真紀さ
ん

さいわいプラザ 子ども・子育て課

10:00 12:00 シニアドライビングセミナー
14:00～16:00も／サポート
カー体験、安全運転講座な
ど

ダイハツ長岡研修
センター

市民課

10:30 10:45 うさみみクラブ
絵本の読み聞かせ／27日
も

子育ての駅　てらど
まり

子ども・子育て課

13:30 14:30 つきイチひろば
ながおか元気体操、ハッ
ピー体操など

アオーレ長岡 健康課

7月21日 木 10:45 11:15 誕生会
子育ての駅　なかの
しま

子ども・子育て課

10:45 11:45
こどもと一緒に手しごとサロン
「おさかなフェルト」

子育ての駅　ぐんぐ
ん

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

7月22日 金 10:30 11:00 水遊びDAY 25日、29日も
子育ての駅　なかの
しま

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

10:30 11:30 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

10:45 11:00 なかよしタイム 手遊び、体操／29日も 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

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 出張図書館 子育ての駅　とちお 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

7月23日 土 9:30 20:00 まわしてポン！で、調べもの
～8月28日／百科事典を引
いて問題に答え、5問正解
でプレゼントがもらえる

互尊文庫 互尊文庫

10:00 11:30
戦災資料館に行ってみよう～
親子で学ぶ長岡空襲～

館内見学、図書の紹介 戦災資料館 庶務課

10:00 11:30
夏休み親子園芸教室「アイ
（藍）のたたき染め」

13:30～15:00も／講師：緑
花推進指導員

緑花センター 緑花センター

10:00 11:30
ボランティア企画講座「静電
気おもちゃをつくって学ぼ
う！」

講師：長岡技術科学大学
名誉教授・矢鍋重夫さん

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

10:00 16:30
原信Presents　輝け！高校生
プログラム～Youが明日のグ
ローカリスト～

～8月20日（計5回）／
SDGsや地球規模の課題を
考え、グローカルな企業の
取り組みを学ぶ

まちなかキャンパス
長岡など

国際交流協会

10:30 11:10 エレクトーンミニコンサート
ルパン三世のテーマ、ジブ
リ・ディズニーメドレーなど

子育ての駅　やまこ
し

子ども・子育て課

10:30 11:40 はまなす上映会～映浜～ ミッキーのお化け退治 寺泊地域図書館 寺泊地域図書館

12:00 15:00
みにつける火炎土器　火炎土
器ボディペイント

24日も 馬高縄文館 馬高縄文館

13:30 15:00
こころの健康づくり講演会～
笑いで学ぶコミュニケーション
のヒント～

講師：新潟お笑い集団
NAMARA・高橋なんぐさん

リリックホール 健康課

13:30 15:30
性的マイノリティ理解促進講
演会「多様な性のあり方～今
日から私にできること～」

講師：一般社団法人fair・松
岡宗嗣さん

中央図書館
人権・男女共同参画
課

14:00 16:00
ボランティア企画講座「空飛
ぶ仕組みを理解してドローン
を飛ばしてみよう！」

講師：長岡技術科学大学
名誉教授・神林紀嘉さん

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

7月24日 日 9:00 12:00
水生生物探索会　タツノオト
シゴを見つけよう！

31日も 寺泊水族博物館 寺泊水族博物館

10:00 11:30 カブトムシの飼い方教室 雪国植物園 雪国植物園

10:00 11:30 認知症サポーター養成講座
講師：認知症キャラバン・メ
イト

さいわいプラザ 長寿はつらつ課

10:00 14:30
米百俵プレイス ミライエ長岡
現場見学会

建設現場の見学やVR（仮
想空間）動画で施設を紹介

NaDeC　BASEほか
ミライエ長岡開設準
備室

13:30 15:00
花と緑の教室“おてがる”根
菜類の袋栽培

講師：緑花推進主任指導
員

緑花センター 緑花センター

14:00 15:00
夏休み工作教室「オリジナル
バッグを作ろう」

栃尾地域交流拠点
施設トチオーレ

栃尾地域図書館

14:00 15:30
こどもカフェ「光でお絵描き！
一眼レフカメラでアート写真を
撮ろう」

講師：YouTubeチャンネル
Asobi.CCクリエイター・
TAKUさん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

7月25日 月 14:00 15:30
こども大学「目指せ！図書館
の達人　③図書館のおしごと
を体験しよう」

講師：中央図書館職員 中央図書館
まちなかキャンパス
長岡

7月26日 火 9:00 17:00 展示室こどもクイズラリー
～28日／クイズに答えると
プレゼントがもらえる

馬高縄文館 馬高縄文館

9:30 11:00 運動あそび
子育ての駅　てらど
まり

子ども・子育て課

9:30 11:30 夏休み図書館ボランティア
～8月19日／13:30～15:30
も／カウンター業務や本の
整理などを体験

各図書館 中央図書館

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

10:30 11:30
親子制作「すずし～い！ハッ
ピーうちわ」

～28日 子育ての駅　わしま 子ども・子育て課

10:30 11:30
パパママと赤ちゃんのつどい
「アロマでリラックス！ママの
ためのリフレッシュ体操！」

さいわいプラザ 子ども・子育て課

10:30 11:30 カフェDE健康講座
ゆったりヨガと健康な体の
軸を学びましょう

まちなかキャンパス
長岡

健康課

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

11:00 12:00 親子わくわく魚ランド
水族博物館の舞台裏見
学、ミズダコやピラニアなど
の餌作り・餌やり体験

寺泊水族博物館 寺泊水族博物館

13:00 15:00
夏休みワークショップ「縄文楽
器作り」

27日縄文編みのコース
ター作り、28日ミニ土器作
りも

馬高縄文館 馬高縄文館

13:30 15:00
こどもカフェ「動物たちの体形
の意味を教えるｚｏｏ」

講師：悠久山小動物園飼
育員

悠久山小動物園
まちなかキャンパス
長岡

7月27日 水 9:30 10:30 夏のかはくミニクラフト
14:30～15:30も／リサイク
ルペーパーバッグづくりな
ど

科学博物館 科学博物館

10:00 12:00
プログラミングを体験！バー
チャル長岡を創ろう！

マインクラフトを使ったプロ
グラミング体験イベント

NaDeC　BASE
ながおか・若者・しご
と機構

10:30 11:30 おしゃべりハッピータイム 子育ての駅　よいた 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

10:50 11:20
シャワシャワシャワーで水遊
び

～8月12日の水・木・金
子育ての駅　ぐんぐ
ん

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

11:00 15:00 福祉事業所商品マルシェ 食品や雑貨などの販売 アオーレ長岡 福祉課

13:00 17:30

長岡市×NTT東日本連携協
定締結記念事業「長岡技術
フォーラム－次世代ICT技術
者を生み出すイノベーション
都市長岡－」

天才プログラマー・登大遊
さんほか有識者による最
先端技術フォーラム

ホテルニューオータ
ニ長岡

デジタル行政推進
課、産業イノベー
ション課

14:00 15:35 夏休み映画会
小さなバイキング　ビッケ
（’09年／ドイツ）

中央図書館 中央図書館

【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

7月28日 木 9:00 12:00
夏休みの自由研究にぴった
り！ごみダイエット選手権

ごみ処理場の見学、SDGs
とごみのお話

寿クリーンセンター 環境政策課

10:00 15:30 米百俵未来塾第2回講座
米百俵のゆかりの地を巡
り、先人の想いや学びを体
感

市立劇場ほか
米百俵財団、まちな
かキャンパス長岡

13:00 15:00 作陶体験教室
農の駅　あぐらって
長岡

農の駅　あぐらって
長岡

18:30 19:00
おばけがたくさん！夜のおは
なし会

読み聞かせ 互尊文庫 互尊文庫

7月29日 金 11:00 11:30 お誕生会 子育ての駅　よいた 子ども・子育て課

14:00 15:30
こどもカフェ「誰でも簡単にダ
ブルダッチ－親は縄を回すだ
け－」

講師：長岡工業高等専門
学校准教授・江田茂行さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

19:00 20:00 読者のつどい 絲山秋子著「末裔」 互尊文庫 互尊文庫

7月30日 土
越後長岡まちの駅シールラ
リーの旅2022

～9月4日／シールを集め
て応募すると抽選で景品
が当たる

市内まちの駅 市民協働課

9:00 13:30 与板鍛冶体験工房
～11月／鍛冶職人による
指導のもと、本格的な切り
出し（ペーパーナイフ）作り

与板鍛冶体験工房
与板支所産業建設
課

9:00 17:00 夏のオープンキャンパス 31日も 長岡造形大学 長岡造形大学

9:30 11:30
夏休み企画「エコバッグを染
めよう」

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 12:00
縄文石器をつくろう！「黒曜
石の矢尻」

13:00～15:00滑石のまが玉
も／講師：考古学研究家・
磯部保衛さん

馬高縄文館 科学博物館

13:30 15:30

ボランティア企画講座「ごは
んをかむと甘くなるのはな
ぜ？－酵素のはたらきを知ろ
う－」

講師：長岡技術科学大学
名誉教授・森川康さんほか

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

15:00 21:00 川口まつり

武者行列、大花火大会な
ど／31日9:00～20:00　女
みこし、音むすびフェスinか
わぐち、総にわかなども

川口支所前ほか
川口支所産業建設
課

17:30 20:30
生きものガイド「探せ！ゴース
トクラブ」

講師：新潟市水族館マリン
ピア日本海・原田彩知子さ
ん／雨天中止

寺泊中央海水浴場 科学博物館

18:30 20:30
こどもカフェ「花火の色づくり
に挑戦！」

講師：長岡工業高等専門
学校教授・鈴木秋弘さん

長岡工業高等専門
学校

まちなかキャンパス
長岡

7月31日 日 9:00 12:00 こだわりのそば名人
種まきから脱穀、そば打ち
まで行う（計5回）

農の駅　あぐらって
長岡

農の駅　あぐらって
長岡

10:00 11:30
夏休み☆こども造形講座「陶
芸にちょうせん！」

13:30～15:00も／講師：陶
芸家・岡﨑宗男さん

栃尾美術館 栃尾美術館

10:00 12:00 体験教室 いごねりと八石なすの漬物 みんなの体験館 おぐに森林公園

14:00 16:00
こどもカフェ「韓国の紙文化体
験　韓紙チョガッポ」

講師：長岡造形大学准教
授・金夆洙さん

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

7月21日 木 15:30 教育委員会定例会 さいわいプラザ 教育総務課


