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※7月28日（木）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

8月1日 月 6:00 戦災殉難者慰霊祭 平潟神社 庶務課

7:00 戦災殉難者墓前法要 昌福寺 庶務課

8:00 8:30
空襲で亡くなった子どもたち・
教職員と市民を追悼する集い
～2022平和祈願祭～

平和の森公園 庶務課

9:00 9:40 長岡市平和祈念式典
代表献花、長岡空襲体験
者の話など

アオーレ長岡 庶務課

9:30 20:00 納涼おばけみくじ
～11日／くじを引いて出た
おばけの絵本を貸し出し

南地域図書館 南地域図書館

9:30 20:00
謎本～タイトルのないYA
BOOKS～

～30日／タイトルが隠され
た本を貸し出し

北地域図書館 北地域図書館

9:30 20:00 花火ポスターコレクション展 ～30日 北地域図書館 北地域図書館

10:00 16:00
鎮魂たむけの花・長岡空襲殉
難者遺影展示

～3日 アオーレ長岡 庶務課

10:30 11:30
カフェDE健康講座「しっかり食
べて、夏バテ防止！」

9日「夏こそ筋トレ＆リラック
ス」も

タニタカフェ 健康課

10:30 11:30 ながおか平和フォーラム
平和作品の発表、空襲紙
芝居「みちこのいのち」上演

アオーレ長岡 庶務課

18:00 21:00 長岡まつり平和祭
悠久太鼓、越後長岡慰霊
神輿渡御、センバツ大民踊
流しなど

大手通り周辺 観光事業課

19:00 20:30 柿川灯籠流し
柿川（一之橋～追
廻橋付近）

庶務課

22:30
慰霊の花火の打ち上げと梵
鐘の打ち鳴らし

庶務課

8月2日 火 9:30 15:30 夏の制作～花火うちわ作り～ ～13日
子育ての駅　やまこ
し

子ども・子育て課

9:45 10:45 夏休み☆まいにち工作
～7日／11:00～12:00、
14:00～15:00も／紙風鈴、
万華鏡など

栃尾美術館 栃尾美術館

10:00 17:00
金澤翔子さん書大作「長岡大
花火」公開

～7日 中央図書館 中央図書館

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／9日
も

寺泊水族博物館 寺泊水族博物館

11:30 17:00
長岡まつり昼行事（観光ふれ
あい広場）

観光PR、お土産物産館／3
日も

アオーレ長岡 観光事業課

19:20 21:10 長岡まつり大花火大会
正三尺玉、復興祈願花火
フェニックス、米百俵花火・
尺玉100連発など／3日も

信濃川河川敷 観光事業課

8月3日 水 9:00 17:00 展示室こどもクイズラリー
～5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

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

11:30 17:00
長岡まつり昼行事（わんぱく
おまつり広場）

お笑いライブ、ステージイベ
ント、飲食ブースなど

大手通り周辺 観光事業課

13:00 15:00
夏休みワークショップ「弓矢で
狩り体験」

4日「縄文首飾り作り」、5日
「縄文の森・木工クラフト」も

馬高縄文館 馬高縄文館

8月4日 木 8:30 10:30 中学生ロボコンアカデミー ロボコン制作／18日も 長岡ロボコンの駅 学校教育課

9:30 12:00 科学研究相談会 5日、10日も
長岡市教育セン
ター

学校教育課

10:00 11:30
こどもカフェ「仕掛けが楽しい
飛び出すカードをつくろう！」

講師：長岡造形大学教授・
天野誠さん

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】
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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

8月4日 木 10:00 12:10
ながおか・スミレプロジェクト
「子育て中ママの心身癒しサ
ロン」

9日も
産後ケアハウスね
んねこ

人権・男女共同参画
課

11:00 11:15 はまなす絵本でパチパチパチ 絵本の読み聞かせ 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

8月5日 金 10:00 11:00 ペットボトルでおもちゃ作り 子育ての駅　よいた 子ども・子育て課

10:30 11:30 手形で花火アート 子育ての駅　みしま 子ども・子育て課

10:45 11:00 なかよしタイム 手遊び、体操／12日も 子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

10:45 11:15 おしゃべりハッピータイム 子育ての駅　わしま 子ども・子育て課

11:00 16:00
ながおか・スミレプロジェクトin
トチオーレ

0円マーケット、手作りワー
クショップ、出張相談

トチオーレ
人権・男女共同参画
課

14:00 15:30
ボランティア企画講座「光の
ふしぎを知ってキラキラかが
やく光万華鏡をつくろう！」

講師：長岡技術科学大学名
誉教授・藤井信行さん／6
日も

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

8月6日 土 9:30 10:30
夏休み工作教室「食品サンプ
ルづくり」

11:00～12:00、13:30～
14:30、15:00～16:00も／7
日も

寺泊文化センター 寺泊文化センター

10:00 11:30

こども大学「リモコンなしで思
いどおりに動くロボットカーを
つくろう！　①プログラミングし
てみよう」

講師：長岡工業高等専門学
校教授・池田富士雄さん

長岡工業高等専門
学校

まちなかキャンパス
長岡

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 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 16:00
夏休み工作教室「親子でAM
ラジオ作り」

寺泊文化センター 寺泊文化センター

13:30 18:00
リーンローンチパッドプログラ
ム

DEMO DAY アオーレ長岡
産業イノベーション
課

14:00 16:00
クラシックラウンジ千秋の森
－クラシック音楽を10倍楽し
む方法－

クラシック音楽への興味を
広げる気軽な音楽トーク

リリックホール リリックホール

8月7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！

寺泊水族博物館 寺泊水族博物館

9:00 17:00
一畝オーナー（10m）根菜コー
ス

～11月30日／大根、ニンジ
ン、カブ

農の駅　あぐらって
長岡

農の駅　あぐらって
長岡

10:00 13:00 じゃがいも収穫祭 道院高原 道院高原

10:00 15:00 おりなす夏のクラフトフェア
ワークショップ、子ども縁
日、キッチンカーなど

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
アオーレ長岡10周年記念「ざ
んねんないきもの事典」

～9月11日 アオーレ長岡 市民協働課

13:30 14:30
夏休み工作教室「アクアハー
バリウムづくり」

寺泊文化センター 寺泊文化センター

14:00 15:00
夏休みおたすけ企画「プラネ
タリウムを作ろう」

大島コミュニティセ
ンター

西地域図書館

14:00 15:30

アフィニス夏の音楽祭　2022
Nagaoka　プレイベント　音楽
講座「クラシック音楽の世界を
のぞいてみよう」

講師：上越教育大学大学院
准教授・玉村恭さん

リリックホール 文化振興課

14:00 15:30
こどもカフェ「Kawaii理科実験
分解しまくり隊」

講師：長岡技術科学大学Ｔ
Ｅ×ＤＩ

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

16:00 20:00 中之島夏まつり

おまつり広場、新潟アルビ
レックスBB選手トーク
ショー、銭太鼓演奏、民踊
流しなど

中之島文化セン
ターほか

中之島支所地域振
興・市民生活課

19:30 20:30 寺泊港まつり 海上大花火大会 寺泊中央海水浴場
寺泊支所産業建設
課

8月8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

子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

【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

8月8日 月 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

14:00 15:30
こどもカフェ「廃材でオリジナ
ルな生き物をつくろう！」

講師：廃材再生師・加治聖
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

8月9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

9:30 15:30 夢づくり工房 小学生ものづくり体験 長岡造形大学 学校教育課

14:00 15:30
ボランティア企画講座「超強
力磁石でリニアモーターの仕
組みを学ぼう！」

講師：長岡工業高等専門学
校名誉教授・高田孝次さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

8月10日 水 8:45 17:00
未来の防災リーダー育成講
座

救急講習、消火訓練、はし
ご車搭乗体験など

消防本部 消防本部予防課

9:00 10:30
こどもカフェ「みんなで景観た
んてい団－醸造のまち摂田
屋編－」

講師：長岡造形大学准教
授・津村泰範さん

吉乃川酒ミュージア
ム「醸蔵」

まちなかキャンパス
長岡

10:00 ママのためのメンタルケア
子育ての駅　かわぐ
ち

子ども・子育て課

10:00 12:00
「ざんねんないきもの事典」に
米百俵号ミニがやってくる！

13:00～15:00も／12日も アオーレ長岡 中央図書館

10:30 11:00 おやこDE簡単工作
子育ての駅　ぐんぐ
ん

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

14:00 17:00
ながおかジェンダーコミットメ
ント会議

講師：長岡造形大学理事
長・佐々木順子さん

長岡グランドホテル
人権・男女共同参画
課

16:30 18:30 ながおかUターン交流会 アオーレ長岡
ながおか・若者・しご
と機構

8月11日 祝 平和作品の展示
～21日／市内中学生の応
募作品（作文・ポスター・標
語）を展示

まちなかキャンパス
長岡

庶務課

9:20 12:00
こどもカフェ「長岡歯車製作所
で『はぐるマニア』になろう！
－ながおか企業探検隊－」

12:50～15:30も／講師：株
式会社長岡歯車製作所代
表取締役・加納孝樹さん

長岡歯車製作所
まちなかキャンパス
長岡

13:30 16:30 長岡空襲史跡巡り
左近町、柳原公園
ほか

庶務課

14:00 14:50
アフィニス夏の音楽祭　2022
Nagaoka　プレイベント　議場
コンサート

地元弦楽奏者によるコン
サート

アオーレ長岡 文化振興課

8月12日 金 8:00 12:00 お盆花市（臨時五・十の市）
盆花や旬の野菜、果物など
の販売

坂之上町2丁目 産業支援課

10:00 11:25 映画会
ひろしま（’12年／日本）／
14:00～15:45　黙して契れ
（’10年／ベネズエラ）も

中央図書館 中央図書館

10:00 12:00
長岡おもちゃ病院てくてく出張
開院

おもちゃの修理 子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

10:00 13:00 昆虫同定会 講師：科学博物館学芸員 教育センター 学校教育課

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

8月13日 土 6:00 9:00 市民探鳥会 雨天中止 巴ヶ丘自然公園 科学博物館

10:00 11:30

こども大学「リモコンなしで思
いどおりに動くロボットカーを
つくろう！　②ロボットカーの
車体をつくろう」

講師：長岡工業高等専門学
校教授・池田富士雄さん

長岡工業高等専門
学校

まちなかキャンパス
長岡

10:30 11:30 おたのしみ「ぷち」上映会
名作児童文学DVDシリー
ズ「りゅうの目のなみだ」

栃尾地域図書館 栃尾地域図書館

14:00 16:00 大人「ぷち」上映会
三遊亭楽太郎十八番集②
「禁酒番屋」など

栃尾地域図書館 栃尾地域図書館

8月14日 日 9:00 21:00 第64回三島まつり

2022全日本丸太早切選手
権大会、澤田知可子ミニラ
イブ、トチオンガーセブンミ
ニショー

みしま体育館駐車
場特設会場

三島支所産業建設
課

【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

8月14日 日 9:30 10:30 令和4年度山古志地域成人式
やまこし復興交流館
おらたる

山古志支所地域振
興・市民生活課

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
の紙芝居と語り

西地域図書館 西地域図書館

14:00 15:00 令和4年度和島地域成人式 地域交流館わしま
和島支所地域振興・
市民生活課

15:40 21:00 おぐに夏まつり
ステージイベント、大花火
大会

JA柏崎小国支店カ
ントリーエレベー
ター前

小国支所産業建設
課

19:45 20:45 ふるさとわしままつり 花火大会
和島小学校西側周
辺

和島支所産業建設
課

8月15日 月 9:40 10:30 令和4年度与板地域成人式
よいたコミュニティセ
ンター

与板支所地域振興・
市民生活課

10:10 10:40 令和4年度中之島地域成人式
中之島文化セン
ター

中之島支所地域振
興・市民生活課

13:30 14:30 令和4年度三島地域成人式 みしま会館
三島支所地域振興・
市民生活課

14:00 14:20 令和4年度寺泊地域成人式 寺泊文化センター
寺泊支所地域振興・
市民生活課

19:00 20:30
まちなか大学「長岡のSDGs的
課題を探る！　①新潟の魚が
食卓から消える日：Goal14」

講師：公益社団法人日本水
産資源保護協会　復興水
産販路回復アドバイザー・
笹川周さん

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

8月4日 木 15:00 16:30
第1回長岡式双方向型教育情
報プラットフォーム推進委員
会

市立劇場 学校教育課

8月5日 金 11:00 議会運営委員会 第二委員会室 議会総務課


