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※8月12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

8月16日 火 11:00 12:00 親子わくわく魚ランド
水族館の舞台裏見学、ミズ
ダコ、ピラニアなどへの餌
作り・餌やり体験／23日も

寺泊水族博物館 寺泊水族博物館

19:45 20:30 第64回三島まつり 大花火大会
黒川左岸堤防桜づ
つみ

三島支所産業建設
課

8月17日 水 9:30 12:30
おりなす手織り講座「ブロンソ
ンレース」

～9月21日の毎週水曜日
（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

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

10:30 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
夏休み☆こども造形講座「の
びーる　おりがみアート」

13:30～14:30も／講師：子
育ての駅サポーター・山本
郁子さん

栃尾美術館 栃尾美術館

10:30 11:30 リラックスヨガ 子育ての駅　わしま 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

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

8月18日 木 9:30 10:00
第50回全国消防救助技術大
会　壮行会

デモンストレーション、消防
長激励の言葉

長岡消防署川崎出
張所

消防本部警防課

10:00 11:30
こどもカフェ「イオンでSDGsを
探し出せ！－ながおか企業
探検隊－」

13:30～15:00も／講師：イ
オン長岡店店長・秋山佳男
さん

イオン長岡店
まちなかキャンパス
長岡

10:00 11:30
夏休み☆こども造形講座「オ
リジナル時計をつくろう」

13:30～15:00も 栃尾美術館 栃尾美術館

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19日 金 10:00 10:30 えほんであそぼ 寺泊地域図書館 寺泊地域図書館

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 11:15 わくわく誕生会 子育ての駅　わしま 子ども・子育て課

13:30 15:00
健美食講座～ココロが風邪を
ひいたとき編～

講師：食育インストラク
ター・髙橋惠子さん

まちなかキャンパス
長岡

人権・男女共同参画
課

8月20日 土 9:30 15:00
パタパタ動くトキの折り紙と貼
り絵作り

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 11:00 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

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！　③ロボットカーを
思いどおりに走らせよう」

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

10:00 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 11:00 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

14:00 15:30
こどもカフェ「『ほうしゃせん』
を見てみよう！」

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

15:00 21:00
ながおかホコ天「ビアフェス
タ」

ステージイベント、飲食
ブース

大手通り 産業支援課

19:00 20:00 第2回ながおか移住者交流会
27日、9月10日、9月17日も
／日本酒をテーマに交流

オンライン
ながおか魅力発信
課

8月21日 日 9:00 11:00
夏休みの自由研究にぴった
り！ごみダイエット選手権

ごみを減らす取り組みの発
表会

寿クリーンセンター 環境政策課

【裏面に続く】

行事会議事業案内

８月１６日号(８月１６日～８月３１日）
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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21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）葉菜コー
ス

～11月30日／白菜、キャ
ベツ、ブロッコリー

農の駅　あぐらって
長岡

農の駅　あぐらって
長岡

10:00 10:55 みにみに上映会

昭和20年8月1日～語り継
ぐ長岡空襲～NST開局40
周年記念特別番組／15:00
～16:20　世界名作アニメ
「ふしぎの国のアリス」も

北地域図書館 北地域図書館

10:00 11:30
親子園芸教室　葉脈のしおり
づくり

13:30～15:00も／講師：緑
花推進指導員ほか

緑花センター 緑花センター

10:00 16:00 縄文編みでバッグをつくろう 馬高縄文館 馬高縄文館

10:45 11:45 にちようおもちゃばこ 子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

11:00 11:15 わらべうたと絵本の時間
子育ての駅　ちびっ
こ広場

子ども・子育て課

11:00 11:20
おはなし日本＆世界一周「沖
縄県」

読み聞かせ、クイズ 西地域図書館 西地域図書館

13:30 15:30
こどもカフェ「ろうそくパワーで
動くおもしろ船をつくろう！」

講師：長岡工業高等専門
学校教授・河田剛毅さん

長岡工業高等専門
学校

まちなかキャンパス
長岡

14:30 14:50
えほんのとびら～おみせやさ
んスペシャル～

南地域図書館 南地域図書館

17:30 19:15
アフィニス夏の音楽祭 2022
Nagaoka　オープニングセレモ
ニー＆コンサート

～28日／22～25日公開セ
ミナー、22～24日ホワイエ
コンサート、26・27日室内
楽演奏会、28日オープンハ
ウス＆あいうえ音楽会

リリックホール 文化振興課

8月22日 月 9:30 10:40 親子で作ろう クルクルおばけ 子育ての駅　こしじ 子ども・子育て課

10:30 11:30
なかのんひろば夏祭り・ママ
の健康相談

子育ての駅　なかの
しま

子ども・子育て課

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／29日も

子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

19:00 20:30
まちなか大学「長岡のSDGs
的課題を探る！　②持続可能
な長岡の林業とは：Goal15」

講師：長岡技術科学大学
准教授・山本麻希さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

8月23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 11:30
親子企画　山荘ヨガ（親）＆
ワークショップ（子）

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 12:00 YARUZE！男の脳活
～9月13日の毎週火曜日
（計4回）／認知症の正しい
知識と予防法を学ぶ

中央公民館 健康課

10:30 防災講座 子育ての駅　おぐに 子ども・子育て課

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

8月24日 水 10:30 11:30 飾ってね！フラワースタンド ～26日 子育ての駅　わしま 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

11:15 12:00
米百俵号巡回＆出張おはな
し会

子育ての駅　やまこ
し

子ども・子育て課

14:00 15:40 映画会
ハルをさがして（’15年／日
本）

中央図書館 中央図書館

19:00 20:30
まちなかカフェ「越後の鬼伝
説－悲しき鬼たち－」

講師：長岡大学非常勤講
師・遠山典子さん（長岡郷
土史研究会会員）

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

8月25日 木 9:00 15:00
ベーゼンドルファーピアノ演
奏体験

～28日 中之島文化センター 中之島文化センター

10:00 11:30

ファミリー・サポート・センター
講演会「女性・子ども・家族が
元気に育ち合う地域社会へ
～女性にあたたかなサポート
を～」

講師：長岡崇徳大学教授・
柳原眞知子さん

中央公民館
ファミリー・サポート・
センター

【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25日 木 10:30 11:30 カフェDE健康講座
カラダのウラ側エクササイ
ズ☆

まちなかキャンパス
長岡

健康課

10:45 11:45
講座「MOTTO GOOD　ねっと
♪」

講師：インターネット利用ア
ドバイザー・大久保真紀さ
ん

子育ての駅　ぐんぐ
ん

子ども・子育て課

15:00
大河津分水通水100周年記
念イベント

中学生による学習発表・演
奏、堰のライトアップ

信濃川河川事務所
大河津出張所

河川港湾課

8月26日 金 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 11:30
なごーかごはん夏の巻「糸う
りとずいきの料理」

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 11:20 誕生会 子育ての駅　こしじ 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

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 20:00 読者のつどい 小野不由美著「残穢」 互尊文庫 互尊文庫

8月27日 土 9:30 10:30 フォートワース文化講座

オンラインで現地からテキ
サスの食や名所などを日
本語で紹介／講師：フォー
トワース姉妹都市協会理
事・カルロ・カピュアさんほ
か

NaDeC BASE、オン
ライン

国際交流協会

9:45 20:30 とちお祭

トチオンガーセブンショー、
盆踊り大会など／28日
10:00～20:45　全日本少年
少女樽みこし綱引き選手
権大会、大花火大会なども

トチオーレほか
栃尾支所商工観光
課

10:00 17:00 大河津分水サンクスフェスタ
Eボート乗船体験、マルシェ
など

信濃川河川事務所
大河津出張所周辺

河川港湾課

10:30 11:20 はまなす上映会～映浜～
まんが日本昔話「三枚のお
札」など

寺泊地域図書館 寺泊地域図書館

10:30 11:30 つみきで遊ぼう
子育ての駅　ちびっ
こ広場

子ども・子育て課

13:30 15:00
花と緑の教室「秋のタネまき
講座」

ビオラ、デージー／講師：
緑花推進指導員

緑花センター 緑花センター

13:30 15:00
World Café～世界の茶の間
～

外国出身者が英語で母国
を紹介

国際交流センター
「地球広場」

国際交流センター

14:00 15:30
まちなかカフェ「ＺＩＮＥってな
に？そうねだいたいね～。」

講師：日本大学教授・池田
光宏さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

8月28日 日 10:00 11:30
花と緑の教室「シャコバサボ
テンの育て方」

緑花センター 緑花センター

10:00 11:30
ファミリー講座「ペットボトルロ
ケットを飛ばそう」

子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

10:00 12:00 栃尾謙信公祭
武者行列、鉄砲隊演武な
ど

秋葉公園ほか
栃尾支所商工観光
課

10:30 11:30
おはなしひろば　星空スペ
シャル

読み聞かせ、工作 中之島地域図書館 中之島地域図書館

8月29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

19:00 20:30
まちなか大学「長岡のSDGs
的課題を探る！　③長岡にお
けるジェンダー平等：Goal5」

講師：長岡技術科学大学
特任講師・西原亜矢子さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

8月30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

10:30 11:15 卒乳の話
講師：助産師・細川ゆきえ
さん

子育ての駅　こしじ 子ども・子育て課

10:30 11:15 子育て講座 講師：臨床心理士
子育ての駅　てらど
まり

子ども・子育て課

10:30 11:30
ことばの発達～関わり方のこ
こがポイント～

講師：言語聴覚士
子育ての駅　ちびっ
こ広場

子ども・子育て課

【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31日 水 10:45 11:30
こどもと一緒に手しごとサロン
「スマホで簡単♪デジタルメイ
ド」

子育ての駅　ぐんぐ
ん

子ども・子育て課

11:00 11:30 水遊びお楽しみ会 子育ての駅　とちお 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

8月18日 木 16:00 教育委員会定例会 さいわいプラザ 教育総務課

8月19日 金 10:00 議会活性化特別委員会 第二委員会室 議会総務課

8月24日 水 10:00 12:00
第2回長岡市地域公共交通
協議会

アオーレ長岡 都市政策課

8月30日 火 14:00 16:00 第1回長岡市景観審議会
まちなかキャンパス
長岡

都市政策課


