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※9月13日（火）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

9月16日 金 与板十五夜まつり
～18日／民踊流し、みこし
渡御、登り屋台など

与板市街地、都野
神社

与板支所産業建設
課

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

10:30 11:30
敬老の日カード作り～ありが
とうを手形で～

子育ての駅　みしま 子ども・子育て課

10:30 11:30 カフェDE健康講座 お味噌で免疫力アップ！
まちなかキャンパス
長岡

健康課

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

10:45 11:15 誕生会
子育ての駅　なかの
しま

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

13:50 15:20
みしま西山連峰登山マラソン
大会　講演会

講師：有森裕子さん 三島中学校
三島支所地域振興・
市民生活課

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

9月17日 土 9:30 12:00
科学探究塾　仮説検証授業
①「電気の流れが見えたな
ら？」

講師：長岡仮説サークル代
表・五十嵐淳至さん

教育センター 学校教育課

9:30 15:00
工作教室「松ぼっくりの置物と
貼り絵作り」

トキと自然の学習館 環境政策課

9:30 17:00
とべ！とべ！ぺんぎんたち
齋藤槙えほん展

～11月20日／11:00～
12:00ギャラリートーク、
13:30～15:30齋藤槙さん
ワークショップも

栃尾美術館 栃尾美術館

9:30 20:00
「写真で巡る互尊文庫」＆メッ
セージツリー

～来年2月28日 互尊文庫 互尊文庫

10:00 11:30
ぷち講座　タマゴのカラのミニ
ガーデン

13:30～15:00も 緑花センター 緑花センター

10:00 16:00 すこやか・ともしびまつり2022
18日も／仕事体験、骨密
度測定、福祉施設によるお
菓子販売など

アオーレ長岡 福祉総務課

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

10:30 11:30
パパと楽しむベビーマッサー
ジ

子育ての駅　ちびっ
こ広場

子ども・子育て課

10:30 12:00 認知症サポーター養成講座
13:30～15:00、22日10:00～
11:30さいわいプラザも

アオーレ長岡 長寿はつらつ課

10:30 18:00
ながおか花火館2周年イベン
ト

～19日／肉祭り、ハンドメ
イドアクセサリー販売など

道の駅　ながおか
花火館

観光事業課

13:30 16:30 与板消防署救急フェア
心肺蘇生法の体験、高規
格救急車の展示など

与板町与板国道403
号上

与板消防署

14:00 15:30
まちなかカフェ「くらしを豊か
に彩る家電たち」

講師：家電王・中村剛さん
（東京電力エナジーパート
ナー株式会社）

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
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

15:00 15:30
さっちゃんおばさんの紙芝居
スペシャル

北地域図書館 北地域図書館

15:00 15:30 作って遊ぼう！ワクワク工房 さかなつりゲーム作り 互尊文庫 互尊文庫

9月18日 日 8:30 13:30 ながおか青果市場まつり 競り体験、即売など
長岡中央青果卸売
市場

農水産政策課

9:00 13:00
寺泊を歩こう☆てらスポ！ウ
オーキング

集合：寺泊いやしの
郷

寺泊支所地域振興・
市民生活課

【裏面に続く】

行事会議事業案内
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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

9月18日 日 10:00 11:00
将来に備えるための成年後
見制度セミナー

13:00～14:00も／講演、相
談会／講師：新潟県行政
書士会・坂田晋さん

アオーレ長岡 福祉総務課

11:00 11:20
おはなし日本＆世界一周「ブ
ラジル」

絵本や紙芝居の読み聞か
せ、クイズ

西地域図書館 西地域図書館

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

14:30 14:50
えほんのとびら～accototoさ
んの絵本～

南地域図書館 南地域図書館

9月19日 祝 10:00 15:00
イベント「縄文土器をつくろ
う！」

25日藤橋歴史の広場も 馬高縄文館 馬高縄文館

11:00 16:00
ながおか・スミレプロジェクトin
和島

0円マーケット、手作りワー
クショップ、ミニコンサート

地域交流館わしま
人権・男女共同参画
課

13:00 15:00 長岡消防署救急フェア
救急車や消防車の展示、
応急手当体験など

アオーレ長岡 長岡消防署

9月20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

9月21日 水 秋の全国交通安全運動 ～30日 市民課

9:30 17:00
拉致問題・特定失踪者問題を
考えるパネル展

～10月5日 国営越後丘陵公園
人権・男女共同参画
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「ほ
どよいお母さんでいること」

講師：臨床心理士・三浦か
おりさん

さいわいプラザ 子ども・子育て課

10:30 11:30
ピラティスでボディが変わ
る！

子育ての駅　わしま 子ども・子育て課

10:30 11:30 助産師の防災講座 子育ての駅　とちお 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

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

13:30 15:00
読み聞かせボランティア養成
講座「赤ちゃんと絵本のひと
ときを」

22日10:30～12:00も／講
師：NPO法人ブックスタート

中央図書館 中央図書館

9月22日 木 10:00 11:30

こどもと一緒に手しごとサロン
「身近な野菜をスタンプに！
かわいいバッグのできあがり
♪」

子育ての駅　ぐんぐ
ん

子ども・子育て課

10:30 11:30 講座「マタニティヨガ」 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 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「ビジネスや生
活に活用できるオープンソー
スソフトウェア　①オープン
ソースソフトウェア（OSS）とは
何か」

講師：新潟オープンソース
協会代表理事・湯川高志さ
ん（長岡技術科学大学教
授）

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

9月23日 祝 ながおか映画祭

～25日／世界の映画14作
品上映、羽賀友信国際交
流センター長と映画監督・
藤元明緒さんの対談など

リリックホール
国際交流センター
「地球広場」

9:00 17:00

特別展「大河津分水が創り出
した自然」シルバーウイーク
限定企画オリジナルノベル
ティプレゼント

～25日／各日先着100名
にオリジナルノベルティプレ
ゼント

科学博物館 科学博物館

9:00 17:00
特別展「藤橋遺跡と縄文晩期
の土器文化」

～11月6日 馬高縄文館 馬高縄文館

10:00 12:00
生きものガイド「浜辺の生きも
の探索会」

学芸員と一緒に砂浜の生
きものを探す（雨天中止）

寺泊海浜公園等 科学博物館

10:30 11:30
防災講座みんなであそ防
災！おやこダンボール工作

講師：NPO法人くらしサ
ポート防災士・覚張裕香さ
ん

子育ての駅　ぐんぐ
ん

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

9月23日 祝 11:00 18:00
美味しい酒にアオーレ!!越後
長岡酒の陣

長岡の地酒、長岡産食材
を使ったおつまみの提供な
ど／3部入れ替え制

アオーレ長岡 観光企画課

14:00 15:30
こどもカフェ「恐竜が生きた時
代を探ろう！」

講師：新潟県立自然科学
館学芸員・田村翼さん

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 和紙づくりに挑戦！ 栃尾地域図書館 栃尾地域図書館

19:00 20:00 読者のつどい 原田マハ著「総理の夫」 互尊文庫 互尊文庫

9月24日 土 9:00 12:00
トキと自然の学習館「生き物
探検隊」

水辺の生き物採取・観察
トキと自然の学習館
周辺

環境政策課

9:00 13:00
SDGｓな工作教室「LED照明
の竹灯篭づくり」

大杉公園 環境政策課

10:00 10:30
特別展「大河津分水が創り出
した自然」ギャラリートーク

14:00～も／25日も／学芸
員による展示解説

科学博物館 科学博物館

10:00 15:00
ＮＮサウナ～長岡をサウナで
笑顔に～

25日も／若者によるテント
サウナ、サウナ飯イベント

大杉公園
ミライエ長岡開設準
備室

10:00 16:00

中越沖地震復興15年「来て、
見て、学ぼう！みんなの防災
フェア＆スマートエネルギー
フェア」

25日も／防災・感染症対策
などの製品展示、仕事体
験など

ハイブ長岡 危機管理防災本部

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

19:00 20:30 jaja JAZZ CONCERT 寺泊文化センター 寺泊文化センター

19:00 0:00
夜の図書館を楽しむ会～図
書館24時～

演奏朗読会、書庫の見学、
光るパネルシアターなど

中央図書館 中央図書館

9月25日 日 9:30 15:00
ながおかスポーツ・レクリエー
ションフェスタ

スポーツ体験、スタンプラ
リー、ウオーキング講座、
飲食ブースなど

アオーレ長岡 スポーツ振興課

10:00 11:30
花と緑の教室　雪割草の育て
方

講師：新潟県雪割草連合
会顧問・光村利寛さん

緑花センター 緑花センター

10:00 11:30
稲刈り・さつまいも掘り　親子
ふれあい体験

農の駅　あぐらって
長岡

農の駅　あぐらって
長岡

10:00 12:00 筆ペン美文字講座 中之島文化センター 中之島文化センター

10:00 12:00
Loveビーチin寺泊～環境を考
えよう～スポGOMI寺泊大会

寺泊中央海水浴場
寺泊支所地域振興・
市民生活課

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 11:30 大人のための絵本セラピー
読み聞かせ、ワークショッ
プ

北地域図書館 北地域図書館

10:45 11:15
にちようおもちゃばこスペシャ
ル

13:30～14:00も 子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

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 16:00
第33回外国人による日本語
スピーチコンテスト

県内で暮らす留学生など
によるスピーチコンテストと
交流会

アオーレ長岡
ミライエ長岡開設準
備室

13:30 15:00 大人のための工作教室 ランプシェード作り 西地域図書館 西地域図書館

9月26日 月 10:30 11:15 おしゃべりハッピータイム 子育ての駅　こしじ 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

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

9月27日 火 9:30 10:40 親子で作ろう お月見うさぎ 子育ての駅　こしじ 子ども・子育て課

10:00 11:00 青空ひろば
29日千秋が原ふるさとの
森も／ながおか元気体操、
ハッピー体操など

市民防災公園 健康課

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 出張図書館 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 15:00 カフェDE健康講座
身体を使ってエンジョイ脳ト
レ！

タニタカフェ 健康課

【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

9月28日 水 9:10
長岡地域児童生徒こども標
本作品展

～10月21日
市立劇場、教育セン
ター

学校教育課

9:10 12:00
第48回長岡地域児童生徒科
学研究発表会

小学校の部／29日中学校
の部も

市立劇場、教育セン
ター

学校教育課

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 11:30 お誕生会 子育ての駅　よいた 子ども・子育て課

13:00 14:30 丘の上の体操ひろば
軽体操、健康相談、握力測
定など

長岡ロングライフセ
ンター

健康課

13:30 16:30
スマートキャリアプログラム
開講式

第1回：オリエンテーション NaDeC BASE
人権・男女共同参画
課

9月29日 木 10:15 11:15 お口の健康講座 講師：歯科衛生士
子育ての駅　なかの
しま

子ども・子育て課

10:30 11:00 親子ふれあいリトミック
子育ての駅　ちびっ
こ広場

子ども・子育て課

10:30 11:30
子育てサロン「トイレトレーニ
ングどうする？どうした？」

講師：保健師
子育ての駅　ぐんぐ
ん

子ども・子育て課

19:00 20:30

まちなか大学「ビジネスや生
活に活用できるオープンソー
スソフトウェア　②ビジネスに
活用できるサーバサイド
OSS」

講師：新潟オープンソース
協会理事・神田英一朗さん
（株式会社KCS代表取締
役）

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

19:00 21:00 ながおか若者会議リターンズ
ながおか・若者・しごと機構
主催の若者交流イベント

トチオーレ
ミライエ長岡開設準
備室

9月30日 金 10:30 11:30
講座「めざせ美姿勢ママ！ら
くらく筋トレと骨の話」

栄養のお話、筋トレ体験
（骨密度測定付き）

子育ての駅　ぐんぐ
ん

子ども・子育て課

10:30 11:30 いもほり 雨天中止 子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

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 11:15 親子でふれあいフライデー
手遊び、リズム遊び、絵本
の読み聞かせ

子育ての駅　なかの
しま

子ども・子育て課

18:45 20:45 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

19:00 20:30
まちなかカフェ「一緒に読も
う！村上春樹」

講師：長岡工業高等専門
学校准教授・堀口真利子さ
ん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

会　議

期日 曜日 自 至 名　称 内容等 会場等 担当課

9月20日 火 10:00 決算審査特別委員会 第一委員会室 議会総務課

9月21日 水 10:00 決算審査特別委員会 第一委員会室 議会総務課

9月22日 木 10:00 決算審査特別委員会 第一委員会室 議会総務課

9月29日 木 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


