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※9月28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

10月1日 土 9:00 12:00
SDGｓな工作教室「ビーチコー
ミング」

浜辺で拾った漂着物を活用
したアート作品やアクセサ
リーづくり

青少年研修セン
ター

環境政策課

9:00 15:10 米百俵未来塾第5回講座
地域に伝わる保存食づく
り、鮎の塩焼き体験などを
通じて山の暮らしを学ぶ

川口体験交流セン
ター　朝霧の宿やま
ぼうし

米百俵財団

9:30 20:00
図書館で知ろう！摂田屋の歴
史

～30日 南地域図書館 南地域図書館

10:00 11:30
花と緑の教室「庭木の冬囲
い」

講師：長岡市緑地協会
千秋が原ふるさとの
森周辺

緑花センター

10:00 12:00 縄文の森をつくろう！ 植栽、手入れ
馬高・三十稲場遺
跡

馬高縄文館

10:00 14:00 キノコを調べる会
講師：長岡きのこ同好会・
原信高さんほか

悠久山公園 科学博物館

10:30 11:15
知っておこう！妊娠・産後のメ
ンタルヘルス

講師：助産師
子育ての駅　ちびっ
こ広場

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、折り紙
など

子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

11:30 16:00 第21回米百俵まつり
体験！国漢学校、越後長
岡時代行列、ホコ天イベン
トなど

大手通り周辺 観光事業課

17:35
B.LEAGUE 新潟アルビレック
スBB　ホーム開幕戦

vs島根スサノオマジック／2
日13:05からも

アオーレ長岡 市民協働課

10月2日 日 10:00 11:30
ぷち講座　千日紅のブーケづ
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 13:00 道院いも祭 サツマイモ掘り 道院高原 道院高原

10:00 16:00 キノコの展示会
講師：長岡きのこ同好会・
原信高さん

さいわいプラザ 科学博物館

11:00 12:00 火災予防コンサート
市消防音楽隊の演奏、火
災予防に関するパネル展
示

中之島文化セン
ター

中之島文化センター

14:00 16:00
まちなかカフェ「大人だって
LEGOでプログラミング！」

講師：長岡工業高等専門学
校技術専門職員・込山晃市
さん　ほか

長岡工業高等専門
学校

まちなかキャンパス
長岡

10月3日 月 10:00 10:40 おやこふれあいタイム
子育ての駅　てらど
まり

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

10日も／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

19:30 21:00 市民天体観察会 夏、秋の星座の観察 教育センター 学校教育課

10月4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

10:00 12:00 カフェDE健康講座
特別企画！ノルディック
ウォーキング

ニュータウン運動公
園

健康課

10:00 12:30 やさしいお仕事説明会 アオーレ長岡 産業立地課

10:30 11:15 心を育む子どもとの関わり方
講師：臨床心理士・高橋元
惠さん

子育ての駅　こしじ 子ども・子育て課

10:45 11:00 米百俵号・絵本読み聞かせ 子育ての駅　わしま 子ども・子育て課

10月5日 水 10:00 17:00
公民館趣味の教室「いきいき
作品展」

～7日／俳句、絵画、書道、
絵手紙

中央図書館 中央公民館

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

11:00 11:30 おばあちゃんと遊ぼう
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

10月5日 水 19:00 21:00
親も育つ子育てセミナー「親
になること・親であること」

講師：NPO法人市民協働
ネットワーク長岡理事・佐
竹直子さん

さいわいプラザ 子ども・子育て課

10月6日 木 10:30 11:15 ハイハイよちよちうんどうかい 子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

11:00 11:15 はまなす絵本でパチパチパチ
手遊び、絵本の読み聞か
せ

子育ての駅　わしま 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　③ビジネスや
生活に活用できるデスクトップ
OSS」

講師：新潟オープンソース
協会理事・本間忍さん（有
限会社アイテック代表取締
役）

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

10月7日 金 10:00 11:00 青空ひろば
11日市民防災公園も／な
がおか元気体操、ハッピー
体操など

トチオーレ 健康課

10:00 11:00 身近な材料で防災工作！
大島コミュニティセ
ンター

西地域図書館

10:00 12:00
長岡おもちゃ病院てくてく出張
開院

子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

10:30 11:15 てくてくうんどうかい 子育ての駅　千秋 子ども・子育て課

10:45 11:45 ままのまカフェ
11日10:30～11:30子育ての
駅　千秋も

子育ての駅　ぐんぐ
ん

子ども・子育て課

13:30 15:30 認知症地域フォーラムin長岡
講師：三島病院認知症疾患
医療センター・田中晋さん
ほか

リリックホール 長寿はつらつ課

16:00 20:30
長岡米百俵フェス～花火と食
と音楽と～2022

8日・9日11:00～20:00も 東山ファミリーランド
ながおか魅力発信
課

10月8日 土 8:00 11:00 市民探鳥会 雨天中止 巴ヶ丘自然公園 科学博物館

9:30 20:00
ジャック・オ・ランタンのおねだ
り絵本だいさくせん！

～30日 西地域図書館 西地域図書館

10:00 15:00
ながおか市民活動フェスタ
2022

市民活動団体による体験、
販売、ステージ発表

アオーレ長岡 市民協働課

10:00 15:00
縄文土器をつくろう！土器焼
き体験

馬高縄文館 馬高縄文館

10:00 16:00
女性活躍推進セミナー「女性
が活躍、キャリアアップできな
いもう一つの理由」

講師：リーダーシップコー
チ・丸山結香さん

まちなかキャンパス
長岡

人権・男女共同参画
課

10:30 11:30 おたのしみ「ぷち」上映会 まんが日本昔話　第22巻 栃尾地域図書館 栃尾地域図書館

13:00 14:30 グリーン教室 芝を使ったクラフト工作 北地域図書館 北地域図書館

13:30 15:00

読み聞かせボランティア養成
講座②子どもの本がもたらす
豊かさ～「長岡の子ども100
冊」の選書を終えて～

講師：新潟大学ゲスト講
師・錦恵美子さん

中央図書館 中央図書館

13:30 15:30

ボランティア企画講座「知って
楽しい長岡－与板地域を知ろ
う－　①与板の魅力を知る－
座学－」

講師：チームわたしのよい
た会長・長谷川一夫さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

10月9日 日 9:30 16:30 第32回土木フェスティバル
土木・防災用の機械の展
示・体験・実演など

国営越後丘陵公園 土木政策調整課

10:00 12:00
みにつける火炎土器　火炎土
器ネイル

13:00～15:00も 馬高縄文館 馬高縄文館

10月10日 祝 13:30 15:00
文化講座「秋の図書館　沖縄
の三線でちむどんどん」

講師：三条市公認三線愛好
家・きよ里さんほか

中央図書館 中央図書館

14:00 15:30
こどもカフェ「出発進行！運転
士のおしごと」

講師：ＪＲ東日本運転士・江
村亜登夢さん

まちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス
長岡

10月11日 火 10:00 12:00

ファミリー・サポート・センター
20周年記念講演会「子育ては
日々65点」～がんばりすぎな
い子育てのコツ～

講師：漫画エッセイスト・
ちゃい文々さん

中央公民館
ファミリー・サポート・
センター

11:10 11:35 米百俵号巡回 子育ての駅　とちお 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

10月11日 火 14:00 15:30
まちなかカフェ「本と図書館の
ホントのかしこい使い方」

講師：中央図書館・松矢美
子さん

中央図書館
まちなかキャンパス
長岡

10月12日 水 9:30 12:30 おりなす手織り講座「昼夜織」
～11月16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

10:30 11:30
にこにこうんどうフェスティバ
ル

子育ての駅　てらど
まり

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

11:00 11:15 リズム遊び
子育ての駅　ちびっ
こ広場

子ども・子育て課

13:30 16:30
スマートキャリアプログラム第
2回「私らしく働く～キャリア
アップとリーダーシップ～」

講師：長岡造形大学理事
長・佐々木順子さん

NaDeC BASE
人権・男女共同参画
課

14:00 15:20 映画会
オペラ座の怪人（’25年／
アメリカ）

中央図書館 中央図書館

14:00 16:00
セミナー「元気なうちから、もし
ものときのことを考えておこ
う」

講演会、介護の相談先・
サービスの紹介／講師：長
岡赤十字病院医師・佐藤直
子さんほか

トチオーレ 長寿はつらつ課

10月13日 木 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 15:00 カフェDE健康講座
「さあにぎやかにいただく」
～バランスよく食べていま
すか？～

タニタカフェ 健康課

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　④OSSを使っ
てIoTシステムを構築」

講師：新潟オープンソース
協会理事・田中武則さん
（新潟エスラボ株式会社代
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

19:30 21:00 小中学生天体観察会③ 夏、秋の星座の観察 教育センター 学校教育課

10月14日 金 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月15日 土 クイズに挑戦！子ども探偵 ～11月13日 栃尾地域図書館 栃尾地域図書館

8:00 17:00
第24回スーパードッグスコン
ペティション秋IN長岡

～16日
長岡ニュータウン公
園

観光事業課

9:00 16:00

ボランティア企画講座「知って
楽しい長岡－与板地域を知ろ
う－　②与板地域を巡る－現
地学習－」

講師：与板町歴史ボラン
ティアガイドの会会長・大谷
伸一さん

与板地域
まちなかキャンパス
長岡

9:30 12:00
科学探究塾　仮説検証授業
②「イオンってなあに？」

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
松ぼっくりの置物とパタパタ動
くトキの折り紙づくり

トキと自然の学習館 環境政策課

9:30 19:00
図書館版謎ときゲーム「きえ
た本を探せ！」

～30日 中央図書館 中央図書館

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 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 12:00
思春期世代の保護者向けスト
レスマネジメント講座「思春期
今しかできない子育て」

講師：新潟薬科大学臨床教
授・南雲陽子さん

市立劇場 子ども家庭センター

10:00 15:30
縁（塩）むすび祭　水と食の
フェスティバル

16日も／新米おにぎり・地
元野菜の味噌汁・特産品販
売、食品サンプル作りなど

杜々の森名水公園 杜々の森名水公園

10:00 16:10 米百俵未来塾第6回講座
LEGOブロックを用いたワー
クショップを通じて、デザイ
ン思考を学ぶ

NaDeC BASE
米百俵財団、ミライ
エ長岡開設準備室

10:30 11:30
えほんのへや　ハロウィンス
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

10:45 11:30
ハロウィンおはなし会スペシャ
ル

読み聞かせ、工作 寺泊地域図書館 寺泊地域図書館

14:00 15:30
ぶらり地球旅行～悠久の大地
中国～

同国出身者による日本語
での母国紹介

国際交流センター
「地球広場」

国際交流センター
「地球広場」

【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

10月15日 土 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－ vol.9

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

会　議

期日 曜日 自 至 名　称 内容等 会場等 担当課

10月4日 火 13:30 15:30
第5回長岡市立地適正化計画
策定委員会

社会福祉センタート
モシア

都市政策課

10月7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


