◆時や場などの略字の見方は18ページ
◆対どなたでも、定特になし、￥無料、申不要（直接
会場へ）
の場合は、記載なし
◆申に電話、ファクス、Ｅメール、Ｈ
（市ホームペー
ジ）
の記載がある場合は、その方法で申し込み可
アオ＝アオーレ長岡
市セ＝市民センター
大手＝大手通庁舎
さい＝さいわいプラザ

夏のこども体験２ＤＡＹＳ

時８月10日㈯・11日㈷午前10時～午後３時 内マグ
ネットやガーランド作りなど ￥１回500円から
場・問養楽館Ｔ95・3161

Ｔ39・3300

保育＝各開催日の10日前まで
１まちなかカフェ
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海の妖精神
まりん

⑨あなたの夢はなんですか？
―ヒーローインタビューから
学ぶコミュニケーション―
時８月24日㈯午前10時～11時30
分 講スポーツメンタルコーチ・
髙橋基成さん 対小学生と保護
者 定20組抽選 ￥500円
⑩不思議な盃「十分盃」のナゾ
を解こう
時８月24日㈯午後１時30分～３
時 講技大名誉教授・高田孝次
さんほか 対小学３～６年生
定20人抽選 ￥500円

時８月11日㈷・18日㈰・25日㈰
午後２時～４時（計３回） 講
ＮＰＯ法人建築・住教育研究会
代表・後藤哲男さん 対小学５・
６年生 定20人抽選 ￥2,500円
◇
◇
❸❹いずれも 申７月10日㈬ま
でにまちなかキャンパス長岡に
ある申込書で（Ｈからも可）
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県内唯一の大規模戦災都市として、戦没者
を追悼し、平和の尊さを世界に発信します。
時８月１日㈭午前９時～10時 場アオーレ長
岡 内長岡空襲体験者の話、非核平和都市宣
言の朗読、小・中学生による折り鶴の依託、広
島平和記念式典派遣中学生による平和の誓い
など
２ながおか平和フォーラム

時８月１日㈭午後２時～４時 場アオーレ長
岡 第１部＝南中学校による平和活動の発表・
平和の合唱
「誓い」 第２部＝広島平和記念式
典派遣中学生結団式 第３部＝作家・阿刀田
高さんの講演「長岡への思い」 定700人先着
申住所、氏名、電話番号、参加人数をはがき
〒940－8501（ 住 所 記 入
不要）庶務課内ながおか
平和フォーラム実行委員
会事務局、電話、Ｆ39・
2275で
▶戦時中に東京から長岡市
に疎開し、長岡空襲を体験し
た作家・阿刀田高さん。その
後、中学・高校を長岡市で過
ごします

あ

と う

だ

たかし

長岡空襲を語り継ぐ
場・問長岡戦災資料館

Ｔ36・3269

１長岡空襲殉難者遺影展・住宅焼失地図展

時７月７日㈰～８月31日㈯午前10時～午後４時
２戦災資料館に行ってみよう
－親子で学ぶ「長岡空襲」－

時８月11日㈷午前10時～午前11時30分 内館
内見学、長岡空襲紙芝居「みちこのいのち」
公演 対小学生と保護者 定30人先着 申７
月６日㈯から
３長岡空襲史跡めぐり

時８月11日㈷午後１時30分～午後４時30分
定24人先着 申７月６日㈯から

市政だより
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みんなのひろば
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１長岡市平和祈念式典

募集

市政だより
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問庶務課アオ☎39・2203

手続き・制度

21

10

がきの往信の裏に希望講座名︑
郵便番号︑住所︑氏名︑電話
番号︑返信の表に自分の宛先
を記入して〒９４０︱０８２
１栖吉町３６７０農の駅あぐ
らって長岡へ

①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！
時８月４日㈰午後１時30分～３

30

道院高原
Ｔ０１２０・３３０・７７３

こどもカフェ

⑦長岡の伝統技術「鋳物」に
触れてみよう！
時８月17日㈯午前10時～正午
場匠の駅
（鉄工町） 講匠の駅・
岡部福松さんほか 対小学生と

27

●親子で挑戦！
小学生自然体験塾

みんなのひろば

３こども講座

▲深海魚のザラビクニン

53

17

４こども講座 こども大学
模型を組み立てて建築を学
ぼう！

写真
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平和への想い、
未来へ

16

10

時・内①７月 日㈰午前９時
分〜午後３時 分⁝工作・
カヌー体験②８月４日㈰午前
９ 時 分〜午 後 ３ 時 分 ⁝
じゃがいも収穫・カヌー体験
対小学生と保護者 定各 人
先着 ￥各１人５００円 持
昼食︑着替え︑雨具 申①７
月 日㈰② 日㈰まで

募集

◇
◇
①②いずれも 定30人先着 ￥
3,000円 申７月10日㈬から（Ｈ
からも可）

27

くらし

手続き・制度

①これも「長岡のものづくり」
時８月21日～９月18日の毎週水
曜日午後７時～８時30分（計５
回。９月４日は午後１時30分～
４時） 場安達紙器工業㈱ （３
回目のみ） 講燕三条地場産業
振興センター・平賀仁さんほか
②日本酒学出張講座inまちキャン
時８月29日～９月26日の毎週木
曜日午後７時～８時30分（計５
回） 講新潟大学教授・鈴木一
史さんほか

11

健康

くらし

２まちなか大学
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27

30

▲

健康

◇
◇
①②いずれも 定20人先着 ￥
500円 申７月10日㈬から（Ｈか
らも可）

28

スポーツ

スポーツ
▲除雪ボランティアの企画・運営を行
う「越後雪かき道場」

たくさんの水分やほこり、
ちりを含
んだ空気は、上昇すると気温が下
がって、
小さな水や氷の粒に変化す
るよ。
この集まりが雲の正体なんだ。
雲ができる仕組みをペットボトル
で再現しよう。
みんなは上手にでき
るかな？

30

催し

催し

①飛行機の歴史と未来予想図
時８月19日㈪午後７時～８時30
分 講長岡技術科学大学
（技大）
准教授・山崎渉さん
②ボランティアってどうやるの？
時８月27日㈫午後７時～８時30
分 講技大教授・上村靖司さん

保護者 定15組抽選 ￥1,000円
持軍手
⑧ペットボトルで雲をつくろう！
時８月17日㈯午後２時～３時30
分 場長岡高専 講同校助教・
武樋孝幸さん 対小学３～６年
生と保護者 定20組抽選 ￥700
円 持軍手、500mlの炭酸飲料の
ペットボトル、自転車の空気入
れ、長袖

午後２時〜４時 講陶芸家・ きの往信の裏に第１〜第３希
農の駅 あぐらって長岡
栃尾美術館 Ｔ
 ・６３００
（
ふ
る
さ
と
体
験
農業センター）
人
抽
選
望
の
講
座
名
と
時
間
︑
郵
便
番
号
︑
岡
﨑
宗
男
さ
ん
定
各
Ｔ ・５３６０
７月 日㈫〜 日㈮まで展 ￥各６００円
住所︑氏名︑電話番号︑返信

示替えのため休館します︒
②消しゴムはんこで
の表に自分の宛先を記入して
１手打ちうどん作り体験
エコバックデザイン
〒９４０︱０２３７上の原町
１響きあう色彩Ⅱ 桐生照子展
時７月 日㈮午前９時〜午後
時８月 日㈮午後２時〜４時 １の１３栃尾美術館へ
～ふるさとに心をよせて～
１時 定 人抽選 ￥５００円
定 人抽選 ￥４００円
時７月 日㈯〜９月８日㈰午 ③オリジナル時計
工業振興課大手
２作陶体験教室
前９時〜午後５時︵７月 日 時 ８ 月 日 ㈯ 午 前 時〜正午︑
Ｔ ・２２２２

時７月 日㈰午後１時〜３時
は午前 時から︒月曜休館︒ 午後２時〜４時 定各 人抽選 
●バスで行く ＮＡＺＥ夏休
８月 日は開館︶ ￥一般４ ￥１００円
︵窯たきは９月︶ 定 人抽選
み小学生工場見学会
００円︑大学生・高校生２０ ④まんまる和紙オブジェ
￥３︑
１００円︵粘土７００ｇ︶
０円︑中学生以下無料
時８月 日㈰午前９時 分〜 時８月７日㈬午前 時〜午後
３こだわりのそば名人
時 分 講和紙職人・佐藤 ４時 分 集合＝ハイブ長岡
★関連イベント
種まきから脱穀︑そば打ち
徹哉さん 定 人抽選 ￥４ 内㈱アドテックエンジニアリ
ギャラリートーク
ング・㈱大原鉄工所・マコー㈱ までを行います︵計５回︶︒
時７月 日㈯午後２時〜２時 ００円
分 内作品解説
◇
◇
の見学など︵昼食付き︶ 対 初回日時＝８月４日㈰午前９
０００円
①～④いずれも 対小・中学 小学５・６年生 定 人抽選 時〜正午 ￥２︑
２夏休み☆こども造形講座
◇
◇
生 持エプロン︑手拭きタオ 申７月 日㈮までにＮＰＯ法
①陶芸にちょうせん！
ル
︵②は彫刻刀も︶ 申７月
人長岡産業活性化協会ＮＡＺ １～３いずれも 申７月 日
時７月 日㈰午前 時〜正午︑ 日㈬︵必着︶までに往復はが Ｅ事務局Ｔ ・８７００へ
㈷︵消印有効︶までに往復は

まちなか
キャンパス長岡

時、４時～５時30分 講技大名
誉教授・塩見友雄さんほか 対小
学生 定各25人抽選 ￥500円
②夜空にきらめく星座を見よう！
時８月７日㈬午後７時～８時30
分（雨天延期） 場農の駅あぐ
らって長岡 講長岡工業高等専
門学校（長岡高専）准教授・長
部恵一さん 対小学生と保護者
定20組抽選 ￥500円 持スマー
トフォン、懐中電灯
③コマはどうして倒れないの
―コマの不思議―
時８月10日㈯午前10時～11時30
分 講技大名誉教授・矢鍋重夫
さんほか 対小学３～６年生
定15人抽選 ￥500円
④電磁石とコイルで動く電車を
つくろう
時８月10日㈯午後１時30分～３
時30分 講技大名誉教授・植松
敬三さんほか 対小学４～６年
生 定20人抽選 ￥500円
⑤地面すれすれを飛ぶ
おもしろ飛行体をつくろう！
時８月12日㉁午前10時～正午
場長岡高専 講同校教授・河田
剛毅さん 対小学３～６年生と
保護者 定20組抽選 ￥700円
持はさみ、物差し、鉛筆、ホチ
キス
⑥深海魚ってなんだろう！？
時８月12日㉁午後２時～３時30
分 講新潟市水族館マリンピア
日本海・新田誠さん 対小学生
と保護者 定20組抽選 ￥700円
持三角巾、エプロン、タオル

