催し

スポーツ

申７月 日㈬までに同校☎ ・
９４３４へ
■知的障害児・者生活学級
バス旅行
時９月８日㈰午前８時〜午後
５時 行き先＝伊香保グリー
ン牧場 集合＝アオーレ長岡
対知的障害児・者と家族 ￥
一般３︑
０００円︑小・中学生
２︑
０００円︑小学生未満５０
０円 申７月 日㈭までに長
岡市手をつなぐ育成会・吉原
さん☎ ・２５００へ

■中年からのやさしい格闘技
教室
時７月 日㈫・ 日㈫・ 日
㈫午後７時 分〜８時 分
場大道塾︵高畑町︶ 対 歳
以上 申同塾・遠藤さん☎０
９０・１５３３・２４６６
■シニアサッカー普及練習会
時毎週水曜日正午〜午後２時
場ニュータウン運動公園 対
おおむね 歳以上 申長岡市
サッカー協会・金澤さん☎０
８０・９５７０・８０６０

健康

くらし

■「茶道×狂言」和の饗宴伝
統文化の魅力とは〜「牧野
家×野村家」次世代を担う
若者たち〜
時７月 日㈮午後７時〜８時
分 場アオーレ長岡 定１
０ ０ 人 先 着 ￥ 一 般 ２︑０ ０
０ 円︑学 生 １︑０ ０ ０ 円 問
次世代伝統文化プロジェク
ト・牧野さん☎０８０・２１
９８・３３７３
■山古志の風景と闘牛と錦鯉
の伝統文化写真展
時７月 日㈮・ 日㈯午前
時〜午後４時 場アオーレ長
岡 問闘牛と錦鯉の伝統文化
を楽しむ会・篠田さん☎０９
０・６７００・７９８０
■県中山間地農業技術セン
ターふれあい参観デー
時７月 日㈯午前９時〜正午

手続き・制度

手続き・制度

みんなのひろば

おらたる 問山古志住民会議
☎ ・２３０１
■絵手紙交流展
時７月 日㈫〜 日㈮午前９
時〜午後６時︵ 日は午後１
時から︑ 日は午後４時まで︶
場アオーレ長岡 問絵手紙第
二楽章・加藤さん☎ ・７５
５８
■長岡１００歳大学セミナー
時７月 日㈮午後６時〜８時
場アオーレ長岡 内老いの義
務教育など 講健康生きがい
開発財団副理事長・國松善次
さん 定１００人先着 申長
岡健康生きがい創生ネット
ワーク・江口さん☎０９０・
２２２１・３４６５
■親子で遊べる
昆虫観察ウォーク
時７月 日㈯午後２時〜４時
︵荒天時中止︶ 場うまみち
森林公園 ￥１００円 申７
月 日㈭までに昆虫はかせネッ
トワーク・鈴木さん☎０９０・
９５２９・０７７２へ
■県中越技術支援センター
一般公開
時７月 日㈰午前９時 分〜
午後４時 内金属の化学試験︑
ディープラーニング︵深層学
習︶の実演など 申７月 日
㈯までに同センター︵新産４︶
☎ ・３７００へ
■小山裕幾フルートリサイタル
時７月 日㈮午後７時〜８時
分 場リリックホール ￥
一 般 ３ ︑０ ０ ０ 円 ︑ 学 生 ２ ︑
０ ００円 問同実行委員会・
小山さん☎０８０・１００９・

募集

内ブルーベリー・夏野菜の収
穫体験など 問同センター
︵川口牛ケ島︶☎ ・２３３０
■長岡大学オープンキャンパス
時①７月 日㈯︑９月８日㈰・
日㈯午前 時 分〜午後１
時 分②７月 日㈰︑８月
日㈯・ 日㈯午前 時 分〜
午後３時 分 内大学紹介︑
学生の話など︵②は授業体験
あり︶ ※昼食付き 申各開
催日の３日前までに同大学☎
・１６００へ
■どなたでも楽しめる！
脳活ゲーム体験会
時７月 日㈰午前 時〜正午
場アオーレ長岡 定 人先着
申認知症予防ネット・ながお
かあおーねの会・木村さん☎
０９０・１０３５・４３９５
■食のイベント 山めしフェス
時７月 日㈰午前 時〜午後
４時 場やまこし復興交流館

パス長岡 定 人先着 申７ みよいまちづくりに使われます︒
月 日㈬までに長岡市消費者 時７月２日㈫〜８月２日㈮
協会︵消費生活センター内︶ 場県内の宝くじ売り場 問新
☎ ・００８２へ
潟県市町村振興協会☎０２５・
■精神障害者「家族のつどい」 ２８４・３４３４
時７月 日㈮︑８月９日㈮︑ ■特設人権相談所
９月 日㈮午前 時〜正午
時７月 日㈮午後１時〜３時
場社会福祉センター 問精神 場山古志体育館 内相続︑土
障害者家族会長岡希望の会☎ 地︑いじめ問題など 問新潟
地方法務局長岡支局☎ ・６
・５５５２
■豊かな健康教室「不快な気 ９０１
持ちマネジメント講座」
■犬のしつけ方トレーニング
時７月 日㈯午後１時 分〜 内・時①講義⁝８月 日㈰午
３時 場ハイブ長岡 問長岡 前９時〜 時②実技⁝ 日〜
西病院☎ ・８７１１
９月 日の毎週日曜日午前９
時〜 時︵９月 日は正午ま
■糖尿病を知るつどい
時７月 日㈯午後０時 分〜 で ︒ 計 ４ 回 ︶ 対 ② は ① の
４時 分 場リリックホール 受 講 者 定 ① 人 先 着 ②
内講演︑運動指導など 定３ 組 先 着 ￥ ② ４︑０ ０ ０ 円
５０人先着 問長岡市医師会 申県動物愛護センター︵関原
☎ ・５６００
町１︶☎ ・５５０１
しんきゅう
■ 高齢者向け鍼灸 マッサージ ■ 新潟県Ｕターン促進奨学金
体験会
返還支援事業
時７月 日㈰午後１時〜４時 対長岡など県内にＵターンし
場高齢者センターけさじろ
た 歳未満で︑大学などを卒
対 歳以上 問長岡鍼灸マッ 業後に県外で一定期間就業し︑
サージ師会・遠藤さん☎ ・ 転入後６カ月以内に就業した
人 問県新潟暮らし推進課☎
８６５５
０２５・２８０・５６３５
■猫の不妊去勢手術費の助成
対市内在住者が市内に生息す
る野良猫や県動物愛護センター
から譲渡された猫に行う手術
費 ※助成額はお問い合わせ
ください 申手術前に県動物
愛護協会中越支部☎ ・４９
３６へ
■事業所に代わって、福利厚
生サービスを提供します
対市内中小企業の従業員・事

くらし

■年金・労務・成年後見無料
相談
時７月 日㈬午後１時〜３時
場社会福祉センター 申社会
保険労務士会長岡支部・澤野
さん☎０８０・７１９５・７
０２２
■サマージャンボ宝くじの販売
収益金は各都道府県の売上
実績で配分し︑長岡市でも住

健康

業主 ￥月１人８００円 申
事業所単位で長岡市勤労者福
祉サービスセンター☎ ・５
６５６へ
■認知症のお悩みは、新潟県
認知症コールセンター☎０
２５・２８１・２７８３へ
時午前９時〜午後５時︵土・
日・祝休日︑年末年始を除く︶

■長岡まつり平和祭の神輿を
一緒に担いでみませんか
時８月１日㈭午後８時 分〜
時 定 人 先着 ￥ １︑０
００円︵はんてんの貸し出し
あり︶ 申７月 日㈮までに
大島諏訪輿會・金子さん☎０
９０・５５７５・０６５６へ
■技大祭フリーマーケット出
店者
時９月 日㈯・ 日㈰午前
時〜午後５時 場長岡技術科
学大学 定 組先着 申７月
日㈮までに同実行委員会・
林さん☎０９０・９５１９・
４９６６へ
■来春採用の自衛官など
職種＝①一般曹候補生②自衛
官候補生③航空学生︵海上︶
④航空学生︵航空︶ 対①②
歳〜 歳③④高卒または高
専３年次修了︵見込み含む︶で
歳〜 歳︵④は 歳まで︶
試験日＝①９月 日㈮〜 日
㈰のいずれか１日②随時③④
９月 日㈷ 申①③④９月６
日㈮まで②随時︑自衛隊新潟
地方協力本部長岡出張所︵千
歳１︶☎ ・０２５６へ

募集

みんなのひろば
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講講師 対対象、資格 定定員、募集人数 ￥料金、会費、受講料
問問い合わせ 申申し込みが必要（記載がないものは直接会場へ）
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11

10
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80

19

11 15

18

22

33

10

次に該当するものは原則掲載できません。
①広く市民が参加・募集できない
②活動が主に市外で行われている
③独自のPR手段を持っている（新聞など）
④政治・宗教・営利が目的（準ずるものを含む）
●原則として会員募集は年１回、同一団体の掲載
は年４回までです。
問広報課Ｔ39・2202
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30

14

14

21

30

39

30

30

30

50

10

46

16

13

◆原稿締め切り…９月号は７月31日㈬
（必着）、
10月号は８月30日㈮（必着）
。開催日や申
し込み締め切りが、【９月号】９月10日㈫、
【10月号】10月10日㈭以降のものに限ります。
◆提 出先…〒940-8501広報課へ郵送、持参、
FAX39・2272、Eメールinf-prd@city.nag
aoka.lg.jp ※応募多数の場合、掲載でき
ないことがあります
33

27

30

10

18

19

18

30

94

ま さ み

市民の各種サークル、国・県などの催し情報、
会員募集などを掲載しています。
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12

13

19

20

20

20

30

30

10

32

30

21

17

34

30
30

30

スポーツ

25

35

■精神に障害を持つ人の家族
への相談
時７月 日〜９月 日の第２・
４水曜日午前 時〜正午 場
社会福祉センター︵表町２︶
問ＮＰＯ法人希望の会福祉会・
森田さん☎ ・９２７５
■考えよう！食品ロスのこと
時７月 日㈭午後１時 分〜
３時 分 場まちなかキャン

催し

32

22

25

23

10

30

31

92

16

60

10

63

館☎ ・６１３０
■平和の森コンサート
時７月 日㈬午後６時 分〜
８時 分 場平和の森公園
︵本町３︒雨天時は表町小学
校︶ 問同事務局・田中さん
☎ ・２９９２
■高校生のための新潟少年学
院施設見学会（要予約）
時７月 日㈬午後２時〜４時
定 人先着 申同院
︵御山町︶
☎ ・０１１８
■短期での行動変容を目指す
ブリーフセラピー（短期療
法）入門
時８月 日㈯午後１時 分〜
４時 分 場中央図書館 講
やまき心理臨床オフィス代表・
久持修さん 定１００人先着
￥ ３︑０ ０ ０ 円 申 ８ 月 ２ 日
㈮までに長岡楽しく学ぶ会・
五十嵐さん☎ ・４２６６へ
■中川清兵衛ビールフェスタ
「風味爽快ツアー」
時８月 日㈯午後３時〜８時
場与板支所など 内与板まち
めぐり︑ビールフェスタでの
飲食︵アオーレ長岡から往復
バスあり︶ 定 人先着 ￥
無 料︵ 飲 食 チ ケ ッ ト 代 ２︑０
００円︑講 習 代 １ ︑０ ０ ０ 円
別 ︶ 申 ７月 日㈬までに中
川清兵衛敬慕会事務局︵まち
の駅よいた内︶☎ ・４１６
１へ
■長岡工業高等専門学校
オープンキャンパス
時８月 日㈯・ 日㈷午前９
時 分〜午後４時 内体験学
習など 対中学生と保護者
10

10

時日時、期日 場場所、会場 内内容
！（記載がないものは無料）
持持ち物
2019.７
市政だより
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72

65

長岡造形大学４年生の黒木滉希
さんが長岡花火などをコンピュー
ターグラフィックス（ＣＧ）で描
いた映像作品「行こうよ、新潟」
が、地域発デジタルコンテンツ・
総務大臣奨励賞に選ばれました。
黒木さんは「今後も作品を通し
て、長岡の魅力を表現したい。こ
の賞を励みにもっとデザインを頑
張りたい」と喜びを語りました。
のチームの「画像認識技術によ
るアナログメーターのリアルタ
イム監視」が、全国高専ディー
プラーニングコンテストで最優
秀賞と企業賞を受賞しました。
片岡さんは「ものづくりの現
場で使える技術にしたい」
、高専
チームは「画期的な製品開発で、
起業につなげたい」と決意を述
べました。
11

47

31

30

31

10

32

35 30

技大・片岡翔太郎さん、高専チームがAIで高評価
10

長岡技術科学大学４年生の片
岡翔太郎さん
（右上）
が「深層学
習技術を使った製造現場での作
業分析」で、
ＡＩ
（人工知能）
分野
で優れた人材を発掘するＡＩフ
ロンティアプログラムの国内トッ
プ４人の育成対象者に選出。
また、長岡工業高等専門学校
の（左写真左２番目から）ノムハ
さん、星野大海さん、ソドーさん
30

30

33

20

31

11

33

き

こ う

７２５８
ばとうきん
■ 馬頭琴による教会コンサート
時７月 日㈰午後１時〜２時
分 場・問日本キリスト教
団長岡教会︵南町３︶☎ ・
７４６３
■パソコンフライトシミュ
レータ入門「Ａ３２０で新
潟空港から成田空港へ」
時７月 日㈯午前 時〜正午
場まちなかキャンパス長岡
問高町趣味人クラブ代表・打
木さん☎０９０・４６７９・
３７２８
■長岡大学米山ゼミナール
＆子どもみらい食堂「プラ
レールであそぼう！」
時７月 日㈯午前９時〜午後
１時 場長岡聖契キリスト教
会︵学校町１︶ ￥一般３０
０円︑高校生以下１００円
申日吉さん☎０９０・２２３
６・３１５３
■ 県内水面水産試験場一般公開
時７月 日㈯午前 時〜午後
３時 内研究紹介︑淡水魚の
ミニ水族館など 問同場︵大
川原町︶☎ ・２１０３
■立川綜合病院見学体験会
時７月 日㈯午後２時 分〜
５時 内医療体験︑講座︑ク
イズなど 問同病院☎ ・３
１１１
■夏季企画展
「新たな国民のたからー文
化庁購入文化財展ー」
時７月 日㈯〜８月 日㈰午
前９時 分〜午後５時 ￥一
般５１０円︑高校・大学生２
００円 場・問県立歴史博物
22

造形大・黒木滉希さん
長岡花火のＣＧ作品で
総務大臣奨励賞
25

30

30

21

27

27

27

27

30 27

10

で快挙！
長岡の学生が
30

