
8/1㈰～3㈫ 【ｱﾘｰﾅ】

7/17㈯・18㈰ 13:30～16:00
(開場13:00)

【ﾎｰﾙA】

問/ 長寿はつらつ課
☎(39)2268

【施設のご利用・予約に関するお問い合わせ】NPO法人ながおか未来創造ネットワーク☎（39）2500　発行/長岡市　市民協働課☎（39）2288　発行月/令和3年6月

8/9(月祝) 13:30～15:00(受付13:00)

長岡まつり
8/1㈰ 16：00～18：00　平和祭inアオーレ
8/2㈪ 13：00～17：30　ふれあい広場
8/3㈫ 11：30～16：30　わんぱくおまつり広場
※事前申込要（県内在住者限定、各日500人）
※詳細は市政だより７月号同時配布チラシをご覧ください

問/ 観光事業課
☎(39)2221

【ｱﾘｰﾅ】

リズム体操サマーフェスタ2021inアオーレ 小学生から社会人まで、リズム体操・リズムダンスを通して交
流する発表会です。※観覧無料、出場者有料(事前申込要
7/15㈭まで)

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、イベントが中止・変更となる場合があります。
※イベントの内容に応じて、各主催者様に感染症対策の実施をお願いしていますので、ご来場の皆様もご協力をお願いします。

問/ りずむくらぶ
☎080-5456-9431

NIIGATAフォーク・ジャンボリー2021 in 長岡 問/ NIIGATAフォーク・
ジャンボリー実行委員会
☎090-2161-0439
（受付9:00～21:00）

7/20㈫ 12:00～14:30 【ﾎｰﾙD】

カラダを動かす習慣づくり「つきイチひろば」 「ハッピー体操」や「ながおか元気体操」などの運動を実施し
ます。初めての方でも気軽に参加できます。楽しく動いて元気
はつらつな身体をつくりましょう。7/21㈬ 13:30～14:30（受付13:00） 【ﾎｰﾙBC】

7/16㈮～8月中旬 【ﾅｶﾄﾞﾏ他】

中古パソコン展示販売会
中古パソコンの即売会を行います。ぜひお越しください！

問/

今こそ心に歌声を！青春のフォークソングでネバー・ギブアッ
プ！
※事前申込要

㈱アイセイＰＣ
☎(38)6922

はなはす・れんこん・かみどおりプロジェクト2021 はなはす展示
中之島地域の特産物である「大口れんこん」のPRとともに、夏
に花咲く蓮の花を展示します。(7/16㈮セレモニー11:00～)

問/ 長岡市立上通小学校
☎(66)2781

7/15㈭ 11:30～15:00(開場11:00) 【ﾎｰﾙA】

さわやか悠久大学(坂井)
☎(36)6908

地球温暖化による異常気象の動向
長岡技術科学大学准教授　熊倉俊郎氏による講演会
※事前申込要、参加料300円

問/

中央公民館
書を愛する友の会(大柳)
☎090-4740-3073

ヨーヨーキルトで作る巨大な長岡花火キルトを一緒に作りま
しょう！完成したキルトは7/31㈯～8/15㈰シアター脇ショー
ケースに展示します。
※参加料500円(定員有)

みんなで作ろう長岡花火
プロジェクトチーム
☎080-5310-0358

問/

問/

あなたの町でカラオケ
ドンドン実行委員会
☎/FAX(89)5430

7/14㈬ 13:30～15:30 【ﾎｰﾙD】

【ﾎｰﾙD】

障害年金がもらえるか分からない方、手続きの仕方が分から
ない方、不支給決定に納得のいかない方、分かりやすくご説
明いたします。※事前申込要

歌うのが大好きな方はどなたでもどうぞ！
普段着姿でテロップを見て歌ってください。
※事前申込要(FAXのみ)
※入場無料(定員有)、カラオケ参加料1曲1,500円

問/書を愛する友の作品展
中央公民館にて書道を講習している仲間の作品展

長岡障害年金
サポートセンター
☎(82)6453

キルトで打ち上げよう！みんなで作ろう長岡花火市民プロジェクト

7/15㈭ 10:00～13:00

7/12㈪～14㈬ 8:00～21:00
(初日8:30～、最終日～15:30)

【ﾎﾜｲｴ】

問/障害年金無料相談会

7/21㈬ 9:45～12:45 【第1・2協働ﾙｰﾑ】

問/

【ﾎｰﾙA】

 カラオケドンドン

古典茶花の会　講習会 二十四節気から茶花の歴史や茶会記を学び、茶花の活け方
を実践で習得します。
※事前申込要（7/14㈬まで）、参加料5,000円・見学無料

7/16㈮ 13:20～15:20（開場13:00）

古典茶花の会(中村)
☎(35)4324

アオーレ長岡イベントカレンダー7月号

いきいき明るい生き方のコツ 新潟薬科大学教授　南雲陽子氏(ヘルスカウンセラー)による
講演会
※事前申込要、参加料300円

問/ さわやか悠久大学(坂井)
☎(36)6908

8/9(月祝) 13:20～15:20（開場13:00） 【ﾎｰﾙBC】

ハッピーパートナー企業取り組み紹介パネル展 男女が共に働きやすく、仕事と家庭生活等が両立できるよう
な職場環境の整備や、女性労働者の育成・登用など、各社・
団体で取り組んでいる内容をパネルで紹介します。

問/ 人権・男女共同参画課
☎(39)27467/2㈮～13㈫ 8:00～21:00

(初日13:00～、最終日～13:00)
【協働ｾﾝﾀｰ】

イベント情報は
ＨＰでも！



自主制作映画『名も無き人の海』試写会 自主映画制作グル—プCinema`69が40年振りに制作した『名も無
き人の海』の試写会です。家、夫婦、親子、認知症、、、紬の里
塩澤と湘南の海を舞台にオフビートなタッチで『老い』の人間模様
を撮った作品です。

問/ Cinema`69(尾花)
☎080-5403-9352

7/9㈮ 18:45～19:55（開場18:00） 【ﾎｰﾙA】

アオーレ長岡イベントカレンダー6月号

みんなで歌おう！歌声の輪♪ 大人の皆さま、懐かしい歌を一緒に歌いましょう！
歌い方のワンポイントレッスンもあります♪
後半にはメンバーによるミニコンサートもあります。
※参加料500円（未就学児無料)

問/ フルートの花束
実行委員会(武藤)
☎090-2315-15247/7㈬ 14:00～15:00（開場13:30） 【ﾎｰﾙA】

問/

6/22㈫　第1部 10:45～11:30(開場10:30)
　　　　　 第2部 14:00～15:00(開場13:30)

ツクリテイデア〜長岡クリエイターフェス〜

6/12㈯ 10:30～15:30 【ｱﾘｰﾅ】

キルトで打ち上げよう！みんなで作ろう長岡花火市民プロジェクト ヨーヨーキルトで作る巨大な長岡花火キルトを一緒に作りま
しょう！
※参加料500円(定員有)

6/17㈭ 13:30～14:30 【ﾎｰﾙA】

問/

6/29㈫ 11:30～15:00(開場11:00) 【ﾎｰﾙA】

問/

【ﾎｰﾙA】

ひなた、Rafvery共に新潟県出身・在住のアーティスト同士が「トモ
シビ」を結成！4月にはシングルCDも発売！4人による初のホー
ルライブ開催！
※有観客チケット3,500円、配信チケット3,000円

究極の手仕事“綴織”絨緞＆綴帯展

カラオケドンドン 歌うのが大好きな方はどなたでもどうぞ！
普段着姿でテロップを見て歌ってください。
※事前申込要(FAXのみ)
※入場無料(定員有)･カラオケ参加料1曲1,500円

あなたの町でカラオケ
ドンドン実行委員会
☎/FAX(89)5430

フルートの花束
実行委員会(武藤)
☎090-2315-1524

みんなで楽しもう！音楽の輪♪ 小さなお子様からお父さんお母さん、大人の皆さままで、楽しく音
楽に合わせて、体を動かしたり、歌を歌ったりします。各部とも、
後半にはメンバーによるミニコンサートも行います。
※第1部無料、第2部500円（未就学児無料）

問/

問/
カラダを動かす習慣づくり「つきイチひろば」 「ハッピー体操」や「ながおか元気体操」などの運動を実施し

ます。初めての方でも気軽に参加できます。楽しく動いて元気
はつらつな身体をつくりましょう。

問/

縁むすび
プロジェクト(松浦)
☎090-6827-8732

6/20㈰ 14:00～16:00(開場13:15) 【ﾎｰﾙA】

長寿はつらつ課
☎(39)2268

6/16㈬ 13:30～14:30（受付13:00） 【ﾎｰﾙBC】

問/

トモシビタイム！

Rock×Classic　Live

問/

6/17㈭・24㈭、7/1㈭･8㈭
10:00～13:00

【ﾎｰﾙD】

問/

同人誌即売会を中心としたクリエイターの文化祭。漫画やゲー
ム、技術書、ハンドメイド、コスプレイヤーなど様々なクリエイター
が集まり自分の思いや理想を形にし発信するイベントです。
※県内在住者限定、参加料600円（事前登録500円)

ツクリテイデア
実行委員会(小黒)
☎090-2415-0892

星ごん
☎(35)1459

アミーゴ倶楽部(永井)
☎090-8340-5172

みんなで作ろう長岡花火
プロジェクトチーム
☎080-5310-0358

ビートルズなどを中心にしたコンサートを行います。
※事前申込要、入場料1,500円

モロッコで手織りされたオリジナル絨緞　GOSHIMAキリム
“綴”と京西陣の“綴帯”の展示、受注、販売会を行います。6/17㈭～20㈰ 10:00～18:00

(初日13:00～)
【ﾎﾜｲｴ】

「タネは誰のもの」上映と在来種を語る会
「タネは誰のもの」の上映とシンポジウムを行います。
※事前申込要、入場料1,000円

タネを考える会（堀井）
☎090-1853-4974

6/19㈯ 13:00～16:00 【ﾎｰﾙA】

中古パソコン展示販売会
中古パソコンの即売会を行います。ぜひお越しください！

問/ ㈱アイセイＰＣ
☎(38)6922

問/ 街のこし記録隊(嶋田)
☎090-2887-82086/28㈪～7/1㈭ 8:00～21:00

(初日13:00～、最終日～18:00)
【ﾎﾜｲｴ】

6/22㈫ 12:00～14:30 【ﾎｰﾙD】

縁むすびマルシェ
ハンドメイドアクセサリーや雑貨・ハンドエステ・占い・ヨーヨー
釣りなどもあります！

問/

問/ なでしこの会(小根山)
☎090-7188-1393

6/30㈬ 13:00～16:30 【第3協働ﾙｰﾑ】

6/27㈰ 9:30～15:00 【ﾎﾜｲｴ】

街のこしプロジェクトつなぐ写真展
変わりゆく街を写真で残す「街歩きイベント」の展示会。
今回は、長岡駅前を記録しました。

7/3㈯～4㈰ 10:00～17:00 【ｱﾘｰﾅ、ﾅｶﾄﾞﾏ】

7/6㈫～9㈮ 10:00～19:00 【ﾎﾜｲｴ】

夏の北海道おみやげ＆全国ご当地ひんやりスイーツフェア 「北海道クリームサンド」や「じゃがバタースイートポテト」など、北
海道食材にこだわった、ちょっとマニアックな北海道おみやげをご
用意しました！
冷やして食べたい！全国ご当地スイーツフェアも同時開催！

NAGAOKA Aloha Festival 2021
県内のフラダンス愛好団体によるステージショー、ハワイ文化
のふれあいイベント

【施設のご利用・予約に関するお問い合わせ】NPO法人ながおか未来創造ネットワーク☎（39）2500　発行/長岡市　市民協働課☎（39）2288　発行月/令和3年5月

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、イベントが中止・変更となる場合があります。
※イベントの内容に応じて、各主催者様に感染症対策の実施をお願いしていますので、ご来場の皆様もご協力をお願いします。

問/ 世界のお茶と日本のおみや
発信プロジェクト(土井)
☎090-3670-8194

問/

ひなた事務局
☎080-4145-1722

長岡アロハクラブ(二ツ家)
☎090-2412-5090

日本伝統工芸 木目込かえるのケロチャン作り 梅雨時に飾れる可愛いかえるの木目込を作ります。
初めての方でも安心して参加出来ます。
※事前申込要、参加費1,280円

エレクトーン＆リコーダーひなたぼっこ　ランチタイムコンサート 昼のひと時、キーボードとリコーダーの演奏をお楽しみくださ
い。曲目：赤いスイートピー、ひまわりの約束・野ばら・砂山・
花 など。

問/ エレクトーン＆リコーダー
ひなたぼっこ
☎090-5586-32596/24㈭ 12:15～12:45 【ｵｰﾌﾟﾝﾃﾗｽ】

イベント情報は
ＨＰでも！


