
11/13㈯ 13:30～16:30

【ﾎﾜｲｴ】

11/17㈬･24㈬、12/8㈬ 13:00～16:00

11/11㈭～25㈭ 8:00～21:00
(最終日～17:00)

【協働ｾﾝﾀｰ】

問/

(NPO)新潟県不動産
コンサルティング協会
☎025(240)2900

個性豊かな歌人達によるカラオケと藤本流・藤葦会（ふじよ
しかい）による舞踊をお楽しみください。

【ﾎｰﾙBC】

問/

【第3協働ﾙｰﾑ】

問/

いきいき作品展実行委員会
（中央公民館内）
☎(32)0437

「税の意義と役割について考えたこと」「社会の関わりの中
で自分が体験したこと」など、税に関しての入賞作文を展示
します。

第七回演歌と舞踊の七変化

11/13㈯ 9:00～17:00
11/14㈰ 9:00～12:00

長寿はつらつ課
☎(39)2268

【第1協働ﾙｰﾑ】

市民課
☎(39)2206

【ﾎｰﾙBC】

なでしこの会（小根山）
☎090-7188-1393

問/

中央公民館で開講している趣味の教室の受講者と令和３
年度から自主サークル化した教室が、日頃の活動の成果
として、各自が制作した作品を合同で展示します。

問/

はなはす・れんこん・かみどおりプロジェクト2021
大口れんこんPR販売

県の財政状況や行財政改革の取組等について説明会を開
催します。「Zoom」を使用して会場外でのオンライン参加も
可能です。※事前申込要

新潟県行財政改革県民説明会

学びの場サロン

11/17㈬ 13:30～14:30（受付13:15）

11/15㈪～18㈭ 10:00～15:00

日本伝統工芸 木目込みまりチャーム作り

11/19㈮ 13:30～16:00（受付13:20）

イベント集客の告知方法や団体の活動報告など、対外的
に情報を発信する仕組みを学べます。
※事前申込要

【第3協働ﾙｰﾑ】

問/

アオーレ長岡イベントカレンダー11月号

※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。

公認不動産コンサルティングマスターによる不動産無料相談会 相続・空き地・借地のお悩み・複数権利者の権利調整・土
地建物の有効活用についての相談会を行います。
※事前申込要

問/

犯罪被害者等支援を考える新潟県縦断パネル展 犯罪被害者等支援に対する一層の理解推進を図るため
に、犯罪被害者等への支援活動や遺族の手記などについ
てのパネル展を開催します。

税に関する高校生・中学生の作文展示

【第3協働ﾙｰﾑ】

学びの場「集客につなげよう！情報発信の仕組みづくりのコツ」

「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。

カラダを動かす習慣づくり「つきイチひろば」

ながおか市民協働センター
☎(39)2020

ながおか市民協働センター
☎(39)2020

11/17㈬ 13:30～14:30（受付13:00）

障害年金無料相談会

11/19㈮ 18:30～20:00（開場18:00）

第４回にいがたオーガニックフェスタ 有機農産物や加工品等の展示や販売など、オーガニック
食材を見て・食べて・触れ合う一日。

問/

学校田で育てた、中之島地域の特産物である「大口れんこ
ん」のPR販売と上通小学校考案のれんこんレシピを配布し
ます！11/19㈮ 11:50～なくなり次第終了

市民活動団体やNPO法人が直面している会計と広報の課
題を、各分野得意なスタッフが一緒に考え、改善に導くサロ
ンです。お気軽にお越しください！※事前申込要

11/19㈮、12/8㈬ 13:30～15:30

問/ 長岡市立上通小学校
☎(66)2781

【ﾎｰﾙD】

問/ 長岡障害年金
サポートセンター
☎(82)6453

【ﾎｰﾙBC】

演歌と舞踊の七変化事務局
☎090-1125-5843

11/10㈬ 11:00～15:30（開場10:30） 【ﾎｰﾙA】

木目込みでまりチャームを作ります。初めてでも安心して参
加できます。ご一緒に楽しみましょう。
※事前申込要、参加費700円

問/ 長岡税務署
☎(35)2070

問/令和３年度　公民館趣味の教室いきいき作品展

にいがたオーガニックフェスタ
実行委員会事務局(堀井)
☎090-1853-497411/20㈯ 10:00～16:00 【ﾅｶﾄﾞﾏ】

問/

【ﾅｶﾄﾞﾏ】

新潟県長岡地域振興局
企画振興部総務課(田邊)
☎(38)2501

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

アール・ブリュット まちかどギャラリー 障害のある人が作り出した作品を展示します。
光る感性から紡ぎ出された独創的なアートの世界をぜひご
覧ください。

問/  福祉課
☎(39)2343

11/2㈫～30㈫ 8:00～21:00 【協働ｾﾝﾀｰ他】

イベント情報は
ＨＰでも!

Aollumination 2021-2022 11/13㈯～2/13㈰ 【ナカドマ】
点灯時間 16:00～22:00

ポスター
イラスト

アオーレ長岡冬の風物詩 アオルミネーションを
見下ろしたり、見上げたり。
見て、撮って、過ごして。
この時期だけの風景をお楽しみください。

期間限定(12月26日㈰迄)でクリスマスツリーが登場するほか、

新潟アルビレックスBBホームゲーム時はオレンジライトアップ！

「＃長岡まちなかイルミネーション」
あなたが撮影した素敵な写真をSNS上でシェアしませんか？
詳細はアオーレ長岡HPにて。

新潟アルビレックスＢＢ ホームゲーム

【アリーナ・ナカドマ】

12月4日(土)17:05～

5日(日)17:05～

問/㈱新潟プロバスケットボール ☎(86)5700

vs 秋田ノーザン

ハピネッツ

両日13:00からWリーグ新潟アルビレックスBBラビッツと
トヨタ自動車アンテロープスのゲームも同時開催！

問/(一社)新潟アルビレックス女子バスケットボールクラブ ☎025(201)5520

CHRISTMAS✬MARKET
１２／１１㈯ １１：００～１７：００

１２㈰ １１：００～１６：００

詳細はアオーレ長岡HPをチェック！

会場

ナカドマ・アリーナ他

CHRISTMAS✯MARKET
12/11㈯ 11:00～17:00

12㈰ 11:00～16:00
詳細はアオーレ長岡HPをチェック！

【ナカドマ・アリーナ】

問/(NPO)ながおか未来創造ネットワーク ☎(39)2500

11/13㈯～2/13㈰ 【ナカドマ】
点灯時間 16:00～22:00

アオーレ長岡冬の風物詩
アオルミネーションを見て、撮って、過ごして。
この時期だけの風景をお楽しみください。

期間限定(12月26日㈰迄)でクリスマスツリーが

登場するほか、アルビBBホームゲーム時は

オレンジライトアップ！

「＃長岡まちなかイルミネーション」

あなたが撮影した素敵な写真をSNS上で
シェアしませんか？詳細はアオーレ長岡HPへ。

問/ (NPO)ながおか未来

創造ネットワーク ☎(39)2500



ひなた事務局
☎080-4145-1722

問/
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人による初のホールライブ開催！
※入場料3,500円

トモシビタイム！リベンジ！

【ﾎｰﾙA】11/20㈯ 14:00～16:00(開場13:15)

【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☎0258（39）2500　発行/長岡市市民協働課☎0258（39）2288　発行月/令和3年10月

翌日(11/28)開催「長岡音むすびフェス!!2021」の前夜祭！
ひなたをはじめ、音むす出演者によるライブをたっぷり堪能
できます！※前売3,500円、当日4,000円

問/ 長岡音むすびフェス‼
実行委員会
☎080-4145-172211/27㈯ 12:00～（開場11:15） 【ﾎｰﾙA】

音むす前夜祭!!2021

トーキンアフリカ&チャリティバザール 新潟に縁のある方々とアフリカについて考えてみよう！
アフリカに関するお話しの他、パンや雑貨、日用品など世
界を感じるフリーマーケットもやって来る☆

問/ JICA新潟デスク
☎090-4024-1323

11/21㈰ 10:00～16:00 【ﾎﾜｲｴ】

広まれ「渡るよサイン」交通安全イベント 「渡るよサイン」ひろめ大使で地域活性化モデルの山田彩
乃さんと一緒にミニ交通安全イベントを開催します。JAFの
こども免許証製作、白バイやパトカーの展示、トークイベン
トでの反射材無料配布等を行います。

問/ 新潟県警察本部
交通部交通企画課
☎025(285)011011/21㈰ 10:00～12:00 【ﾅｶﾄﾞﾏ】

エコマルシェ SDGsなどエコをテーマにしたマルシェです。
フリーマーケット、ハンドメイド、ワークショップ、キッチンカー
が勢ぞろいします。

問/ NOW
☎080-8887-7678

11/23(火祝)  10:00～17:00 【ﾅｶﾄﾞﾏ】

「山本五十六の時代」講演会 長岡大学教授　広田秀樹氏による講演会。郷土の偉人と
いわれる「山本五十六」の人柄や業績について理解を深め
ましょう。※事前申込要、参加料300円

問/ さわやか悠久大学(坂井）
☎(36)6908

縁むすびマルシェこどもまつり みんな集まれ！親子で楽しめるワークショップやハンドメイ
ド雑貨、ミニゲームなど楽しいことが盛りだくさんです！

問/ 縁むすびプロジェクト
（松浦）
☎090-6827-8732

11/22㈪ 14:50～16:50(開場14:30) 【ﾎｰﾙA】

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

問/ あなたの町でカラオケ
ドンドン実行委員会
電話/FAX(89)543011/24㈬ 11:30～15:00(開場11:00) 【ﾎｰﾙA】

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)
☎090-2315-152411/29㈪ 14:00～15:00（開場13:30） 【ﾎｰﾙA】

長岡市立表町小学校４年生　きらめき祭り 創立150周年を祝うとともに、「新型コロナウイルス感染症
に負けず、学校や地域に笑顔を広げたい」、「来場した方に
喜んでもらいたい」という願いで、お客さんと一緒に楽しめ
て盛り上がれるショーを行います！ぜひご参加ください！

問/ 長岡市立表町小学校
☎(32)0073

11/25㈭ 10:00～ 【ﾅｶﾄﾞﾏ】

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

11/25㈭ 12:00～14:30 【ﾎｰﾙD】

さわやか悠久大学「ひなたぼっこコンサート」 「ひなたぼっこ」さんをお招きして演奏会を行います。
心安らぐ時間をお過ごしください。
※事前申込要、参加料300円

問/ さわやか悠久大学(坂井)
☎(36)6908

11/29㈪ 9:30～11:10（開場9:15） 【ﾎｰﾙA】

長岡市福祉事業所商品マルシェ 市内福祉事業所で作った食品や小物などの商品を一堂に
集めて販売します。
※販売状況により終了時間が早まる可能性有

問/ 福祉課障害支援係
☎(39)2218

11/24㈬ 11:00～15:00 【ﾅｶﾄﾞﾏ】

西日本のうまいものおみやげフェア 愛媛の希少みかんをまるごと使用したこだわりの「八寿み
かん大福」が登場！さらに「元祖大阪みたらしだんご」や、
徳島からはレアな食感の干し芋「鳴門うず芋」など、売り切
れ必至のご当地おみやげが登場！

問/ 世界のお茶と日本のおみや
 発信プロジェクト(土井)
☎090-3670-819411/24㈬・25㈭ 10:00～18:00 【ﾎﾜｲｴ】

長岡　音むすびフェス!!2021 ６年目の「長岡 音むすびフェス!!2021」
アオーレ長岡からの生配信＆人数限定での開催！
※入場料500円、配信無料、詳細は「ひなたオフィシャルサ
イト」をチェック！

問/ 長岡音むすびフェス‼
実行委員会
☎080-4145-172211/28㈰ 11:00（開場10:00) 【ｱﾘｰﾅ、ﾎｰﾙA】

11/23(火祝) 10:00～16:00 【ﾎｰﾙA、ﾎﾜｲｴ】

～よこた椿～講演会 人生のドン底から這い上がり、ミセスコンテストに出場する
に至ったマイストーリーをお話します。
※事前申込要、参加料500円

問/ NDSP
☎090-4713-2626

11/21㈰ 18:00～19:00(開場17:45) 【ﾎｰﾙA】

11/30㈫ 9:45～12:45 【第1・2協働ﾙｰﾑ】

新潟県社会保険労務士会　障害年金無料相談会 障害をお持ちの方やそのご家族が障害年金の仕組み、手
続きなど無料で個別相談できます。
※事前申込要

問/ 新潟県社会保険労務士会
長岡支部(平澤)
☎(82)645311/29㈪ 13:30～16:00 【第1・2協働ﾙｰﾑ】

12/1㈬～6㈪ 8:00～21:00
(初日9:00～、最終日～17:00)

【ﾎﾜｲｴ】

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、茶花の生け
方を実践で習得します。
※事前申込要、参加料5,000円(見学無料)

問/ 古典茶花の会(島田)
☎090-1463-0818

問/ NDSP
☎090-4713-2626

12/5㈰ 18:00～20:00(開場17:45) 【ﾎｰﾙA】

新潟県特別支援学校「『いじめ見逃しゼロ』標語ポスターコンクール」
優秀作品展示巡回展

新潟県特別支援学校校長会主催の「『いじめ見逃しゼロ』
標語ポスターコンクール」において、昨年度の入賞作品を
県内３会場で巡回展示しています。

問/ 新潟県特別支援学校校長会
☎(38)0191

令和３年度長岡市女性活躍応援プロジェクト
「女性のエンパワーメントセミナー」

ｗｉｔｈコロナウイルス時代、働く女性同士で悩みを共有し、
不安を解消しませんか？今回は「イキイキ♪働く・ワクワク
♪働く！」がテーマです。※事前申込要

問/ 人権・男女共同参画課
☎(39)2746

12/7㈫ 10:00～12:00(受付9:30) 【協働ﾙｰﾑ】

ＮＤＳＰ　クリスマスフェスティバル ダンスサークルNDSPのクリスマスショーとウォーキングミニ
体験会。
※事前申込要



10/12㈫～15㈮ 8:00～21:00 【ﾎﾜｲｴ】

問/

なでしこの会(小根山)
☎090-7188-1393

10/13㈬･27㈬ 13:00～16:00 【第3協働ﾙｰﾑ】

10/14㈭ 13:30～15:30 【ﾎｰﾙD】

ながおか市民協働センター
☎(39)2020

10/13㈬ 13:30～14:30（開場13:15） 【第1協働ﾙｰﾑ】

10/18㈪～22㈮ 8:00～21:00
(初日10:00～、最終日～15:00)

問/

10/16㈯ 14:00～17:45
(全４回、各回45分）

問/ ワイン中村
☎(32)0434

10/16㈯ 10:30～12:00(開場10:00)

ひとのわ・ルナの会(松本)
☎090-4926-4882

【協働ﾙｰﾑ】

問/

長岡障害年金
サポートセンター
☎(82)6453

問/ 長岡造形大学
☎(21)3311

問/ フルートの花束
実行委員会(武藤)
☎090-2315-1524

第29回ひとのわ・ルナの会 脳活性化のための指から腕の運動、口・頭の体操、集団
ゲームを楽しみ、折り紙で作品作りをします。
※事前申込要、参加料500円

薔薇美子と仲間たち　ハートフルシャンソン・コンサート

障害年金無料相談会 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

10/12㈫ 第1部10:45～11:30(開場10:30)
10/12㈫ 第2部14:00～15:00(開場13:30)

【ﾎｰﾙA】

秋風にのせて懐かしい歌、心に響く音楽のひとときをお楽し
みください。
※事前申込要、入場料2,500円(中学生以下無料)

アオーレ長岡イベントカレンダー10月号
※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。

日本伝統工芸 木目込みまりチャーム作り 木目込みで可愛らしいまりチャームを作ります。初めての方
でも安心して参加できますのでご一緒に作りましょう。
※事前申込要、材料費700円

問/

補助金だけに頼らない！バランスの取れた資金計画のコツ 持続可能な活動をするため、無理のない運営方法が学べ
ます。
※事前申込要

長岡造形大学「フェニックス花火のプロモーション企画展」 長岡造形大学の学生が、フェニックス花火の募金プロモー
ション企画を考えました。９グループによる展示を行いま
す。

問/ 健康課
☎(39)7508

受付日 10/19㈫ 10:00～15:00
即売日 10/20㈬ 10:00～14:00

【ﾎﾜｲｴ】

カラダを動かす習慣づくり「つきイチひろば」

10/20㈬ 13:30～14:30(受付13:00)

問/ あなたの町でカラオケ
ドンドン実行委員会
☎/FAX(89)5430

中越大震災17周年記念行事～私たちの10．23を忘れない～

歌うのが大好きな方どなたでもどうぞ!
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・参加料1曲1,500円

カラオケドンドン

ワイン中村　秋のワイン試飲会

長岡市消費者協会
☎(32)0082

子ども長岡ぴったり３・１・２弁当作品展

問/

新潟県中越大震災発災から17周年を迎えるにあたり、献花
台を設置し、黙とうを行います。

10/23㈯ 15:30～18:30

世界のワインの試飲会を開催します。
（①14:00～14:45、②15:00～15:45、③16:00～16:45、④
17:00～17:45）
※事前申込要、参加料500円

小中高生が｢長岡ぴったり３・１・２弁当箱法｣に基づき作成
したお弁当写真の作品展。令和３年度応募作品のうち、
ぴったり賞を展示するとともに、食育月間のPRも行います。

洗濯済みの着用可能な衣料品等や未使用の贈答品を無償
で提供していただき、格安（50円～300円くらい）で販売しま
す。売上金の一部は寄付されます。

中古衣料品チャリティ即売会

10/21㈭ 11:30～15:00(開場11:00)

「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。

【ﾎｰﾙA】

【ﾎｰﾙD】

問/ 地域振興戦略部
☎(39)2515

【ﾎｰﾙBC】

問/ 長寿はつらつ課
☎(39)2268

第６回東日本大震災復興支援チャリティライブ クラリネットとピアノのJazz、クラリネット四重奏のライブで
す。頂いた募金は｢あしなが育英会｣を通じて、東日本大震
災遺児のために寄付します。出演：奏美、ClaVitz
※事前申込要、入場無料(募金あり)

問/

【ﾅｶﾄﾞﾏ】

問/ 長岡シャンソン愛好会
(安田)
☎(35)323710/11㈪ 14:00～16:00(開場13:30) 【ﾎｰﾙA】

【ﾎｰﾙA】

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、大人の皆様まで、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)

チャリティクラリネット
アンサンブル(穂苅)
☎090-5566-730510/24㈰ 14:00～16:00(開場13:30) 【ﾎｰﾙBC】

Go on to the DEMOLITION STAGE　2021 プロレスリング・ノア長岡大会開催！
今一番カッコいいプロレスを見逃すな。
※チケットＳ席8,000円、Ａ席6,000円、Ｂ席5,000円、小中高
生席2,000円(当日販売のみ、要身分証)

問/ ㈱CyberFight
プロレスリング・ノア事業部
☎03(6261)688810/24㈰ 17:00～19:00(開場16:00) 【ｱﾘｰﾅ】

第12回ながおか平和のための戦争展
長岡空襲の実相や長岡における平和・民主運動の歴史な
どのパネル・資料展を行います。

問/ ながおか平和のための
戦争展実行委員会
☎(36)933910/25㈪～28㈭ 9:00～17:00

(初日13:00～、最終日～16:00)
【ﾎﾜｲｴ】

特定失踪者と拉致問題を考える市民集会
～この思い届け！　お母さんが待っているよ三奈子さん～ 特定失踪者や拉致問題について理解を深め、関心を持ち

続けてもらうための集会を開催します。
※事前申込要

問/ 中村三奈子さんをさがす会
☎090-4279-4724

10/10㈰ 14:00～16:00(受付13:00) 【ﾎｰﾙBC】

イベント情報は
ＨＰでも！
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令和３年度　長岡市除雪出動式 冬期間の道路の安全安心を祈願し、恒例の「除雪出動式」
を開催します。今年は「除雪応援団」の東川口保育園の皆
さんがビデオレターでエールを送ります。

問/ 道路管理課
☎(39)2232

10/29㈮ 10:00～10:30 【ﾅｶﾄﾞﾏ】

第59回長岡市美術展覧会 市民の創作活動の成果の発表と美術を味わう楽しさの普
及を目的に、日本画・洋画・彫刻・工芸・書道・写真の６部門
の公募作品約700点を展示します。

問/ 文化振興課
☎(32)511010/31㈰～11/4㈭ 9:00～18:00

(初日14:00～、最終日～15:00)
【ｱﾘｰﾅ】

第35回ウィルながおかフォーラム　登録団体イベント
映画『プリズン・サークル』上映と座談会

坂上香監督による、日本で初めて刑務所内部を長期撮影したドキュ
メンタリー作品を上映し、刑罰よりも対話を通して更生を掲げる試み
を観て、罪と人権についてディスカッションします。
※前売1,000円(当日1,200円)、障害手帳・療育手帳をお持ちの方、
高校生以下(学生証提示要)500円

問/ 長岡アジア映画祭
実行委員会！
☎090-4520-422210/30㈯ 10:00～13:00（開場9:40） 【ﾎｰﾙA】

第８回 入船亭扇辰独演会 繊細な演技力と端正な語り口が魅力！
長岡市出身の落語家、入船亭扇辰の独演会です。
※入場料全席指定2,000円（未就学児の入場不可）

問/ (公財)長岡市芸術
文化振興財団
☎(29)771511/3(水祝) 昼の部13:00～(開場12:15)

11/3(水祝) 夜の部16:30～(開場15:45)
【ﾎｰﾙA】

湯浅誠先生による「自分らしく働きたい」あなたの応援セミナー 講師に湯浅誠氏をお招きし「自分らしく働きたい」という方々
を応援するセミナーを行います。
※事前申込要

問/ ささえあいコミュニティ
生活協同組合新潟
☎025(378)618111/9㈫ 14:00～16:30(開場13:30) 【協働ﾙｰﾑ】

第35回ウィルながおかフォーラム
ながおか・スミレプロジェクトコラボ事業　パープルリボンカフェ 「女性に対する暴力根絶」のシンボルであるパープルリボン

をつくりながら、少人数でリラックスしながら会話を楽しむ場
を提供します。

問/ 第35回ウィルながおか
フォーラム実行委員会
☎(39)274611/7㈰ 13:00～16:00 【ﾎﾜｲｴ】

市内ハッピー・パートナー企業取り組み紹介パネル展
市内ハッピー・パートナー登録企業125社のうち20社の取組
み事例パネルを展示します。

問/ 第35回ウィルながおか
フォーラム実行委員会
☎(39)274611/7㈰ 13:00～15:30 【ﾎﾜｲｴ】

男女平等推進センターウィルながおか20周年記念
ダイバーシティパネル展 ウィルながおかと地域広場の20周年を記念して、ダイバー

シティ＆インクルージョンをテーマに「ジェンダー平等」「多文
化共生」に関するパネル展を開催します。

問/ 第35回ウィルながおか
フォーラム実行委員会
☎(39)274611/7㈰～12㈮ 8:00～21:00

(初日13:00～、最終日～13:00)
【ﾎﾜｲｴ】

はじめ会絵画グループ24周年展覧会
日本水彩展、市展などの出展作品や日頃の創作作品を発
表します。

問/ はじめ会
絵画グループ（藤田）
☎(32)787811/9㈫～11㈭ 10:00～17:00 【ﾎｰﾙBC】

Rock×Classic Live
ビートルズなどを中心にしたコンサートを行います。
※入場料1,500円（定員有）

問/ アミーゴ倶楽部(永井)
☎090-8340-5172

11/4㈭ 13:30～14:30(開場13:00) 【ﾎｰﾙA】

第35回ウィルながおかフォーラム　分科会２
映画「カランコエの花」上映会と講演 映画『カランコエの花』を通し、性的指向、性自認という特性

について正しい理解や認識を深め、性の多様性を一緒に考
えてみませんか。※事前申込要

問/ 第35回ウィルながおか
フォーラム実行委員会
☎(39)274611/6㈯ 13:30～15:30(受付13:00) 【ﾎｰﾙA】

第35回ウィルながおかフォーラム　メインイベント 男女平等推進センターウィルながお
か20周年記念イベント 「夢を植え　感動を育てる～女性が活躍できる社会へ～」

42歳で新潟に移住し、カーブドッチワイナリーを創業された
掛川千恵子さんから、新潟で起業に至るまでの軌跡や、女
性が活躍できる職場づくりについて楽しくお話しいただきま
す。※事前申込要

問/ 第35回ウィルながおか
フォーラム実行委員会
☎(39)274611/7㈰ 13:30～15:30(受付13:00) 【ﾎｰﾙA】

『陶王子 ２万年の旅』長岡上映会と柴田昌平監督×宮尾亨先生対談 火焔型土器などの”器”をテーマにした映画を上映し、柴田昌平監
督と宮尾亨先生(県立歴史博物館研究員)の対談を行います。
※前売1,000円(当日1,200円)、障害手帳・療育手帳をお持ちの方、
高校生以下(学生証提示要)500円

問/ 長岡アジア映画祭
実行委員会！
☎090-4520-422210/30㈯ 14:00～17:00（開場13:40） 【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

10/25㈪ 12:00～14:30 【ﾎｰﾙD】

新潟アルビレックスＢＢ ホームゲーム
【アリーナ・ナカドマ】

問/㈱新潟プロバスケットボール ☎(86)5700

琉球には長岡市出身の今村佳太選手が在籍！

ホームアオーレ長岡で迎え撃て！

vs 琉 球
ゴールデンキングス

11月6日(土)17:05～日 時

7日(日)17:05～


