
問/ 長岡･小千谷「錦鯉発祥の地」
活性化推進協議会
(農水産政策課内)
☎(39)22239/10㈮ 10:30～11:00 【ﾅｶﾄﾞﾏ】

10/2㈯ 13:30～16:30

【ﾎｰﾙBC】

特定失踪者と拉致問題を考える市民集会　韓国からの報告
～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

中村三奈子さんをさがす会
☎090-4279-4724

長岡障害年金
サポートセンター
☎(82)6453

【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8月

問/ 「アート長岡の秋」
実行委員会(佐藤)
☎090-7826-0530

【ﾎｰﾙBC】

問/ さわやか悠久大学(坂井)
☎(36)6908

【ﾎｰﾙD、第2・3協働ﾙｰﾑ】

「長岡」と「秋」をどのように表現するか、成月流の花型に合
わせ、表現します。

エレクトーン＆リコーダー
ひなたぼっこ(中嶋)
☎090-5586-3259

10/9㈯ 9:30～18:00
1010㈰ 9:30～16:30

来年の干支の寅を木目込みで作ります。可愛らしいフォー
ムの寅は、正月飾りや贈り物にも適してます。楽しみながら
作りましょう！※事前申込要、参加費3,600円

アート長岡の秋

中央公民館で活動中の２団体の会員の作品を展示します。
第26回 パレット会・四季の会 水彩画合同作品展

日本伝統工芸 木目込み干支寅作り

9/28㈫ 12:00～14:30

障害年金無料相談会

県内在住の外国人の方々に、日ごろ感じていること、経験し
たことなどをお話していただきます。
※事前申込要

むつみ会(小林)
☎090-9341-5945

【ﾅｶﾄﾞﾏ】

問/

ささえあいコミュニティ
生活協同組合新潟
☎025(378)6181【協働ﾙｰﾑ】

9/22㈬ 11:00～15:00

福祉課障害支援係
☎(39)2218

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。

問/

問/

9/16㈭ 13:30～15:30 【ﾎｰﾙD】

【ﾎｰﾙD】

問/

問/

パレット会(中村) ☎(32)4712
四季の会(関) ☎(22)0828

【ﾎｰﾙA】

「なかなか仕事が決まらない」「仕事を始めるのを悩んでい
る」という状況から就職した人の話が聞けるトークセッション
を行います。※事前申込要

情熱のタンゴとヴェルディ、プッチーニのオペラをお楽しみく
ださい。
※事前申込要、入場料2,000円

㈱アイセイPC
☎(38)6922

問/

【ﾎｰﾙA】

問/

第８回坪内麗音ソプラノリサイタル
坪内麗音後援会
☎(46)9435

「自分らしく働きたい」あなたの応援セミナー ～トークカフェ～

10/7㈭ 12:15～12:45 【ｵｰﾌﾟﾝﾃﾗｽ】

10/5㈫～7㈭ 9:00～17:00
(初日11:00～、最終日～16:00)

お昼のひと時、リコーダーの演奏をお楽しみください♪
秋の曲や皆さんがよく知っている曲を演奏します。

記者から見た新潟県政についての講演会。
講師：新潟日報社第二報道部長　小原広記氏
※事前申込要、参加料300円

10/3㈰ 14:00～15:30(開場13:30)

第32回外国人による日本語スピーチコンテスト

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

「報道記者の目より」講演会

10/4㈪ 9:00～11:00(開場8:45)

問/

アオーレ長岡イベントカレンダー9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。

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/

「口の健康が長寿を支える」講演会 新潟大学歯学部教授　葭原明弘(よしはらあきひろ)氏によ
る講演会
※事前申込要、参加料300円

沖縄・九州ご当地おみやげフードロスセール＆お芋スイーツフェア ｢紅芋タルト｣｢通りもん｣など沖縄・九州で大人気のおみやげを
特別価格で販売します。また、厳選鳴門金時を使用した東京駅
の銘店「栗尾商店」など人気店のお芋スイーツも！

錦鯉ラッピングトラック出発式

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

9/12㈰ 14:00～16:00(受付13:00) 【ﾎｰﾙBC】

錦鯉発祥の地である長岡・小千谷の錦鯉をデザインしたト
ラックのお披露目会を開催します。長岡から出発するかっこ
いい錦鯉のトラックをぜひご覧ください。

問/ あなたの町でカラオケ
ドンドン実行委員会
電話/FAX (89)5430

中古パソコン展示販売会

【第1協働ﾙｰﾑ】

中古パソコンの即売会を行います。ぜひお越しください！

9/20(月祝) 9:30～16:30(開場9:10)

問/ なでしこの会(小根山)
☎090-7188-1393

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

問/

さわやか悠久大学(坂井)
☎(36)6908

9/13㈪ 9:00～11:10 【ﾎｰﾙBC】

9/30㈭ 14:00～16:30(開場13:30）

長岡市福祉事業所商品マルシェ

長寿はつらつ課
☎(39)2268

9/15㈬ 13:30～14:30（受付13:00） 【ﾎｰﾙBC】

9/16㈭ 11:30～15:00(開場11:00) 【ﾎｰﾙA】

問/ 世界のお茶と日本のおみや
発信プロジェクト(土井)
☎090-3670-81949/12㈰～15㈬ 10:00～19:00

(最終日～18:00)
【ﾎﾜｲｴ】

問/

イベント情報は
ＨＰでも！

VS京都ハンナリーズ
10/2㈯14:05～

3㈰15:05～

B.LEAGUE 2021 pre season

VS愛媛オレンジバイキングス
9/20(月祝)17:05～ 問/㈱新潟プロバスケットボール

☎(86)5700

B.LEAGUE 2021-22 SEASON ホーム開幕戦!



第33回太陽の書展　第31回学生の書展 発足68年 雨虹書道会の一年に一回の発表会。会に所属す
る子どもから大人までが一年間の成果を各々一作に込めた
作品展です。

問/ 雨虹書道会
☎(35)17618/27㈮～29㈰ 10:00～17:00

(最終日～15:00)
【ﾎｰﾙBC】

Nagaoka Fireworks Continue～あの夏切りとった夜の空～ 長岡市出身のクリエイター タカハシスグルとフォトグラ
ファーたちによる「長岡花火」をテーマとしたアート・写真展。

問/ マルマド
☎090-3698-99218/26㈭～9/1㈬ 8:00～21:00

(最終日～16:00)
【ﾎﾜｲｴ】

アオーレ長岡イベントカレンダー8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。

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 キルト展示
令和4年3月に長岡市×ホノルル市姉妹都市締結10周年を迎え
ます。新型コロナウイルスの終息と国際交流の再開に世界平和
を願う想いを込め、市民の皆様と1万個のヨーヨーキルトで作っ
た全長8メートルの長岡花火キルトを展示します。

問/ みんなで作ろう長岡花火
プロジェクトチーム
☎080-5310-03587/31㈯～8/15㈰ 【ｼｱﾀｰ脇ｼｮｰｹｰｽ】

レジンテーブル展示・販売会
木材とレジンで作ったレジンテーブルを展示・販売します。

問/ ｔｅａｌ＆ｏｒａｎｇｅ(加藤)
☎090-3310-02958/7㈯～11㈬・15㈰・16日㈪

8:00～21:00(初日9:00～、最終日～20:00)
【ﾎﾜｲｴ】

GOSHIKI展ー5人のクリエイターによる写真・映像の展示ー 新潟在住の5人のクリエイターが、それぞれの世界観で表
現した写真・映像を展示します。
※トリック撮影の体験ブース有

問/ CREATIVE CREW GOSHIKI
☎070-8984-44668/7㈯～11㈬ 8:00～21:00

(初日10:00～、最終日～20:00)
【ﾎﾜｲｴ】

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
☎/FAX(89)54308/10㈫ 11:30～15:00(開場11:00) 【ﾎｰﾙA】

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

問/ アミーゴ倶楽部(永井)
☎090-8340-51728/11㈬、9/7㈫ 13:30～14:30 【ﾎｰﾙA】

沖縄・九州ご当地おみやげフェア＆無農薬冷茶試飲販売会 大人気の沖縄「紅芋タルト」や「黒糖ドーナツ棒」、大分銘菓
「ざびえる」や九州の「あまおうフルーツタルト」などが登場!
冷たく美味しい無農薬茶の試飲会も開催!

問/ 世界のお茶と日本のおみや
発信プロジェクト(土井)
☎090-3670-81948/12㈭～14㈯ 10:00～19:00 【ﾎﾜｲｴ】

NIE’SワンマンLIVE「夏の思い出」 2021年初の単独ライブを開催！
「black swan」に次ぐ、新曲を初披露！
※事前申込要、一般2,000円、小学生以下1,000円

問/ NIE’S運営事務局
☎090-2901-88068/14㈯ 18:30～19:40(開場18:00) 【ﾎｰﾙA】

全日本ろうあ連盟創立70周年記念映画「咲む(えむ)」特別上映会 聴覚障害について一般社会の理解を啓発するとともに、映画を
通して手話言語の素晴らしさやろう文化を広く伝えていきます。
※事前申込要、非会員入場料1,200円、小中学生500円

問/
長岡市ろうあ者福祉協会
「咲む」上映会
実行委員会事務局
FAX(89)7344

8/15㈰ ①10:30～12:30(開場10:00)
8/15㈰ ②13:30～15:30(開場13:00)

【ﾎｰﾙA】

NDSP Summer festival Ⅱ
市民団体によるステージ発表です。ぜひお越しください！

問/ NDSP(大場)
☎090-4713-26268/15㈰ 18:00～19:30（開場17:45） 【ﾎｰﾙA】

山崎エリナ写真展「鉄に生きる サスティナブルメタル電気炉製鋼の世界」 国内外で活躍する写真家 山崎エリナ氏の最新写真集「鉄
に生きる サスティナブルメタル電気炉製鋼の世界」の写真
パネル展。本人による講演もシアターにて開催予定です。

問/ 北越メタル㈱
☎(24)51118/18㈬～22㈰ 8:00～21:00 【ﾎﾜｲｴ】

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/ 長寿はつらつ課
☎(39)22688/18㈬ 13:30～14:30（受付13:00） 【ﾎｰﾙBC】

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

問/ 長岡障害年金
サポートセンター
☎(82)64538/20㈮ 13:30～15:30 【ﾎｰﾙD】

24時間テレビ長岡会場 チャリティー募金箱を設置します。アオーレ長岡にお越しの
際はご協力をお願いします。

問/ TeNYテレビ新潟
長岡支社
☎(36)51118/22㈰ 10:00～17:00 【ﾅｶﾄﾞﾏ】

さわやか悠久大学　講演会～自助，友助，公助～ 地域防災力センター長工学博士　諸橋和行氏の講演会
※事前申込要、非会員参加料300円

問/ さわやか悠久大学
☎(36)69088/23㈪ 9:00～11:00(開場8:30) 【ﾎｰﾙBC】

みんなの想火アンコール2021
希望の灯りと癒しの灯りを皆様に！

問/ 竹あかり「かぐや」
☎080-2093-43618/23㈪～29㈰ 点灯17:00～ 【ｵｰﾌﾟﾝﾃﾗｽ】

日本伝統工芸 木目込みまりチャーム作り 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るので、完成の喜びを味わい
ましょう。※事前申込要、材料費700円

問/ なでしこの会(小根山)
☎090-7188-13938/25㈬、9/8㈬ 13:00～17:00 【第3協働ﾙｰﾑ】

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)69228/27㈮ 12:00～14:30 【ﾎｰﾙD】

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)

問/ フルートの花束
実行委員会(武藤)
☎090-2315-1524

8/30㈪、9/9㈭ 第1部10:45～11:30(開場10:30)
8/30㈪、9/9㈭ 第2部14:00～15:00(開場13:30) 【ﾎｰﾙA】

【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7月

スクラッチアート Breath(ブレス) 体験会
海外で大ブームの新しいお絵かき「スクラッチアート」の体験会
です。黒いスクラッチ面を専用ペンで削って、ホログラムや美し
い色の線を出します。完成した作品は9/6㈪～9㈭ホワイエに展
示します。※事前申込要、参加費500円

問/ スクラッチアート Breath
☎090-7904-90009/6㈪ 10:00～16:00 【ﾎｰﾙD】

イベント情報は
ＨＰでも！


