
みんな集まれ！上組の魅力は無限大 上組小学校６年生あおぞら学年が、上組地域の魅力を伝
えるため、企画展を開催します。子どもたちが描いた地域
の風景を通して、ふるさとである上組地域を紹介。
【同時開催】ホワイエにて、５年生きぼう学年が学校田で栽
培したお米「ツヤピカリ」を販売します。

問/ 長岡市立上組小学校
☎(22)0959

1/22㈯ 10:00～12:00 【ﾎｰﾙBC】

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)2268

1/19㈬ 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)6453

1/18㈫ 13:30～15:30 【ﾎｰﾙD】

上組小学校150周年記念企画展
こだまっ子はアーティスト！こんないきもの生まれたよ

創立150周年を迎えた上組小学校。記念事業の一つとし
て、廃材アーティストの加治聖哉さんを迎え、廃材を使用し
た「自分だけのいきもの」を制作しました。個性きらめく豊か
な表現と加治さんの作品をお楽しみください。

問/ 長岡市立上組小学校
☎(22)09591/18㈫～21㈮ 11:00～19:00(ﾎｰﾙA)

             22㈯ 　9:00～12:00(ﾎｰﾙA)
1/18㈫～22㈯ 　8:00～21:00(ﾎﾜｲｴ)(最終日～12:00)

【ﾎｰﾙA、ﾎﾜｲｴ】

日本伝統工芸 木目込まりチャーム作り 木目込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ので一緒に楽しみましょ
う。
※事前申込要、参加費700円

問/ なでしこの会(小根山)
☎090-7188-1393

1/12㈬・19㈬、2/2㈬ 13:00～16:00 【第3協働ﾙｰﾑ】

私の昭和の思い出写真展 11月に商店街の各店舗で掲示していた「私の昭和の思い
出写真」を全て集めて展示します。
大和デパートの屋上や悠久山の観桜会など、懐かしい写真
をご覧になりながら思い出を楽しんでください。

問/ 長岡市商店街振興組合
連合会
☎(32)7002

1/12㈬～15㈯ 8:00～21:00 【ﾎﾜｲｴ】

折り紙・おりあみ・和紙の花 新春展
折り紙、金属折り紙、和紙を使った作品を展示します。

問/ 花恋の会
☎090-2328-44671/11㈫～24㈪ 8:00～21:00

(初日12:00～、最終日～13:00)
【協働ｾﾝﾀｰ】

「寿限無」で全国に笑みの花が咲くプロジェクト 落語絵本読み聴かせで落語を知り、親子で落語を聴いて
みよう！手ぬぐい･扇子･座布団の作法を学ぶワークショッ
プも開催します。
※事前申込要

問/ 「寿限無」プロジェクト
事務局
☎0120(118)731
(平日13:00～17:00)1/10(月祝) 13:30～15:30(開場13:00) 【ﾎｰﾙA】

12/27㈪～3/5㈯ 点灯10:00～22:00 【ｵｰﾌﾟﾝﾃﾗｽ】

長岡瞽女・蔵開き門付け出発式 長岡瞽女(ごぜ)・蔵開き門付(かどづ)けの出発式を行いま
す。出発後は大手通り周辺の商店の店前にて門付けを再
現します。

問/ 瞽女唄ネットワーク(鈴木)
☎(46)8054

1/10(月祝) 10:00～10:10 【ｵｰﾌﾟﾝﾃﾗｽ】

                 アオーレ長岡イベントカレンダー1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。

長岡電気工事協同組合青年部会イルミネーション｢やさしさという木｣ 絵本「モチモチの木」をコンセプトに、デザインを長岡造形大
学が監修し、長岡電気工事協同組合青年部会・小国和紙
生産組合が共同制作したイルミネーションです。音で光を
変化させて、オリジナルの「モチモチの木」にしよう！！

問/ 長岡電気工事協同組合
青年部会
☎(39)2727

イベント情報は
ＨＰでも！

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

1月22日㈯ 17:05～
信州ブレイブウォリアーズ

23日㈰ 17:05～
1月29日㈯ 17:05～

茨城ロボッツ

30日㈰ 15:05～
2月5日㈯ 17:05～

群馬クレインサンダーズ

6日㈰ 15:05～
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日本伝統工芸 木目込みお雛様作り 木目込みお雛様をご一緒に作ってみませんか？凛とした顔
の雛です。初めてでも２回で完成しますので、安心して参加
できます。
※事前申込要(定員有)、参加料11,000円(材料代込)

問/ なでしこの会(小根山)
☎090-7188-1393

2/9㈬･23（水祝） 10:00～16:30 【第3協働ﾙｰﾑ】

マスクで歌おう！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)
☎090-2315-1524

2/8㈫ 14:00～15:00（開場13:30） 【ﾎｰﾙA】

アミーゴ倶楽部　ライブ ビートルズなど観客の皆さんと一緒に楽しめる曲を演奏し
ます。
※入場料1,500円

問/ アミーゴ倶楽部(永井)
☎090-8340-5172

2/6㈰ 13:30～14:30(開場13:00) 【ﾎｰﾙA】

ＮＤＳＰ　フェスティバル
ダンスサークルNDSPのダンスショーとコンサートを行いま
す。

問/ NDSP
☎090-4713-2626

2/5㈯ 18:00～20:00(開場17:45) 【ﾎｰﾙA】

大河津分水通水100周年記念「分水講演会」 令和４年度に通水から100周年を迎える大河津分水を記念
し、中之島郷土史研究会の高森精二氏による講演会を行
います。

問/ 国土交通省
北陸地方整備局
信濃川河川事務所
☎(32)32432/5㈯ 14:00～15:30（開場13:30） 【ﾎｰﾙA】

令和３年度　明るい選挙啓発ポスター展
コンクールに応募いただいた市内小中学生の作品10点を
展示します。

問/ 長岡市選挙管理委員会
☎(39)22412/4㈮～10㈭ 8:00～21:00

(初日11:00～、最終日～15:00)
【ﾎﾜｲｴ】

己書、楽しんでまぁーす展 己書とは、心のままに描く己(おのれ)の書。長岡・小千谷・
魚沼・秋田・埼玉・岐阜などの生徒による、初の己書靜湖道
場作品展。

問/ ながおか己書作品展
実行委員会
☎080-1144-04371/31㈪～2/3㈭  8:00～21:00

(最終日～19:00)
【ﾎﾜｲｴ】

第４回建築講座 「建築の空気を考える」 学生に建築について興味をもっていただけるよう、建築講
座を開催します。今回は、建築と自然環境との関わりや空
調について学びます。
※事前申込要（1/21㈮締切）

問/ 新潟県建築士会
長岡支部
☎(32)89921/29㈯ 13:30～17:00 (開場13:00) 【ﾎｰﾙBC】

のもーれ！長岡「夢の種のもーれ！」 ｢夢の種プロジェクト2021｣のプレゼン審査&表彰式を行いま
す。私たちの住むまちをさらに魅力あるものにするためのア
イデアを、みんなで実現しようという企画を行います。
※事前申込要、参加費一般1,000円、会員800円

問/ (ＮＰＯ)市民協働
ネットワーク長岡
☎(39)20201/28㈮ 19:00～20:40(開場18:30) 【協働ﾙｰﾑ】

長生橋フォーラム2021 「長生橋ライトアップの意義と魅力・補修工事の実際」と題し
て講演会を行います。
※事前申込要

問/ 長生橋を愛する会(村山)
☎080-6643-4059

1/28㈮ 13:00～16:30（開場12:30） 【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

1/27㈭ 12:00～14:30 【ﾎｰﾙD】

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、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)54301/26㈬ 11:00～16:00(開場10:30） 【ﾎｰﾙA】

令和３年度（第21回）長岡工業高等専門学校専攻科特別研究発表会
長岡高専専攻科の学生が研究成果を発表します。
１年生は英語でのショートプレゼンとポスター発表、２年生
は口頭発表(英語による要約発表含む)を行います。

問/ 長岡工業高等専門学校
☎(34)93411/25㈫ 10:00～17:00

(各会場により開始時間が異なります)
【ﾎｰﾙABCD他】

「長生橋フォトコンテスト」入賞作品展示
長生橋への想いが伝わる写真コンテストで選ばれた作品を
展示します。

問/ 長生橋を愛する会
☎(47)07571/25㈫～2/7㈪ 8:00～21:00

(最終日～15:00)
【協働ｾﾝﾀｰ】

みんなで！フラダンスワークショップ
①【ママフラ】赤ちゃんやお子さんと一緒に参加OK
②【初めてのフラ】フラに初めて触れる方に楽しさを知っても
らえます！
※事前申込要（対象①未就学児の親御さん、②中学生以
上）、参加費500円

問/ 地域にバレエ・ダンス
アートを育てる会
☎090-9154-64781/23㈰ ①13:00～14:00(開場12:30)

　　　　　②14:30～15:30(開場14:00)
【ﾎｰﾙBC】

問/㈱新潟プロバスケットボール ☎(86)5700



フルートの花束
実行委員会(武藤)
☎090-2315-152412/14㈫、1/6㈭

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

【ﾎｰﾙA】

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。

みんなで楽しもう！音楽の輪♪

問/

カラオケドンドン

12/15㈬ 13:30～14:30（受付13:00）

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

【ピックアップ】

・米フェス
・アルビ

・クリスマスマーケット
・アオルミ

12/15㈬ 11:30～16:00(開場11:00) 【ﾎｰﾙA】

あなたの町でカラオケ
ドンドン実行委員会
☎/FAX(89)5430

問/

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/

アオーレ長岡イベントカレンダー12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。

【ﾎｰﾙBC】

長寿はつらつ課
☎(39)2268

豪華アーティストが長岡を盛り上げる！
音楽はもちろん、フェス飯、キッズパーク
ウィンターファンタジーとコラボした花火中継など
家族みんなで楽しめます！
【１日券】一般8,500円、市民割引7,500円
【宵 祭】1,000円

問/キョードー北陸チケットセンター ☎025(245)5100

12/18㈯・19㈰
11:00～(開場10:00)

【アリーナ、ナカドマ他】

【宵 祭】(前夜祭)

12/17㈮ 18:00～(開場17:15)

問/(NPO)ながおか未来創造ネットワーク ☎(39)2500

日時
12月11日 土

日12月12日

11:00～17:00

11:00～16:00

ハンドメイド雑貨や
フード、ワークショップで
クリスマス気分を先取り♪

屋内で元気いっぱい遊べる
キッズエリアも充実！

ご家族でお楽しみいただける
イベントです☆

会場 ナカドマ・アリーナ他
イベントの詳細は アオーレ クリスマス

新潟アルビレックスＢＢ ホームゲーム
【アリーナ・ナカドマ】

12/29㈬ 19:05～

問/㈱新潟プロバスケットボール ☎(86)5700

1/2㈰ 17:05～

3㈪ 15:05～

横浜ビー・コルセアーズ

サンロッカーズ渋谷

年末年始もバスケで盛り上がろう!!

イベント情報は
ＨＰでも！



令和４年消防出初式 「安全で安心なまち長岡」を目指し、新春恒例、出初式を開
催します。
※例年実施しているナカドマでの行事等については中止し
式典のみ実施します。

問/ 長岡市消防本部総務課
☎(35)2192

1/9㈰ 13:30～14:10 【ｱﾘｰﾅ】

市民街頭献血
新型コロナウイルス感染症の影響により、血液量が不足し
ています。400mL献血にご協力をお願いします。

問/ 健康課
☎(39)75081/7㈮ 10:00～11:45

1/7㈮ 13:00～16:00

12/27㈪ 12:00～14:30 【ﾎｰﾙD】

【ﾎｰﾙA】12/27㈪ 13:30～15:30(開場13:15)

さわやか悠久大学　講演会「口の健康が長寿を支える」 体の変調フレイルは、口から始まると言われています。口
の健康と長寿について、新潟大学歯学部教授　葭原明弘
(よしはらあきひろ)氏から講演いただきます。
※事前申込要、参加料300円

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

【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11月

問/ さわやか悠久大学
☎(36)6908

【ﾎｰﾙBC】

問/

【受付：ﾎﾜｲｴ】

市民活動団体ＷＡ！！
☎070-4488-0197

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

12/26㈰～28㈫ 10:00～18:30

市内に住む留学生とピニャータやミニゲームをするクリスマ
スパーティーです。気軽に楽しく国際交流をしてみません
か？国際交流に興味のある方なら誰でも参加可能です！
※事前申込要、参加料300円

【ﾎｰﾙA】

【ｱﾘｰﾅ】

今回は広島 宮島の「杓子せんべい」や「紅白もみじ饅頭」、
岐阜の「起き上がりだるま最中」、横浜馬車道の「幸せを呼
ぶ馬蹄パイ」などが登場予定！
六本木バズりフード「肉汁焼き餃子＜ギョーパオ＞」の試食
販売会も開催予定！

歳末！縁起ものおみやげフェア

12/26㈰ ①10:20～（開場10:00）
12/26㈰ ②14:00～（開場13:40）

12/25㈯ 9:30～17:00（受付9:00）

日本で生きる2人のクルド人青年を5年以上に渡って取材
し、日本におけるクルド難民の実情を切り取った映画の上
映会。１回目の上映後は｢地球広場｣センター長 羽賀友信
さんによるクルドについての講演を開催。
※前売1,000円(当日1,300円)、障害者手帳・療育手帳をお
持ちの方、高校生以下(学生証提示要)500円

Christmas party by WA！！

12/26㈰ 17:30～20:00(開場17:00)

問/

【ﾎﾜｲｴ】

映画『狂猿』上映会

12/22㈬ 13:00～16:00

なでしこの会(小根山)
☎090-7188-1393

【第3協働ﾙｰﾑ】

問/
学びの場「人材不足・担い手不足解消に向けて！活動に人を巻き込むコツ」

ながおか市民協働センター
☎(39)2020

問/ ソフトテニスドリームプロ
ジェクト実行委員会（岡）
☎080-1196-6019

ソフトテニスで街に賑わいを！子ども達に夢を！
ソフトテニス界を牽引するトップ選手が長岡に集結！
※チケット販売：柿川亭店頭、公式HP

長岡アジア映画祭
実行委員会！
☎090-4520-4222

12/26㈰ 17:00～19:00(開場16:40)

【ﾎｰﾙA】

第１回ソフトテニスドリームプロジェクト

映画「東京クルド」上映会 問/

長岡アジア映画祭
実行委員会！
☎090-4520-4222

問/
デスマッチのカリスマ・プロレスラー葛西純の生きざまを記
録。家族と過ごす日常から、蛍光灯が爆散するリングサイド
まで密着したドキュメンタリー映画(PG-12)。
※前売1,000円(当日1,300円)、障害者手帳・療育手帳をお
持ちの方、高校生以下(学生証提示要)500円

日本伝統工芸 木目込まりチャーム作り 木目込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、参加料700円

【ﾎﾜｲｴ】

問/

スクラッチアート"Ｂｒｅａｔｈ"体験会
誰でも簡単に出来る新しいお絵描きです。「削る」という作
業で1枚の絵を完成させます。ストレス解消や自律神経を
整えます。完成した作品は、12/20㈪～23㈭（初日12:00
～、最終日～13:00）にホワイエにて展示します。
※見学無料、ワークショップ500円

会員やボランティアの集め方、増やし方など人手不足・ 担
い手不足解消につながるヒントが学べます！
※事前申込要

問/

グループ遊展　「旅・・・」
久しぶりのいけばな展示会は、テーマを「旅」に日頃の成果
を発表します。

問/ グループ遊(小野)
☎(34)7187

12/18㈯・19㈰ 10:00～16:30

12/22㈬ 13:30～14:30(開場13:00～） 【第1協働ﾙｰﾑ】

スクラッチアートＢｒｅａｔｈ
☎090-7904-9000

12/20㈪ 10:30～12:00 【ﾎﾜｲｴ】

問/ (NPO)ながおか未来創造
ネットワーク
☎(39)2500

開催中～2/13㈰ 点灯16:00～22:00 【ナカドマ】

アオーレ長岡冬の風物詩。

この時期だけの風景をお楽しみください！

🎄クリスマスツリーの展示は12/26㈰まで


