
アオーレ長岡イベントカレンダー4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。

問/ 長岡良寛の会(安達)
☎090-2626-1037

4/23㈮ 14:00～15:30(受付13:00) 【協働ﾙｰﾑ】

カラオケドンドン

高校生の為の進路相談会を行います。

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4/22㈭ 11:30～15:00(開場11:00) 【ﾎｰﾙA】

長岡良寛の会　春の文化講演

良寛の俳句について講演を行います。

あなたの町でカラオケ
ドンドン実行委員会
☎/FAX(89)5430

大学新聞社・
㈱ライセンスアカデミー
☎03(5925)6228

みんなで作ろう長岡花火
プロジェクトチーム
☎080-5310-0358

長岡障害年金
サポートセンター
☎(82)6453

4/12㈪ 13:30～15:30 【ﾎｰﾙD】

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」などの運動と、
健康ミニ講話を実施します。楽しく動いて学んで元気は
つらつな身体をつくりましょう。

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）

フルートの花束
実行委員会(武藤)
☎090-2315-1524

4/23㈮ 17:30～19:30(開場17:00) 【ﾎｰﾙBC】

おとのわ・ルナの会(松本)
☎090-4926-4882

4/18㈰ 13:45～15:30(受付13:30) 【協働ﾙｰﾑ】

問/
ひとのわ・ルナの会

リラックス笑いの動作と認知症予防ゲームの紹介を行
い、折り紙で作品を作ります。
※事前申込要、参加費500円

問/

問/

4/15㈭ 9:00～12:00
4/22㈭、5/6㈭ 10:00～13:00
4/29(木祝) 13:00～16:00

【ﾎｰﾙD】

問/

問/

長生橋を愛する会2021年度総会・記念講演会
「大河・信濃川とそのシンボルである長生橋について」

大学入試・入学説明会／専門学校・企業進路相談会

4/19㈪ 14:00～18:30 【ｱﾘｰﾅ】

4/25㈰ ①10:00～13:00(開場 9：40)
　　　　　②14:00～17:00(開場13：40)

【ﾎｰﾙA】

長寿はつらつ課
☎(39)2268

4/14㈬ 13:30～14:30(受付13:00) 【ﾎｰﾙBC】

2021年度総会に併せて、記念講演会及び長生橋ライト
アップカウントダウン点灯式を行います。
講師：室永武司氏（国土交通省信濃川河川事務所長）
※事前申込要

長生橋を愛する会(村山）
☎080-6643-4059

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)

手芸小物 Sourire(熊野)
☎070-4486-6754

4/11㈰ 10:00～16:00 【ﾅｶﾄﾞﾏ】

問/

『なぜ君は総理大臣になれないのか』上映と大島新監督講演
キネマ旬報文化映画部門第一位『なぜ君は総理大臣に
なれないのか』上映と大島新監督の講演を行います。
※入場前売1,200円、当日1,500円

問/ 長岡アジア映画祭
実行委員会！
☎090-4520-4222

問/

問/

みんなで楽しもう！音楽の輪♪

4/13㈫、5/6㈭
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】

第５回てづくりアートマルシェ
昨年中止になった大イベントが復活！
たくさんの手作り品が集まるのは、この日限り ！
１点物を探しに来てください。

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



フィルムカメラ査定・買取

使わなくなったフィルムカメラを査定、買取します。
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問/ 連合新潟中越地域協議会
☎(86)0111

問/ ㈱アールイコール
☎06(6125)5118

5/1㈯・2㈰ 9:15～17:00 【ﾎｰﾙD】

5/1㈯ 9:45～12:00(開場9:30) 【ｱﾘｰﾅ、ﾎｰﾙA】

第92回メーデー長岡地区大会 働く者の祭典「メーデー」を記念して、弦楽四重奏による
演奏をお届けします。東日本大震災を風化させないた
めの募金とフードドライブも行いますので、ご家庭で眠っ
ている食品などをぜひお持ちください。

～旗揚げ10周年記念シリーズ～
「新潟プロレス アオ－レ長岡大会」 3年ぶりの長岡大会が開催決定！前売り券絶賛発売中！

※スーパーシート5,000円、リングサイド4,000円、指定席
3,500円、自由席3,000円、小中高生1,000円(未就学児無料)

問/ ㈱ホライズン
☎025(288)5255

4/29(木祝) 14:00～16:00(開場13:00) 【ｱﾘｰﾅ】

4/26㈪～5/8㈯
8:00～21:00(最終日～15:00)

【協働ｾﾝﾀｰ】

中古パソコン展示即売会
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

4/27㈫ 12:00～14:30 【ﾎｰﾙD】

4/25㈰～27㈫、5/4(火祝)～6㈭
10:00～18:00

【ﾎﾜｲｴ】

ひまわり絵手紙展
はがき、巻紙、色紙に花、果物、野菜などの絵を描き文
字を添えて展示します。

問/ ひまわり絵手紙教室
☎(42)4465

ＧＷ！人気おみやげ厳選フェア 今回は、今までに人気だったおみやげを厳選し、新たに
ＧＷのちょっとしたお出かけやおうち時間にぴったりなお
みやげも初登場！岡山銘菓「きびだんご」や、鹿児島県
の代表銘菓「かるかん」などが登場予定！

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

日本伝統工芸　木目込み体験会まりチャーム作り
可愛らしいまりチャーム作ります。初めての方でも安心
して参加できます。
※事前申込要、参加費700円

なでしこの会(小根山)
☎090-7188-1393

4/28㈬ 13:00～16:00 【第3協働ﾙｰﾑ】

問/

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

レバンガ北海道

4/14㈬19:05～

富山グラウジーズ

4/24㈯17:05～

25㈰13:05～

新潟アルビレックスBBアウェイ戦の
パブリックビューイングを開催します！

アウェイゲームを現地で
応援できないこのご時世。

ホームのアオーレ長岡に集まって
応援しませんか？※定員有

【ホールＡ】

秋田ノーザンハピネッツ
4/17㈯14:05～

18㈰14:05～

横浜ビー・コルセアーズ
4/30㈮19:05～

5/ 1㈯15:05～

アウェイ戦パブリックビューイングを開催！
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アオーレ長岡イベントカレンダー3月号

日本伝統工芸 木目込み五月人形作り 木目込み五月人形を3/31㈬と4/14㈬の2日間で制作しま
す。
※事前申込要、材料費9,900円

問/ なでしこの会（小根山）
☎090-7188-1393

問/ みんなで作ろう長岡花火
プロジェクトチーム
☎080-5310-0358

みんなで作ろう長岡花火キルトプロジェクト
ヨーヨーキルトで作る長岡花火キルト製作をします。
※参加料500円（定員有）3/4㈭・18㈭・25㈭・4/1㈭ 10:00～12:00、

3/11㈭ 9:00～11:00、4/8㈭ 13:00～15:00
【ﾎｰﾙD】

NDSP 2021 SPRING FESTIVAL
NDSP（長岡ダンスソングプロモーション）による歌、ダンス
の発表会です。ポイントメイク講座も開催します。

問/ NDSP
☎090-4713-2626

問/ リサイクルショップＶ
☎(36)6152

問/ 新潟県建築士会長岡支部
☎(32)8992
(平日9:00～17:00)3/26㈮ 13:00～17:00(受付12:30) 【ﾎｰﾙBC】

3/28㈰ 12:00～14:30(開場11:30) 【ﾎｰﾙA】

赤竜杯 遊戯王非公認の大会。友達と２人１チームで組み楽しく「決
闘」！
※事前申込要、参加費１チーム3,000円

(公社)新潟県
不動産鑑定士協会
☎025(225)2873
(平日9:00～17:00)

3/27㈯ 9:30～20:30(開場9:00) 【ﾎｰﾙA】

不動産の無料相談会

3/31㈬ 13:00～16:30 【第3協働ﾙｰﾑ】

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/ フルートの花束
実行委員会（武藤）
☎090-2315-1524

就職ガイダンス合同企業説明会＆インターンガイダンス
建築の各業種の仕事＆職場についての勉強会

建築の様々な仕事や職場を紹介します。長岡地域の企業
13社が参加！興味のある業種や会社のブースで直接質問
するチャンスです。※事前申込要

3/23㈫ 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】

古典茶花の講習会 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、参加費4,500円・見学無料

問/ 古典茶花の会(中村)
☎(35)4324

3/30㈫ 9:45～12:45 【第1・2協働ﾙｰﾑ】

春の彩り！全国ご当地おみやげフェア 今回のテーマは、春にぴったりな見た目にも華やかなおみ
やげです！愛媛みかんをまるごと使用した「八寿みかん大
福」など、彩り豊かなおみやげを会場限定の特別価格でご
用意しました！

問/ 世界のお茶と日本のおみや

発信プロジェクト（土井）

☎090-3670-81943/20(土祝)～24㈬ 10:00～17:30 【ﾎﾜｲｴ】

笹川正子さん講演会　人生100年時代へのヒント
～ミセスコンテスト世界大会で得た事～ コロナ禍で気分が沈みがちな今だからこそ、幸せにイキイ

キとポジティブに生きるヒントをお伝えします。
※事前申込要

問/ NDSP
☎090-4713-2626

3/21㈰ 14:00～15:30(開場13:30) 【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
☎/FAX (89)54303/20(土祝) 11:30～15:00（開場11:00） 【ﾎｰﾙA】

中古パソコン展示即売会
中古パソコンの即売会を行います。

問/ ㈱アイセイＰＣ
☎(38)6922

3/19㈮ 12:00～14:30 【ﾎｰﾙD】

就職ガイダンス2022 各企業の就職情報などを直接企業の担当者から聞くことが
できます。
※事前申込要

問/ ながおか就職・Ｕターン
サポートデスク
☎0120(7505)14

3/11㈭～15㈪ 10:00～18:00
(初日13:00～, 最終日～17:00)

【ﾎﾜｲｴ】

3/15㈪ 13:30～16:00
3/16㈫ 10:00～12:30、14:00～16:30

【ｱﾘｰﾅ】

まちづくりセミナー「小さな“do”から始めるまちづくり」

＃長岡SDGs川柳大賞 市民の方から募集したSDGｓ（持続可能な開発目標）に関
する川柳を展示します。数ある作品の中から選ばれた受賞
作品も発表！ぜひご覧ください。

不動産に関して相続や空家等の不安をお持ちの方、不動
産鑑定士が不動産の価格や賃料、有効な活用方法につい
てアドバイスをいたします。

問/

【協働ｾﾝﾀｰ】

4/2㈮ 13:00～16:00 【ﾎｰﾙB】

※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。

久留米絣の洋服展 IN SPRING 新しい久留米絣の反物で縫製し、デザインにこだわった、
ファッション性の高い洋服と、オシャレバッグ、漆アクセサ
リー等を展示販売。

問/ 星ごん
☎(32)2769

問/ ながおか市民協働センター
☎(39)20203/8㈪～26㈮ 8:00～21:00

(初日10:00～、最終日～17:00)

日本一おかしな公務員 山田 崇 氏(長野県塩尻市職員)を
講師に迎え、長岡のまちづくりを考える講演会です。
※事前申込要、定員有（県内在住者限定）

問/ 長岡市中心市街地
活性化協議会
(長岡商工会議所内)
☎(32)45003/12㈮ 19:00～21:00(開場18:15) 【ﾎｰﾙA】

新潟アルビレックスＢＢ ホームゲーム 【アリーナ・ナカドマ】

サンロッカーズ渋谷
3/20(土祝)17:05～,21㈰13:05～

島根スサノオマジック
3/27㈯17:05～,28㈰13:05～

アルバルク東京
4/3㈯17:05～,4㈰13:05～,7㈬19:05～

問/㈱新潟プロバスケットボール☎(86)5700


