アオーレ長岡イベントカレンダー

3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。

みんなで作ろう長岡花火キルトプロジェクト
3/4㈭・18㈭・25㈭・4/1㈭ 10:00～12:00、
3/11㈭ 9:00～11:00、4/8㈭ 13:00～15:00

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）

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

【協働ｾﾝﾀｰ】

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。

問/ ながおか市民協働センター
☎(39)2020

【ﾎﾜｲｴ】

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

【ﾎｰﾙD】

＃長岡SDGs川柳大賞
3/8㈪～26㈮ 8:00～21:00
(初日10:00～、最終日～17:00)

久留米絣の洋服展 IN SPRING
3/11㈭～15㈪ 10:00～18:00
(初日13:00～, 最終日～17:00)

まちづくりセミナー「小さな“do”から始めるまちづくり」
3/12㈮ 19:00～21:00(開場18:15)

【ﾎｰﾙA】

【ｱﾘｰﾅ】

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 問/ ながおか就職・Ｕターン
できます。
サポートデスク
※事前申込要
☎0120(7505)14

就職ガイダンス2022
3/15㈪ 13:30～16:00
3/16㈫ 10:00～12:30、14:00～16:30

中古パソコン展示即売会
【ﾎｰﾙD】
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！
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

春の彩り！全国ご当地おみやげフェア
3/20(土祝)～24㈬ 10:00～17:30

【ﾎﾜｲｴ】

カラオケドンドン
3/20(土祝) 11:30～15:00（開場11:00）

【ﾎｰﾙA】

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～

3/21㈰ 14:00～15:30(開場13:30)

【ﾎｰﾙA】

問/ フルートの花束
実行委員会（武藤）
☎090-2315-1524

【ﾎｰﾙBC】

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

問/ 新潟県建築士会長岡支部
☎(32)8992
(平日9:00～17:00)

【ﾎｰﾙA】

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

問/ リサイクルショップＶ
☎(36)6152

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

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

【第3協働ﾙｰﾑ】

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

【ﾎｰﾙB】

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。

【ﾎｰﾙA】

古典茶花の講習会
3/30㈫ 9:45～12:45

【第1・2協働ﾙｰﾑ】

日本伝統工芸 木目込み五月人形作り
3/31㈬ 13:00～16:30

不動産の無料相談会
4/2㈮ 13:00～16:00

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

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）

NDSP 2021 SPRING FESTIVAL
3/28㈰ 12:00～14:30(開場11:30)

☎090-3670-8194

問/ NDSP
☎090-4713-2626

赤竜杯
3/27㈯ 9:30～20:30(開場9:00)

発信プロジェクト（土井）

【ﾎｰﾙA】

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

3/26㈮ 13:00～17:00(受付12:30)

問/ 世界のお茶と日本のおみや

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

みんなで楽しもう！音楽の輪♪
3/23㈫ 第1部 10:45～11:30(開場10:30)
第2部 14:00～15:00(開場13:30)

活性化協議会
(長岡商工会議所内)
☎(32)4500

問/ ㈱アイセイＰＣ
☎(38)6922

中古パソコンの即売会を行います。

3/19㈮ 12:00～14:30

問/ 長岡市中心市街地

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）

新潟アルビレックスＢＢ ホームゲーム

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～

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

【アリーナ・ナカドマ】

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

【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2月

アオーレ長岡イベントカレンダー

2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。イベントの詳しい内容はお問い合わせ先まで。

【ｵｰﾌﾟﾝﾃﾗｽ】

新潟県のチューリップ切花は、産出額全国1位。新型コロナ
ウイルスの影響を受けた花農家や生産に携わる人への支
援と想いを込めて、県内産チューリップを展示します。花の
力で皆様の気持ちが少しでも明るくなりますように！

【ﾎｰﾙA】

大人の皆さま、懐かしい曲をみんなで歌いましょう！
後半には、メンバーによるミニコンサートも行います。
※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

【ﾎｰﾙBC】

上組小学校6年生つばさ学年が、自分たちで描いた上組地
域の風景を通して、ふるさとである上組地域の魅力を紹介
します！

問/ 上組小学校
☎(22)0959

【ｱﾘｰﾅ】

インターネット同時中継あり。
※アオーレ長岡来場者500名様には紅白まんじゅうをプレ
ゼント

問/ 建国記念の日
長岡市奉祝会（佐藤）
☎080-5058-0133

【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

問/ 長岡障害年金
サポートセンター
☎(82)6453

新潟県花いっぱいプロジェクト
1/30㈯～2/14㈰

みんなで歌おう！歌声の輪♪
2/8㈪ 14:00～15:00（開場13:30）
2021 The Final We Love 上組
～あつまれ！アートとかがやく笑顔～

2/11(木祝) 13:00～15:00

第44回建国記念の日奉祝式典
2/11(木祝) 14:00～15:30

障害年金無料相談会
2/12㈮、3/8㈪ 13:30～15:30

【協働ｾﾝﾀｰ】

感染症対策展示会
2/18㈭～19㈮ 10:00～16:00

☎(32)1187

【協働ﾙｰﾑ】

問/ 長岡技術科学大学
☎(47)9924

【協働ｾﾝﾀｰ】

おひな様や季節の花々、今年の干支（牛）の作品などを展
示します。
※体験教室：2/20㈯・27㈯・28㈰ 10:00～13:00
（事前申込要、参加費300円）

問/ おぐに折り紙アート
☎(95)4098

コロナに負けずに灯す竹あかりを希望の光として、皆様を
照らします。

問/ 竹あかり かぐや
☎080-2093-4361

中古パソコンの即売会を行います。

問/ ㈱アイセイＰＣ
☎(38)6922

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（定員次第締切)、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)5430

高校での学びの紹介、地域貢献活動の紹介を展示します。

問/ 栃尾高等学校
☎(53)4155

【第3協働ﾙｰﾑ】

日本伝統工芸の木目込で可愛らしいミニまりチャームを作
ります。
※事前申込要、参加費700円

問/ なでしこの会（小根山)
☎025(244)0496

【ｱﾘｰﾅ】

長岡にゆかりのある方必見！中越エリアや県内外から優
良企業が集結！マイナビ合説を有効活用しよう！
※事前申込要

問/ ㈱マイナビ新潟支社
☎025(242)0160

【協働ｾﾝﾀｰ】

中古パソコン展示即売会
2/22㈪ 12:00～14:30

【ﾎｰﾙD】

カラオケドンドン
2/23(火祝) 11:30～15:00（開場11:00）

【ﾎｰﾙA】

栃尾高校出張展示
3/2㈫～4㈭ 8:00～21:00
(最終日～17:00)

【ﾎﾜｲｴ】

木目込人形制作
3/3㈬ 13:30～14:30

マイナビ就職セミナー 長岡会場
3/8㈪ 13:00～17:00

あなたが撮影した自慢の一枚、
みんなでシェアしませんか？
公式ハッシュタグを付けて
ぜひSNS上に投稿してください！
＃アオルミネーション
＃大手通ウインターイルミネーション
＃セントラル通りイルミネーション
＃JR長岡駅東口イルミネーション
2月14日㈰まで
≪点灯時間：16:00～22:00≫

（長岡コンベンション協会内）

企業、地域の皆様を対象にゲストを招いてSDGｓについて
分かりやすく紹介します。
※事前申込要(定員有)

【ｱﾘｰﾅ】

希望の光の竹あかりアート
2/20㈯～3/3㈬ 8:00～21:00
（最終日～15:00）

実行委員会

問/ (一社)新潟MICEサポート
☎(86)6647
（平日10:00～16:00）

おひな様と花のアート展
2/20㈯～3/3㈬ 8:00～21:00
（最終日～15:00）

今年14回目を迎えた越後長岡ひなものがたり。市民からご
寄付いただいた雛人形を展示します。
感染症対策製品を取り扱う企業が集結。新しい生活様式
のための情報をご覧ください。
※事前申込要

第2回長岡技術科学大学・長岡工業高等専門学校
ＳＤＧｓ講演会

2/18㈭ 13:30～16:00(開場13:00)

JA全農にいがた・新潟県
☎025(232)1581

問/ 越後長岡ひなものがたり

第14回越後長岡ひなものがたり
2/18㈭～3/10㈬ 8:00～21:00

問/ 新潟県花き振興協議会・

新潟アルビレックスＢＢ
ホームゲーム【アリーナ・ナカドマ】
秋田ノーザンハピネッツ

3/3㈬

19:05～

問/㈱新潟プロバスケットボール ☎(86)5700

【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1月

