
問/ おぐに折り紙アート
☎(95)40982/18㈮～3/4㈮ 8:00～21:00

(初日13:00～、最終日～13:00)
【協働ｾﾝﾀｰ】

おひなさまと花と花火のアート展 おひなさま、五黄の寅、お正月の風景など、たくさんの作品
を展示します。
※2/19㈯・20㈰・26㈯は協働ルームにて体験教室を開催し
ます。(事前申込要、材料費300円)

前川小学校５年生が学校田で育てたコシヒカリを販売しま
す。「お米を食べて、元気に、笑顔になってほしい」という願
いを込めて大切に育てたお米です。ぜひ食べてください！

問/ 長岡市立前川小学校
☎(23)12662/21㈪ ①10:30～②11:00～

売り切れ次第終了
【ﾎﾜｲｴ】

広めよう！お米のよさ「前川小ヒカリ米」

まるごと編集者が選ぶ　絶品！地域グルメ大集合 県内４つのエリアで展開している地域みっちゃく生活情報
誌“まるごと”。編集者の目線で厳選した下越・県央・長岡・
上越エリアの美味しいものが大集合します。

問/ ㈱生活情報新聞社
☎(28)3328

2/20㈰ 10:00～15:00 【ﾅｶﾄﾞﾏ】

集客につなげよう！魅力的なチラシづくりのコツ 市民活動団体を対象に日々の活動やイベント集客を効果
的に伝えるためのチラシづくりのコツが学べます!
※事前申込要

問/ ながおか市民協働センター
☎(39)2020

2/18㈮ 13:30～14:30(受付13:00) 【第1協働ﾙｰﾑ】

冬に輝け長岡花火～みんなの願いを込めて～
「光の花火～キルト×プロジェクションマッピング～」

皆さまと制作した「長岡キルト花火」に光を当て、まるで本
物の花火が打ち上がるような幻想的な演出を施します。
19日㈯はお披露目会として、ウェルドン・ケカウオハによる
Live＆フラダンスショーを行います。

問/ みんなで作ろう長岡花火
プロジェクトチーム
☎080-5310-03582/19㈯ 13:00～16:00

　 20㈰ 11:00、12:00、13:00、14:00、15:00
【ﾎｰﾙA、ﾎﾜｲｴ】

ＮＩＤファッションショー2022「Radio」
長岡造形大学学生によるファッションショー
※観覧はYoutube無料配信のみ

問/ 長岡造形大学
プロダクトデザイン学科
テキスタイル・ファッション
デザインコース(千葉)
☎090-6453- 0522

2/17㈭ 1部12:30～13:40
　　　　　2部15:30～16:40

【ｵﾝﾗｲﾝ生配信】

令和３年度 市民税・県民税申告相談会 市民税・県民税申告又は簡易な内容の確定申告を受付け
ます。
受付できる条件等、詳しくは長岡市HPをご覧ください。

問/ 市民税課
☎(39)22122/16㈬～3/4㈮ ※土日祝日除く

9:00～16:00(受付8:30)
【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

2/14㈪ 13:30～15:30 【ﾎｰﾙD】

第45回建国記念の日奉祝式典
祝辞・詩吟・津軽三味線・箏・太鼓の演奏
先着500名に紅白まんじゅうをプレゼント

問/ 建国記念の日
長岡市奉祝会事務局
☎080-6677-8535

2/11(金祝) 14:00～16:30 【ｱﾘｰﾅ】

2/11(金祝)～3/9㈬ 8:00～21:00 【第3協働ルームガラス面】

                 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。

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。

問/ 越後長岡ひなものがたり
実行委員会(長岡観光
コンベンション協会内)
☎(32)1187

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】

3月9日㈬19:05
TIP OFF!

アルバルク東京 問/㈱新潟プロバスケットボール ☎(86)5700

VS

新潟アルビレックスBB
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第３回長岡技術科学大学・長岡工業高等専門学校　SDGs講演会
「持続可能な循環型社会」をメインにゲストスピーカーの講
演や本学教員とのパネルディスカッションを行います。
※事前申込要

問/ 長岡技術科学大学
☎(47)9022

2/21㈪ 15:30～17:15(受付15:00) 【協働ﾙｰﾑ】

ＧＯＳＨＩＫＩ展
新潟在住のフォトグラファーによる写真展

問/ Cｒｅａｔｉｖｅ Cｒｅｗ GOSHIKI
☎070-8984-44663/7㈪～9㈬ 8:00～21:00

（最終日～20:00）
【ﾎﾜｲｴ】

#グッタメ2022〜あなたのタメのグッドエンターテイメント〜
ダンスやライブなどのステージショーや各エリアでの体験、
物販コーナーなどが充実！！
※アリーナへの入場の際は協力金500円をお願いします。

問/ #グッタメ実行委員会
☎080-6573-5790

3/6㈰ 11:30～19:00(開場11:00) 【ｱﾘｰﾅ、ﾎｰﾙABC他】

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。
※事前申込要、参加費700円

問/ なでしこの会(小根山)
☎090-7188-1393

3/2㈬ 13:00～16:00 【第3協働ﾙｰﾑ】

センダイガールズプロレスリング　アオーレ長岡大会
センダイガールズプロレスリングが長岡に帰ってくる！
熱い女子プロレスを是非お楽しみください！

問/ センダイガールズ
プロレスリング㈱
☎022(395)6945

2/27㈰ 13:00～15:00(開場12:30) 【ｱﾘｰﾅ】

みんなで黙々作業＆相談ＤＡＹ！
ながおか協働サロン～会計編＆広報編～

会計や広報に関する作業をみんなでしながら、市民活動団
体の情報交換や相談をしましょう。ひとりで作業をしても進
まないという方におすすめです。
※事前申込要

問/ ながおか市民協働センター
☎(39)2020

2/25㈮ 13:00～16:00(受付13:00) 【第3協働ﾙｰﾑ】

第５回「発酵を科学する」アイディア・コンテスト
全国の高専生による"微生物の力を使ったお弁当"のアイ
ディアコンテストの表彰式を開催します。

問/ 発酵を科学する事務局
(長岡技術科学大学内)
☎(47)9456

2/24㈭ 15:00～16:30(開場14:00) 【ﾎﾜｲｴ】

カラコエ魔法使いの筆文字講座
夢を叶える方法を楽しく学ぶ文字講座です。
※事前申込要、参加費15,000円

問/ 新潟アースプロジェクト
(大竹)
☎080-5473-2694

2/22㈫ 13:00～16:30(開場12:30) 【会議室C】

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。

問/ 福祉課障害支援係
☎(39)2218

2/22㈫ 11:00～15:00 【ﾎｰﾙA、ﾎﾜｲｴ】

エネルギー構造高度化・転換理解促進シンポジウム 「持続可能な循環型社会推進事業調査研究事業」で実施し
た調査研究を、どなたにも親しみやすい講演を盛り込み発
表します。
※事前申込要

問/ 長岡技術科学大学
☎(47)9022

2/21㈪ 13:30～14:50(開場13:00) 【協働ﾙｰﾑ】

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)5430

2/21㈪ 11:00～16:00(開場10:30) 【ﾎｰﾙA】

長岡バイオエコノミー・シンポジウム2022 草や木などの資源からエネルギーを生産する研究の第一
人者、東京大学教授五十嵐圭日子氏による世界のバイオ
エコノミーに関する講演や、市内での事例を紹介します。
※事前申込要

問/ 長岡バイオエコノミー
コンソーシアム
☎(39)2402

2/24㈭ 13:30～18:00(開場13:15) 【ﾎｰﾙA】

アルバルク東京新潟アルビレックスBB

シティホールプラザアオーレ長岡は

2022年4月1日に
10周年を迎えます

みんなで祝おう！アオーレ長岡10周年



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


