
問/ NDSP
☎080-7456-6610

問/ ＮＯＷ
☎080-8887-7678

3/13㈰ 14:00～15:30(開場13:45) 【ﾎｰﾙD】

よこた椿 講演会 諦めない～まずはお母さんの笑顔から。子どもの心に明か
りを灯す魔法の3ステップ。
※事前申込要、入場料500円

エコマルシェ

3/14㈪ 13:30～15:30 【ﾎｰﾙD】

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

3/10㈭ 11:00～17:00(開場10:30) 【ﾎｰﾙA・ﾎﾜｲｴ】

3/13㈰ 10:00～16:00 【ﾅｶﾄﾞﾏ】

3/11㈮～16㈬ 8:00～21:00
(初日13:00～)

【ﾎﾜｲｴ】

ＳＤＧｓをテーマにしたマルシェを開催します。フリーマー
ケットを中心に色々なキッチンカーなどが勢ぞろい！
バルーンアーティストminaのパフォーマンスも！！

佐渡金銀山  巡回展示

第３回モノづくりセミナーin新潟 測定結果を保証するための制度(JCSS)、合否判定の国際
的な新基準、より具体的な測定不確かさの算出などを体験
するセミナーです。

問/ 新潟県電子機械工業会
☎(21)5400

世界文化遺産登録を目指す佐渡金銀山について展示を行
います。

問/ 観光企画課
☎ (39)2344

問/

3/11㈮ 10:00～12:30(開場9:15)
　　　　　14:30～17:00(開場13:45)

【ｱﾘｰﾅ】

問/ 越後友禅会
☎(29)6391

                 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。

就職ガイダンス2023 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㈮～22㈫ 8:00～21:00
(最終日～16:00)

【ﾎﾜｲｴ】

村山雨景特別展 雨景・染め絵の世界 ～画業58年の軌跡～
染め一筋58年の集大成、額絵・タペストリー約30点を展示
します。

長岡障害年金
サポートセンター
☎(82)6453

イベント情報は
ＨＰでも！

記念となるこの１年を通じて、みんなでお祝いし、参加し、

楽しんでいただけるイベントを開催していきます。

隈研吾講演会
4/10㈰ 13:00～15:00 【アリーナ】

建築家・隈研吾氏が
これからのアオーレと
長岡のまちづくりを語ります。

photoⓒJ.C.Carbonne

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

問/(NPO)ながおか未来創造ネットワーク ☎(39)2500 

隈研吾作品展
4/6㈬～17㈰ 8:00～21:00 (最終日～17:00) 【ホワイエ】

アオーレや国立競技場など、隈研吾氏が
携わった建築物の模型を展示します。

ナカドマMarket・ソトドマGarden
4/9㈯・10㈰ 10:00～16:00 【ナカドマ】

アオーレに個性豊かな県内の人気店舗が大集合！

10周年を祝う造園作品とともに春のアオーレで過ごす時間をお楽しみください。

アオーレの魅力を再発見！アオーレを探検しよーれ！
4/9㈯ 10:30～、13:00～、14:00～ 10㈰ 10:30～ （各90分）

普段は入ることができない議場や市長室などが見学できます！
※申込 3/10㈭～アオーレ長岡HPまたは電話にて(各定員先着20人)

3/16㈬ 19:05 3/23㈬ 19:05 4/2㈯ 17:05・3㈰ 15:05

新潟アルビレックスＢＢ ホームゲーム 【アリーナ・ナカドマ】

川崎ブレイブ
サンダース

島根スサノオ
マジック

宇都宮ブレックス

問/㈱新潟プロバスケットボール ☎(86)5700
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～お洒落アオーレ１．２．３ＮＡＧＡＯＫＡ～ 若手落語家による大喜利、落語絵本の読み聞かせ、お洒
落講座、こん平師匠の思い出パネル展示など老若男女に
落語を楽しんで頂けるイベントです。
※事前申込要、21(月祝)入場料1,000円

問/ (一社)林家こん平事務所
☎0120(118)731

就職ガイダンス＆インターンガイダンス合同企業説明会 学生に地元への就職に興味を持っていただけるよう、就職
ガイダンス、インターンガイダンスを開催します。
※事前申込要

3/20㈰ 13:00～17:30(パネル展のみ)
3/21(月祝) 13:00～16:00

【ﾎｰﾙD】
【ﾎｰﾙBCD】

3/29㈫ 14:00～18:00(開場13:30) 【ﾎｰﾙBC】

体験型推理ゲーム　神宮寺家の猫はなぜ鳴く？ 探偵となり事件の謎を解き明かし、真犯人を見つける体験
型推理ゲームです。
※参加料500円、中学生以上対象(小学生は保護者同伴)3/29㈫ 9:00～17:00

ピーロート・ジャパン㈱　ワイン試飲会 ブルーボトルで有名なピーロート･ジャパン。世界各国のワ
インを20種類以上取り揃えて、お待ちしています。お気に入
りがあればご予約による直送も承ります。

問/ ピーロート・ジャパン㈱
☎025(248)5940

4/2㈯ 10:30～20:00 【ﾎﾜｲｴ】

NDSPチャリティー募金会

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)54303/27㈰ 11:00～16:00(開場10:30） 【ﾎｰﾙA】

児童養護施設へのチャリティー募金会を開催。１円以上の
募金をしてくれた方に移動販売車「マーメイドカフェ」のク
レープをプレゼントします。(先着100個)

問/ NDSP
☎080-7456-6610

問/ (NPO)学びスペース
あうるの森
☎(37)0780

問/ 新潟県建築士会
長岡支部
☎(32)8992

【ﾎｰﾙA】

3/31㈭ 12:00～なくなり次第終了 【ﾅｶﾄﾞﾏ】

中古パソコン即売会
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

3/24㈭ 12:00～14:30 【ﾎｰﾙD】

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(3/14㈪まで)、参加料5,000円(見学無料)

問/ 古典茶花の会(島田)
☎090-1463-0818

3/22㈫ 9:45～12:45 【第2協働ﾙｰﾑ】

3/22㈫ 13:00～17:00

3/16㈬、30㈬ 13:00～16:00 【第3協働ﾙｰﾑ】

日本伝統工芸 木目込まりチャーム作り

問/ フルートの花束
実行委員会(武藤)
☎090-2315-15243/17㈭ 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】

長岡の協働これまでとこれから のも～れ! 今年３月で協働条例施行から10年。長岡市の協働に深い
関わりを持つ３名と10年間を振り返るとともに、これからの
長岡の協働について考えます。※事前申込要、参加費一
般1,000円、会員800円、学生無料

問/ (NPO)市民協働
ネットワーク長岡
☎(39)20203/18㈮ 19:00～20:40(開場18:30) 【協働ﾙｰﾑ】

【学びの場】コミュニティビジネス入門 市民活動団体を対象に地域が抱える課題をビジネスの手
法により解決する事業の始め方が学べます！
※事前申込要

問/ ながおか市民協働センター
☎(39)2020

3/16㈬ 13:30～14:30(受付13:00) 【第1協働ﾙｰﾑ】

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

3/16㈬ 13:30～14:30（受付13:00） 【ﾎｰﾙBC】

3/24㈭ 13:00～16:00(受付13:00) 【第3協働ﾙｰﾑ】

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ができます。「ひとりで作業しても進ま
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

【ﾎｰﾙA】

問/ (一財)長岡花火財団
事務局
☎ (39)08233/23㈬～29㈫ 8:00～21:00

(最終日～18:00）
【ﾎﾜｲｴ】

嘉瀬誠次花火師と長岡まつり大花火大会 今年100歳を迎えた嘉瀬誠次花火師。
戦後復活した長岡まつり大花火大会の75年間の歩みと嘉
瀬花火師の功績をパネルや映像を使って紹介します。

第６回大手通ふるさとのど自慢大会 ふるさと自慢と歌を披露しましょう！入賞者には賞品も！
観覧者には大抽選会もあります。
※事前申込要(3/15㈫まで)、出場者300円
※観覧希望者は大手通商店街加盟店にて入場券配布

問/ 長岡市大手通商店街
振興組合
☎ (30)5590

木目込でまりチャームを作ります。初めてでも安心に参加
出来ます。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

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、歌を歌ったりしましょ
う。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)

～ふるさと四季の彩り～ アートフラワー作品展
越後路に咲く四季折々の野の花をモチーフに、独自の技法
で白生地から作り上げた創作の花を展示します。

問/ しみずフラワー
デザインルーム
☎(36)13734/9㈯～11㈪ 10:00～18:00 【ﾎｰﾙA】

良寛の愛弟子　貞心尼展
貞心尼没後150年忌を記念し、貞心尼の素晴らしい活躍を
紹介します。

問/ 長岡良寛の会（安達）
☎ 090-2626-10374/10㈰～14㈭ 10:00～17:00

(最終日～16:00）
【ﾎｰﾙBC】

問/㈱新潟プロバスケットボール ☎(86)5700



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


