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月号

アリーナ

AÔRE!
DEUTSCHLAND
FEST
アオーレがドイツになる日 。

飲食ブース

今年は、アリーナ内に飲食スペースをたっぷり用意
しました！
ドイツビールや直輸入のワイン、ソーセージ
などドイツの味覚を味わいながら、ステージイベント
をお楽しみください。

デポジット制

1杯目

2016.6/18 -19
［土］

使い捨てや破損防止を目的に、ビール購入時にグラス代金を預かり、
グラス返却時にその代金を返却するシステムを導入しています。

2 杯目〜

帰る

グラス預かり金

ビール代のみ

（デポジット1,0 0 0円）

空いたグラスをブースへ
持って行ってください。

空いたグラスを
最後に購入したビールブースに
ご返却ください。

※1杯目と異なるビールを注文する際は
一度グラスを返却してください。

デポジット 1,000円返却

+

［日］11:00-17:00

ビール代

グラスを返却

会 場:アオーレ長岡 全 館（新 潟 県 長 岡 市 大手 通１-４-10）
※グラス等の破損・紛失・盗難については、理由の如何を問わず、補償いたしかねます。
十分にお気をつけて、各自で管理をお願いします。

ホールA

モーゼルワインセミナー

ナカドマ

プレミアム車展示 マルシェ

ドイツを代表する自動車メーカー、
メルセデス・ベンツの
プレミアム車展示とグッズ販売を行います。

講師：
アドルフ・シュミット氏
(SMW社長、モーゼルワイン協会名誉会長)
今年は
時間：
ワインクイーンも
各日14：00〜15：30（受付13：30） 登場！

参加費：1,000円
申

定員：先着50名
※6月15日㈬まで

ＦＭ−ＮＩ
ＩＧＡＴＡパーソナリティの
ミノル・クリス、斉藤瞳が
２日間ステージイベントを盛り上げます。
アオラジ公開生放送
北川桜とエーデルワイスムジカンテンの音楽ステージ
利きワインコンテスト
トリアー市との姉妹都市締結10周年記念企画ほか

込：
（公財）長岡市国際交流協会
TEL.0258-39-2207

ステージイベント

高級紅茶や時計、
アロマオイル、
木の

利きワインコンテスト開催！
定

員：先着10名 ※参加無料、事前申込不要

集合時間：各日12：00〜12：20

ぬくもりを感じる

ホールD他 キッズパーク

おもちゃや雑貨な
どドイツの名品が
勢ぞろいします。

子ども専用のドイツ電動車サーキット

集合場所：本部（アリーナ入口脇）

やお絵かきスペースなどがあります。

参加資格：20歳以上の方
※年齢を確認できるものをご持参のうえ、当日会場にお越しください。

NPO法人ながおか未来創造ネットワーク ☎(39)2500

体験！平和の交流とハワイの文化
〜子どもから大人まで楽しむハワイ〜

詳細
7月号 は
で!

長岡市 生きる 小児がん征圧「天使の泉」

チャリティーコンサート in アオーレ長岡VOL.49
日時

7.16（土）17（日）
NPO法人ながおか未来創造ネットワーク ☎(39)2500

6月26日(日)

会場 ホールA
小児がんのお子様ご家族へ
の支援活動です。
※チケット1,000円。市民協
働センターにて販売。

第1部／13：00〜15：15 (開場12：30)
地元有志によるステージ
(Y sバトン、
アラカンズ、
さとちん＆まりりん)

第2部／16：30〜18：45 (開場16：00)
菅原洋一、浜村美智子、
広瀬敏郎、椿井亘、
清水康子らのシャンソン歌手によるステージ
長岡市天使の泉チャリティーコンサート開催
実行委員会 元井憲雄 ☎090-3068-7074

イベントカレンダー 6月号
●イベントアイコン凡例

総合イベント

スポーツ

食

※イベント内容は変更することがあります。イベントの詳しい内容はお問合わせまで。

音楽

教室・講座・体験

講演会・セミナー・発表会 など

芸術・文化

販売会

障害年金無料相談会【ホールＤ】 障害年金がもらえるかわからない方、手続きの仕方がわからない方、不支給決定に納得の
6/6(月) 13：30〜15：30

いかない方、
わかりやすくご説明いたします。
※事前申込要(電話・メールにて)

☎(82)6453

問／商業振興課 ☎
（39）2228

無料送迎バス運行。
ブース形式による自由面談方式の企業説明。

長岡乳がん市民公開講座２０１６【ホールＡ】日本の乳がん治療の先駆者であり、日本乳がん学会理事長 中村清吾先生による乳がんに関する最新の

問／長岡市医師会
☎(22)5600

話題についての講演。
乳がんと検診に関する幅広い知識を身につけて頂けます。
※参加無料、
申込不要。

6/11(土) 14：00〜16：00(開場13：00)

前月号掲載

問／社会保険労務士 平澤紀明
n̲hirasawa@mug.biglobe.ne.jp

やっぱ！ながおか就職ガイダンス2017【アリーナ】 長岡の企業70社が参加（予定）。東京(新宿）からアオーレ長岡までの
6/11(土) 13:00〜16：00（開場12：30）

展示会

Ｔａ
ｉ
ｓｕｋｅ、
ＪＳＧシスターズ、温野菜をお迎えします。
皆さんで楽しみましょう！
片桐晴海 レコ発ライブ【ホールＡ】 スペシャルゲストにＲｅｖ．
6/11(土) 19：30〜21：00（受付19：00〜） 入場料1,500円（当日券有）

問／Ｊｏｙ
ｆ
ｕ
ｌＳｐｒ
ｉ
ｎｇ Ｇｏｓｐｅ
ｌＣｈｏ
ｉ
ｒ片桐 ☎090-5497-7252

harumi.j.gos@gmail.com

第４７回子どもフェスティバル【アリーナ・ナカドマ・オープンテラス】①『ポイントラリー』長岡の歴史をさぐろう！子ども探検隊！！町内子ども会や家族でチームを組んでクイズやゲームをして得点を競います。

②『遊びと体験広場』様々な遊びができるコーナーをアリーナとナカドマに開設します。問／長岡市教育委員会・長岡市子ども連絡協議会 ☎（32）0581

6/12(日) 9:00〜15：30（開場8：15） 事前申込要:1人300円

おぐに折り紙アート教室【第2・3協働ルーム】 折り紙で長岡大花火アート作品作りを開催。※事前申込要(定員20名程度)、材料費500円。

問／おぐに折り紙アート教室 星
☎(34)1371

※7/1㈮から市民協働センターロビーにて作品展示予定。

6/12(日) 10：00〜14：00

異質素材でいけばな【ホールＤ】 異質素材と生の植物を組合せ、調和と対比を表現した作品を展示します。

問／草月流 さつき会 高橋 ☎
（34）
0556

6/12(日) 10:00〜１７:00

長岡JAZZステーション2016〜レッツエンジョイジャズプレイング アッとアオーレ〜【ホールＡ】プロの演奏家を交えた、アマチュアのプレーヤーを一堂に会してのジャズイベント。
6/12(日) 14:00〜17:00（開場13:30） ※エントリー(1曲) 2,500円、入場(ワンドリンク付き) 500円、事前申込要(電話にて)、入場の方は申込不要。

未来のまちづくりを担う若者達が一堂に会し、
これからのまちづくりについて考えます。観光のまち小樽をブランド化した木村俊昭氏を講師
に迎え、
全国各地の動向や、
市民と行政の関わり方について学びます。http://www.kokuchpro.com/event/echigoom20160612/
問／越後まちづくりオフサイトミーティング 永井 ☎050-5307-5820
echigo.om@gmail.com

本気で学ぶ、本音で語る、若者のまちづくり「木村俊昭氏講演会＆ワークショップ」【ホールＢ・Ｃ】
6/12(日) 16:00〜18:00(受付15:30〜) ※参加料500円、事前申込制。

2016写友けやき写真展【協働センター】
6/13(月)〜19(日) 8：00〜22：00(初日13：00〜、最終日〜15：00)

写真展
（自由作品２２点）。

問／写友けやき 須川 ☎(32)4432

第５４回NICOクラブセミナー[NICO経営戦略セミナー]【ホールＡ】 タニタの成功の法則〜タニタを世界No1へ導いた
6/13(月) 15:00〜16：45(14:30受付開始)

問／長岡ＪＡＺＺステーション2016実行委員会 荒木
☎(36)7655 ☎090-3343-2282

経営の秘訣 とは〜

※NICOクラブ会員無料、非会員3,000円。事前申込要。http://www.nico.or.jp/service/8356

問／(公財)にいがた産業創造機構
☎025(246)0025
club@nico.or.jp

Baku Baku Marché【ナカドマ】 ※詳細は表面参照

問／農水産政策課 ☎
（39）2223

6/14(火)、28(火) 10：00〜15：00

えごリンピック【ホールＡ・ナカドマ】「我が家のえご自慢」えごレシピコンテストの入賞作品の発表と試食会を開催します。
6/15(水) 10:00〜15：00

問／越後えご保存会 ☎(46)6888

「えご自慢大会inながおか」
（トークイベント）
信濃大町や佐渡からもえご好きが集まります。

アオーレ！
ドイツフェスト2016【全館】
6/18(土)〜19(日) 11：00〜17：00

※詳細は表面参照

問／ＮＰＯ法人ながおか未来創造ネットワーク ☎（39）
2500

無料年金相談会【ナカドマ】 新潟県社会保険労務士会の会員有志が公的年金の相談を受けます。

問／ＳＲ年金実務研究会 ☎
（32）6362

6/21(火) 13:00〜16：00

みんなでサンバを楽しく踊ろう
（社交ダンス）
【ホールＢ・Ｃ】プロムナードランを分かりやすく解説致します。

問／長岡市ソシアルダンス協会 太刀川マリ子
☎080-3005-0563

※事前申込要(先着30名、
6/20㈪まで)、
参加費800円。

6/21(火) 19:30〜21:20（受付19:10〜）

リコーダーアンサンブル ひなたぼっこランチタイムコンサート【オープンテラス】お昼のひととき、リコーダーの音色でほっとしませんか。
問／リコーダーアンサンブルひなたぼっこ 中嶋 ☎090-5586-3259

6/23(木) 12:15〜12:45

レッツ協働！コラボ大作戦のもーれ【ホールＢ・Ｃ】
6/24(金) 19:00〜21:00（開場18：30）

もっと長岡が盛り上がるように前向きな市民の交流会。今回のテーマはズバリ「コラボ」
！結成したての団体から勢いに乗っている団体まで幅広い人たちと交流し、つながる
ことのできる機会です。※事前申込要、参加費：一般2,000円、学生1,000円。
問／ＮＰＯ法人市民協働ネットワーク長岡 ☎（39）2020
kyodo-c@ao-re.jp

ひなたフレンドサーキットスペシャルｖｏl.０７【ホールＡ・ホワイエ】
6/25(土) 13:00〜19:00（開場12:00）

長岡出身のいとこ同士の2人組ひなたによる全国からよりすぐりのアーティストを呼んでライブを開催。ホワイエでは飲食やグッズを販売いたします。
前売3,000円、当日3,500円(別途ドリンク代500円)、予約
hinata.ticket@gmail.com
問／ひなた事務局 ☎(32)2797

姉妹都市フォートワース中高生との交流会【ホールＢ・Ｃ】 姉妹都市フォートワース市の中学・高校生によるフォートワースの紹介。

問／
（公財）
長岡市国際交流協会
☎(39)2207

歌、踊り、
おしゃべり、長岡の紹介、異文化を学ぶ。

6/25(土) 16:00〜17:30 (開場15:45）

大日本プロレス＆新潟プロレス合同興行 アオーレ長岡大会【アリーナ】
6/25(土) 18:00〜20:30（開場17:30）

大日本プロレスと新潟プロレスの合同興行！新潟プロレスは初の長岡大会開催！関本大介・伊東竜二・シマ重野・コシ☆ヒカ〜ルなどが出場し、サプライズ参戦にも乞うご期待！
＜前売券＞リングサイド5,000円 指定席4,500円 自由席4,000円 （当日券500円プラス）※青春18チケット（当日のみ）2,000円
プレイガイド：チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス
問／大日本プロレス ☎045(507)1751 新潟プロレス ☎090-2407-9154

【指導者向け】読み書きに困り感のある中高生に適した英語アプローチ法勉強会【ホールＤ】
6/26(日) 10：00〜12：00（受付9：30〜）※事前申込要、参加費1,000円

【保護者向け】読み書きに困り感のある子を持つ保護者向け勉強会【ホールＤ】
6/26(日) 13：45〜15：45（受付13：30〜）※事前申込要、参加費500円

「なぜか英語だけ伸び悩んでいる、
または超絶に英語ができない」生徒さんに適した英語指導法の指導者向け勉強会です。
詳細・お申し込みはこちら http://www.kokuchpro.com/event/nagaoka626a/
問／新潟ディスレクシアの会 ☎090-7005-9084
niigata̲dyslexia@yahoo.co.jp

読み書きに困り感のある子を持つ親の心構え、国語や英語をはじめとする勉強へのアプローチ法に関して親が知っておいた方が良いことを学びます。
詳細・お申し込みはこちら http://www.kokuchpro.com/event/8d2e75213524df85e807aa41440f0df5/
問／新潟ディスレクシアの会 ☎090-7005-9084
niigata̲dyslexia@yahoo.co.jp

雪椿友の会 研修会【第１協働ルーム】医師・皮膚排泄ケア認定看護師による、人工肛門・人工膀胱・皮膚ケアの困り事相談。午前は術後5年以内を中心に、午後は交流相談会を開催します。
6/26(日) 10：00〜16：00

※参加無料、事前申込要(電話にて)。

問／雪椿友の会 皆川 ☎090-4077-7124
問／長岡市天使の泉チャリティーコンサート開催実行委員会 元井憲雄
☎090-3068-7074

長岡市 生きる 小児がん征圧「天使の泉」チャリティーコンサートinアオーレ長岡VOL.49【ホールＡ】 ※詳細は表面参照
6/26(日) 昼の部13：00〜15：15(開場12：30) 夕の部16：30〜18：45(開場16：00)

新潟県女子留学生日本語弁論大会【ホールＢＣ】 女子留学生の日本語弁論大会。
6/26(日) 1部 13：30〜15：40 2部 15：50〜17：00

問／世界平和女性連合 榎本 ☎080-6626-3641
鈴木 ☎090-5440-9056

※申込：電話、観覧無料。
2部交流会参加500円。

問／公演について：NSTイベントインフォメーション ☎025
（249）8878（平日のみ10時〜18時）
チケットについて：サンライズプロモーション北陸 ☎025
（246）3939
（平日11時〜18時 土曜日10時〜17時）
7/1(金)〜3(日) ①7月1日（金）17：30開場 18：30開演 21：15終了予定 ②7月2日（土）11：30開場 12：30開演 15：15終了予定 ③7月2日（土）16：30開場 17：30開演 20：15終了予定 ④7月3日（日）11：30開場 12：30開演 15：15終了予定

Dreams on Ice 2016 in Aôre Nagaoka【アリーナ】

長岡市アカペラサークル「ハモろう亭」ミニライブ【ホールＤ】心あたたまるアカペラの歌声をぜひ聞きに来てください♪

問／長岡市アカペラサークル ハモろう亭 荒木
☎ 080-5196-6892
hamoroutei@outlook.jp

入場無料です!

7/2(土) 14:00〜15:30 (開場13:30）

池坊新潟中越支部花展【ホールＢＣ他】 花 こころ 新風に舞う

夏の花材を用いて、
新しい風を感じるいけばな。
両日とも
「礼式生け」
を13:00から披露。観覧無料。
問／華道家元池坊新潟中越支部 ☎(37)3011
【火曜日のみ】

7/2(土)〜7/3(日) 2日（土）10：00〜18：00（開会式9：30〜）3日（日）10：00〜17：00

ＮＩ
ＩＧＡＴＡフォークジャンボリー2016 in 長岡【ホールＡ】 今年もやってきました長岡開催！2日間にわたり皆で盛り上がって
7/2(土)〜3(日) 両日13:00〜17:00(開場12:30）

問／NIIGATAフォークジャンボリー事務局 石田
60年代〜80年代の懐かしいフォークソングを歌いましょう♪入場無料！
☎０９０-２１６１-０４３９

全日本理美容選手権新潟大会【ホールＡ】 理美容の技術コンクール・ヘアーショー。

問／ＳＰＣ関越統括本部 ☎090-4375-7786

7/4(月) 11：00〜17：00（開場10：00）

吹矢の矢作り教室【第１協働ルーム】
7/9(土) 9：00〜16：00

スポーツ吹矢の用具各種の作り方教室です。
※入場無料、
事前申込不要。

【 施設のご利用・予約に関するお問い合せ 】 NPO法人ながおか未来創造ネットワーク ☎（39）2500

問／国際メンコ射撃協会 樋口 ☎090-2881-1660

発行／長岡市 アオーレ交流課 ☎（39）2288

発行月／平成28年6月

