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Bリーグ公式戦！
新潟
アルビレックスBB

日時

アルバルク

VS

東京

3月3日(土) 14:05〜
4日(日) 14:05〜

会場 アリーナ・ナカドマ
男子プロバスケットボールリーグ
「B.LEAGUE」
の新潟アルビレックスＢＢホームゲーム。
3/3-4は東地区の強豪・アルバルク東京と対戦。
当日はアリーナを彩る様々な光や映像で
ゲームを演出。
その他にグッズ販売やナカドマフードコートもお楽しみください。
【チケット情報】エリア指定席大人 2,500 円、小中高 1,000 円他
新潟アルビレックスＢＢ公式サイト、コンビニ、各プレイガイドでチケット販売中

㈱新潟プロバスケットボール ☎025(201)5510

第54回長岡市民音楽祭 開府４００年記念

青少年のための
科学の祭典
日時 2月17日(土) 〜18日(日)

市民バンドフェスティバル2018

10：00〜17：00（開場9：30）
（18日は〜16：00）

会場 アリーナ・ナカドマ
日時
県内企業や大学、高校による小中学
生向けの実験工作教室。※参加無料
青少年のための科学の祭典新潟大会実行委員会 ☎025(222)5210

第17回和太鼓早春の陣
日時

2月25日(日)
13：00〜16：45(開場12：30)

長岡市内で活動する市民吹奏楽団、
ジャズオーケストラ等が一堂に会する音楽
祭。当日来場者との合同演奏有り。※入場無料、合同演奏参加者のみ当日申込
長岡市民音楽祭実行委員会(生涯学習文化課内) ☎
（32）
5110
（楽器持参）

長岡造形大学 第20回 座・椅子展

2月28日(水)

日時

13：00〜14：30
（開場12：00）

2月19日(月)〜25日(日)
8：00〜22：00
（初日13：00〜、最終日〜16：00）

会場 ホワイエ

会場 ホールA
長岡造形大学、長岡技術科
学大学が合同で開催する年
に一度の和太鼓演奏会！日本
の伝統芸能である和太鼓を
ご期待ください！
！※入場無料 当日１２時より座席指定券配布

長岡造形大学 建築・環境デザイン学科
１年生による新作椅子の展示会。
各自が新
規に考案、設計、試作を行った作品に実際
に座っていただけます。
これまでに完成した作品の一部をパネルで紹介します。

●公開講評会

25日(日) 13：00〜16：30
長岡造形大学 後藤研究室 ☎(21)3535

和太鼓早春の陣 村山 ☎090-7324-4594

ハッピー体操体験会

「ハッピー体操で元気はつらつ！」

会場 アリーナ

日時

2月毎週水曜日、
3/14
（水）会場 ホールB・C
13:30〜14:30
（受付 13：10〜）

転倒骨折予防、運動不足解消に、お馴染み「長岡大花火音頭」
に合わせて楽しく体操しましょう。
※体験無料、申込不要
長寿はつらつ課 ☎(39)2268

イベントカレンダー 2月号
●イベントアイコン凡例

総合イベント

スポーツ

※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。

食

音楽

講演会・セミナー・発表会 など

教室・講座・体験

芸術・文化

なごみの会の活動一年間をふりかえって、

なごみの会一年活動写真展【協働センター】

販売会

展示会

前月号掲載

（72）4150
問／なごみの会 渡辺喜美子 ☎

2/1（木）
〜15
（木）8：00〜22：00（初日10：00〜、
最終日〜15：00） 写真の展示会を開催します。

平成２９年度組織運営講座
メディアが取材したくなるプレスリリース作成の
広報力アップ！プレスリリースの活用基礎講座【第１協働ルーム】 ポイントやノウハウが学べます。※参加無料・申込要

問／NPO法人 市民協働ネットワーク長岡

☎(39)2020

2/7（水）14：00〜15：30
（受付13：30〜）

ハッピー体操体験会「ハッピー体操で元気はつらつ！」
【ホールＢ・Ｃ】 ※詳細は表面

（39）2268
問／長寿はつらつ課 ☎

ひなキャベ公演 一笑一唱 Vol.3【ホールＡ】 長岡市出身による2組、ひなたとヤングキャベツによる

（有）
ナマラエンターテイメント
問／

2月毎週水曜日、3/14
（水）13：30〜14：30（受付13：10〜）

笑いと音楽イベントの第3弾！※前売り2,000円、
当日2,500円

2/9（金）19：30〜21：00
（開場19：00）

第1部 奉祝式典
第41回建国記念の日奉祝式典【アリーナ】 第2部 記念祭典・小、中学生の民謡と津軽三味線 ほか
2/11
（日）14：00〜16：30(開場13：00）
※入場無料

☎025（290）
7385

問／建国記念の日長岡市奉祝会 ☎080-5058-0133

様々な業界について学び、
就活スタートに備えましょう。
長岡の企業による業界のプレゼンテーション！さらに企業担当者と

やっぱ!ながおか業界研究セミナー【ホールＢ・Ｃ】 直接話せるチャンス！※2019年以降卒業予定の学生対象(高校生除く)、参加無料、事前申込先☎0120(750)514
2/13
（火）12：30〜17：00(開場12：00)

問／産業政策課 ☎(39)2402

（ながおか就職・Ｕターンサポートデスク）

ひなものがたりながおか市民協働センター会場【協働センター】 市民の方から提供いただいた

問／市民協働センター ☎(39)2020

おひなさまを展示します。

2/14
（水）
〜3/8
（木）8：00〜22：00

おぐに折り紙アート ひなまつり展【協働センター】 折り紙でいろどる、おひなさまと花々のアート展。折り紙アート体験会

問／おぐに折り紙アート 相波葉子

（※期間中の2月土・日開催、
事前申込要、
材料費500円）
も同時開催。

2/16
（金）
〜3/3（土）8：00〜22：00

青少年のための科学の祭典【アリーナ・ナカドマ】 ※詳細は表面へ

問／青少年のための科学の祭典新潟大会実行委員会 ☎025(222)5210

2/17
（土）
〜18（日）10：00〜17：00（18日 〜16：00）

第34回新潟県伝統的工芸品展【アリーナ・ナカドマ】 新潟県の伝統工芸を
製作体験＆実演販売

2/17
（土）
〜18（日）10：00〜17：00（18日 〜16：00）

☎(95)4098

（小千谷織物同業協同組合内）☎(83)2329
問／新潟県伝統工芸産業振興協議会

障害年金無料相談会【第１協働ルーム】 障害年金は障害者の権利です。
2/19
（月）12：30〜17：00

問／障害年金研究会 齋藤吉弘

ボランティアの専門相談員が無料でご相談にお答えします。※事前申込要

長岡造形大学 第20回 座・椅子展【ホワイエ】
2/19
（月）
〜25
（日）8：00〜22：00（初日13：00〜、
最終日〜16：00）

☎0256(47)6722

※詳細は表面へ

問／長岡造形大学 後藤研究室 ☎(21)3535

ソシアルダンス協会技術講習会【ホールB・C】 初心者から上級者までルンバ・チャチャチャ(社交ダンス）を自由に楽しく踊る

問／長岡市ソシアルダンス協会 太刀川

為の講習会です。※参加費800円、
事前申込 2/18
（日）
まで、
先着30名

2/20
（火）19：30〜21：20
（受付19：10〜）

☎090-2985-8833

インターンシップや地域活性化の活動に取り組んだ

問／ながおか・若者・しごと機構

インターンシップ・地域活動フォーラム【ホールＡ】 大学生・短大生の発表を通じて、学生の活動の拡大・改善に向けた
2/21
（水）13：00〜16：30
（開場12：30)

平成30年度 ものづくり支援制度説明会
【ホールＡ・Ｂ・Ｃ・第３協働ルーム】
2/22
（木）13：00〜17：00
（開場12：30）

☎(86)6008

今後の可能性や課題を一緒に考えましょう。※入場無料

国、
県、
ＮＩＣＯの担当者が、
来年度の各種技術開発等の支援制度を分かり易く説明します。
さらに希望者を対象に個別相談会と
出張相談会
（経営相談）
も併せて開催します。
※参加無料・相談会は事前申込要
（公財）
にいがた産業創造機構 産学連携チーム 前田・石井 ☎025（246）
0068
問／
姉妹都市フォートワースとホノルルを訪問した市内の中・高・大学生が体験報告をします。

平成29年度姉妹都市交流事業報告会【ホールＡ】 アメリカの学校生活やホノルルで学んだ平和について語ります！※参加無料
2/24
（土）10：00〜12：00
（開場9：40）

（39）
2207
問／(公財)長岡市国際交流協会 ☎

長岡市開府400年記念池坊新潟中越支部花展 《オープニングセレモニー》24日（土）9：30〜10：00（協働センターロビー）
《礼式生け》
24日
（土）
13：00〜
【ホールＢ・Ｃ・第1・2・3協働ルーム】
2/24
（土）
〜25（日）10：00〜17：00（25日〜16：00）

問／華道家元池坊新潟中越支部 事務所

《呈茶席》
24日
（土）
14：00〜16：00、25日
（日）13：00〜15：00（1人300円）

第54回長岡市民音楽祭 開府４００年記念
市民バンドフェスティバル2018【アリーナ】 ※詳細は表面へ

☎
（37）3011

（32）
5110
問／長岡市民音楽祭実行委員会(生涯学習文化課内) ☎

2/25
（日）13：00〜16：45(開場12：30)

第17回和太鼓早春の陣【ホールＡ】 ※詳細は表面へ

問／和太鼓早春の陣 村山 ☎090-7324-4594

2/28
（水）13：00〜14：30
（開場12：00）

どなたでもフリーに参加できる社交ダンスパーティです。

雛祭りフリー社交ダンスパーティ【ホールＢ・Ｃ】 素敵な音楽にひたりながら健康的親睦的に社交ダンスを楽しみましょう。
3/3（土）13：30〜15：30

問／ながおか健康社交ダンスの会 内田

※参加無料

B.LEAGUE 新潟アルビレックスBBホームゲーム【アリーナ・ナカドマ】 ※詳細は表面へ
3/3（土）
〜4（日）試合開始14：05〜

第1部

（201）5510
問／㈱新潟プロバスケットボール ☎025

映画
「日本と原発４年後」の上映

福島原発事故から７年−ともに考える市民のつどい【ホールＢ・Ｃ】 第2部 鎌田慧・佐々木寛 両氏によるシンポジウム
3/4（日）13：30〜15：45(開場13：00)

☎（33）2956

※参加料500円

問／原発ゼロ長岡市民ネット

☎(24)2870

FIGUEROA NIGHT SPECIAL in アオーレ長岡 Aollumination
日時

2月10日(土)
18：00〜21：00（開場：17：00）

会場 ホールA

FM-NIIGATA パーソナリティのミノルクリスによる人気DJイベント
「フィゲロア
ナイト」を今年もスペシャルver.で開催。話題沸騰中のアーティスト
「never
never young beach
young beach」
の特別ライブや、
ゲストDJのパフォーマンスで長岡の夜を熱く盛
り上げます！
（246）2311
問／㈱エフエムラジオ新潟 ☎025
※前売3,900円 当日4,500円
（ドリンク代別）
※平日 9：00〜18：00
FOBチケット、
ローソンチケット、
イープラスにて発売中
【 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

発行／長岡市 アオーレ交流課 ☎（39）2288

発行月／平成30年2月

