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良寛ゆかりの場所である「大森子陽

の墓」への参道整備のため、竹を伐

採し、飲食用の器・竹灯篭などを地域

を巻き込んで製作。さいの神や祭りな

どの集落行事の際に使用していただ

きました。

「子陽先生 良寛思い出」プロジェクト

〈実施日〉平成26年12月26日～平成27年2月11日

森のなかま

ラグビーボールを用いたゲームコー

ナーやラグビージャージを着用した記

念撮影コーナーを設置。車いすラグ

ビーの日本代表によるデモンストレー

ション・体験会も行われ、ラグビーを身

近に感じられるイベントとなりました。

パパもママもあそぼ～れ
ラグビーまつり2015inアオーレ

〈実施日〉平成27年1月12日

長岡市ラグビーフットボール協会

一般市民向けに初心者教室を実施後、

ラテン日本チャンピオンを紹聘しダンス

パーティーを開催。フルオーケストラの

バンド演奏、照明による会場演出により

ダンスホールの雰囲気を演出し、参加

者・見学者に楽しんでいただきました。

ダンスフェスタ2015

〈実施日〉平成27年2月1日

長岡市ダンススポーツ連盟

30の手作り雑貨ショップ、10のワーク

ショップブース、バレンタイン企画の手

作りチョコ教室、バレンタイン写真コー

ナーを設置し、単に手作り品を購入する

だけでなく、チョコっと手作りを体験す

る場を提供することができました。

チョコっと体験、手作りマルシェ

〈実施日〉平成27年2月14日・15日

雪しかまつり盛り上げ隊

寺泊長岡

長岡 長岡
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特集

市 民 活 動
推 進 事 業
補 助 金

　市民活動推進事業補助金は、市民力・地域力を生かした市民団体等による活動の活発な展開を推進するとともに、市民

協働による活力あるまちづくりを実現するため、市民団体等に対しその公益的な活動に要する必要経費について補助金を

交付するもので、平成２５年から制度がスタートしました。

　平成27年（2015年）も様々なジャンルの活動で、市民力・地域力が発揮されました。年内に実施された活動について、８

ページに渡って概要を紹介します。

　このページをご覧になって、「仲間になりたい」「もっと活動について知りたい」「わたしもこんな活動がしたい」など、少

しでも気になる活動があれば、市民協働センターで様々な相談を受け付けています。まずはお気軽にどうぞ！
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地域物産コーナーでの物産出店や地

域・観光PR、パークゴルフ体験コーナー

を設置。郷土芸能ステージとして伝統芸

能・文化を披露しました。併せて「雪洞

火ぼたる祭」のPRとしてソトドマに雪洞

を設置してライトアップしました。

オール川口フェスタ2015

〈実施日〉平成27年2月15日

NPO法人　くらしサポート越後川口

手づくりひな人形、今町べと人形、折

り紙アートの作品総数1,270点を展示

しました。折り紙を用いたひな人形づ

くり体験コーナーを設置し、丁寧に伝

えることで子どもも大人も楽しんで製

作することができました。

太田の冬を楽しむ
「ながおかおおた雪あかり」

手づくりおひなさま展・今町べと人形展・
おぐに折り紙アート展

〈実施日〉平成27年2月20日～3月1日

おぐに折り紙アート

昨年使用したロウソクを再利用したシン

ボルキャンドルを太田小児童と作成。

3,000本のロウソクで『楽しい冬の１

日』を表現し、太田小・中学生、学生ボラ

ンティア、地域住民、蓬平温泉利用者な

ど多くの方が雪明りを制作しました。

〈実施日〉平成27年2月21日

ながおかおおた雪あかり実行委員会

地元長岡の子どもたちに、鬼島太鼓メン

バーから太鼓に取り組む姿勢や規律正

しい立ち居振る舞いと演奏技術を学ぶ

ワークショップを実施。子どもたちの太

鼓に取り組む姿勢が積極的になり、演

奏技術の向上にもつながりました。

鬼島太鼓ワークショップ

〈実施日〉平成27年2月22日

鬼島太鼓長岡公演実行委員会

長岡長岡

長岡 長岡

「冬でも楽しめる」を目標に、医師に

よる健康講座、カラフル輪ゴムのブレ

スレット作り、将棋・オセロ道場、お茶

コーナー、ネイルアート、マッサージ肩

たたきを実施し、専門学生や地域の方

などがボランティアで参加しました。

ふゆの縁日　～お茶飲みましょて！～

〈実施日〉平成27年2月28日

まちづくりピース実行委員会

Happy Kids Project
からだ☆こころ☆たべもの

『親子でからだと食事について考え、

体験する』をテーマに、からだの根っ子

づくり教室、チカパンのパントマイム

ワークショップ、ランチ『こどもみらい

ごはん』を開催し、参加者にテーマに

ついて考え、体験していただきました。

〈実施日〉平成27年3月15日

長岡おやこ劇場

長岡

長岡

ヤングアートディスプレイ in 
大手通 2015

大手通商店街19店舗の協力のもと、

店内や店頭に立体・絵画・写真・グラ

フィック・映像など約50点のアート作

品を展示。パフォーマンスやワーク

ショップなども開催し、アートを観に来

るお客様もいて街が賑わいました。

〈実施日〉平成27年3月21日～4月12日

ヤングアート・ディスプレイ in Otedori 実行委員会

長岡

傾聴されることによる安心感や自己肯

定感を認識・実感してもらうために『傾

聴の意味と意義』の講義と『信頼関係

形成』の演習、『傾聴スキルを使っての

対話訓練』のロールプレイ実習を行

い、傾聴のスキルを磨きました。

傾聴基礎講座

〈実施日〉平成27年3月13日

長岡傾聴ボランティアサークル

ながおか東山わくわく
ゲレンデ逆走レース

スキー営業が終了した市営スキー場を

活用し、ゲレンデを頂上まで駆け上がる

心臓破りのレースを開催。レース終了

後、肥料袋でゲレンデを滑り下りるな

ど、レースだけでなく終了後も楽しめる

工夫を行い、楽しんでもらいました。

〈実施日〉平成27年3月21日

長岡蒼柴スポーツクラブ

長岡

長岡

長岡市内の幹線道路（国道・県道・市道）
の美化活動

ゴミのポイ捨てや不法投棄がなくなる

ことを願い、道路沿いなどのゴミ拾い

活動を行いました。不法投棄の多い

国道の駐車帯では植栽枡部分を整備

し、花苗を植えることで立派な花壇を

作りあげました。

〈実施日〉平成27年4月～11月

長岡クリーンクラブ

長岡
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期間中９回のボランティア清掃活動等

を実施。延べ175人が参加し、徐々に

本来の景観を取り戻しつつあります。そ

して今回から本舗の休日公開を行い、

約半数を占める県外からの見学者に摂

田屋をＰＲすることができました。

「機那サフラン酒本舗」の保存に向けての市民活動
ボランティア清掃と本舗の休日開放

〈実施日〉平成27年4月1日～10月31日

機那サフラン酒本舗保存を願う市民の会

ひきこもりの子どもを抱える親や家族

への支援として、専門家による講演会の

実施、家族サークル会・月例会の実施、

当事者の居場所づくり、の３事業を地道

に継続することによって、長期化するひ

きこもり問題の改善策を講じました。

高齢者の健康と心の安らぎを求めて

〈実施日〉平成27年4月1日～平成28年3月31日

くるみの会

高齢に伴う身体の故障ややがて訪れる

終末に向けた心の備えとするため、専

門家の方からの講演会や指導、施設の

視察などを実施しました。高齢者の抱

える漠然とした不安に対して、多少なり

とも解消していく手助けができました。

〈実施日〉平成27年4月13日～7月6日

さわやか悠久大学

「里山フィールドミュージアムへの興味

関心を持ってもらいたい」という当初の

目的から、里山トークや手づくりクラフ

トなど各種体験会、食のふるまいなどを

開催。今回の活動により、他団体との連

携・協力体制を築くことができました。

かたくり百万株まつり　2015

〈実施日〉平成27年4月18日・19日

特定非営利活動法人 越の里山倶楽部 

長岡長岡

長岡 長岡

市民防災公園において、飲食・雑貨など

の販売やワークショップ、音楽ステー

ジ、餅つき、フラッシュモブなど様々な

内容を実施。子どもから大人まで楽しむ

ことができ、イベントの目標である「多

世代の縁つなぎ」の場となりました。

〈実施日〉平成27年4月25日

えんえん実行委員会

成人式の参加者を対象に、和の雰囲気

の抹茶席を設け抹茶とお菓子をふるま

いました。参加者の多くは抹茶が初め

てでしたが、成人式の華やかな雰囲気

と和の落ち着いた雰囲気の中、抹茶と

お菓子を堪能していただきました。

〈実施日〉平成27年5月3日

（一社）茶道裏千家淡交会 中越支部

長岡

長岡

古民家を活用した大人も子どもも通

える寺子屋tochiotoをオープン。その

オープニングとして、銅鍋づくりワーク

ショップやほしい学びは自分たちでつ

くるトークイベントを開催し、交流拠

点の第一歩となりました。

古民家活用計画  

〈実施日〉平成27年4月29日、6月13日

t o c h i o t o

「Sunset Townk」
Blowin' in the Wind of May

水道公園内に食のブースのほか、水道

公園にちなんだブース（消しゴムハン

コワークショップ等）を設置。ステー

ジでも様々な催しがあり、子どもから

大人まで多くの方が来場し、文化財で

ある水道タンクをＰＲできました。

〈実施日〉平成27年5月4日

S u n s e t  Town k  実行委員会

栃尾

長岡

４
月

「ひきこもり」の支援

えんえんマーケット2015

一盌のお茶から日本を知る

『「無いの豊かさ」を知り「心のふるさ

と」を取り戻してほしい』をテーマとした

講演及び、全国でも珍しい取り組みであ

る囲碁と良寛の組み合わせによる囲碁

大会を開催。行楽シーズンにも関わらず

多くの来場者で賑わいをみせました。

愛と和の心　良寛さんに親しむ
らんまんの集い

〈実施日〉平成27年4月18日・19日

長岡良寛の会

長岡

4月には8年前に設置したタイムカプセ

ルの開封式を開催し、時を超えた手紙

との再会に感動が生まれました。10月

には第2次タイムカプセルを設置。参加

者は10年後に届けたい相手への思いを

手紙に託しカプセルを封かんしました。

「未来への架け橋」
タイムカプセル設置事業

〈実施日〉平成27年4月19日～10月18日

越路橋を愛する会

越路

５
月

ひと わん
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さまざまな人が一日限定の本屋さん

として大手通の歩行者天国に出店し

ました。単なる販売に留まらず、来場

者や出店者同士のコミュニケーション

が生まれ、売り上げとは違った成果を

上げることができました。

〈実施日〉平成27年5月5日

長岡読書倶楽部

長岡ＥＨＡＲＡ　ＪＡＰＡＮ

ＥＨＡＲＡ ＪＡＰＡＮプロデュースの

アートセンター「ＮＡＧＡＯＫＡ ＢＡＳ

Ｅ」を、リノベーションにより市民と一

緒に作り上げるイベントを開催。場づく

りに様々な人から関わってもらうこと

で、愛着のある拠点が完成しました。

〈実施日〉平成27年5月9日～5月30日

ＥＨＡＲＡ　ＪＡＰＡＮ

長岡 長岡一箱古本市

アフリカのＮＧＯで活躍する松下照美

さんの活動を広く知ってもらい、支援の

輪を広げるため、アオーレ長岡を会場

にアフリカンイベントを実施しました。

音楽や食べ物、文化などアフリカを体

感できる貴重な一日となりました。

アフリカンフェスタ! in ながおか2015
～アフリカはおもしろい!～

〈実施日〉平成27年5月31日

モヨ・チルドレン・センター・長岡

長岡

地域の歴史を若い世代に伝えていきたい

との想いから、歴史的資料や写真、地域

年配者の証言をもとに前川地区の郷土

史を調査・研究し、郷土史「前川のあゆ

み」を刊行しました。冊子は地域での講

座や学校の地域学習に活用されます。

前川の郷土史「前川のあゆみ」の
編集と新たなコミュニティの創生

〈実施日〉平成27年6月15日～平成28年3月31日

前川郷土史「前川のあゆみ」研究会

長岡

川口地域「古民家」で、ちくちく（針仕

事）ワークショップや地域のトレッキ

ングを行いました。ちくちく展に併せ

て、これまで地域の団体が磨き上げて

きたたくさんの地域資源を、県内外の

方々にPRすることができました。

里山を味わう 越後川口 DE ちくちく展

〈実施日〉平成27年6月13日・14日

y am a kawa _ s u n（やまかわ さん）

川口

東日本大震災・ネパール大地震の復

幸応援を目的に、被災地の物産販売

や、ワークショップ、ステージライブを

開催。食べて・買って・歌って参加する

ことで楽しみながら被災地の応援が

できるイベントとなりました。

第3回　花と歌で復幸応援マルシェ

〈実施日〉平成27年6月27日

東日本大震災ボランティアプロジェクト長岡

長岡

専門講師を迎えて、高齢者向けの運動

法の知識や情報を学ぶため、山通健康

アップ教室を開きました。地域が主体

となって自立・継続して健康教室を実施

できるよう、『自分にあった健康づく

り』について指導していただきました。

山通健康アップ教室

〈実施日〉平成27年6月22日～平成28年2月29日

山通地区スポーツ振興会

長岡

山古志ファンの方々と荒れ地の整備を

行い、交流スペースを作り上げました。

会場では和楽器コンサートを開催。会場

からの眺めは絶景で、美しい自然の中

での美しく豊かな音色のコンサートは癒

しの時間を味わえるものとなりました。

薬師の杜　杜のコンサート実施事業

〈実施日〉平成27年5月17日

虫亀地域活性化・文化保存会

山古志

森林の手入れを基礎から学べる『森

林塾』を開催。小規模な道具を使い、

わずかな労力で安全に、楽しみながら

森林の手入れをする方法を学び、仲間

と助け合うことで絆を強めることを体

験できました。

ながおか森林塾2015

〈実施日〉平成27年5月30日～6月27日

チーム木念人

与板

与板の宝物である「楽山亭」「積翠菴」

を広く町内外の方々に知ってもらうた

め、おもてなしのお茶会を開催しまし

た。大学生とのコラボによるお手前披露

などで来亭者をおもてなしすることで、

与板から伝統文化を発信しました。

楽山亭、積翠菴にておもてなし

〈実施日〉平成27年6月7日～10月25日

なごみの会

与板

５
月

６
月
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長岡市の高校生が企画運営から一丸と

なって考え、長岡まつりの昼行事を盛

り上げ。バンドライブ・ダンス・ファッ

ションショーや書道パフォーマンス・演

劇・吹奏楽、文芸・美術作品展示など

多彩な表現の場を演出しました。

Nagaoka高校生フェスタ2015
～夢と青春で繋がる夏！～

〈実施日〉平成27年8月3日

N a g a o k a高校生フェスタ実行委員会

長岡

アオーレを会場に実施した、山古志地域

を挙げた一大イベント。市の魚に認定さ

れた山古志発祥の「錦鯉」の展示やアル

パカ・闘牛・真夏の雪など山古志の宝を

直接体感することができ、山古志の観

光資源の貴重なＰＲ機会となりました。

やまこしフェア in アオーレ３
～やまこしオールスターズ～

〈実施日〉平成27年7月20日

やまこしフェア実行委員会

長岡

地区の家庭・事業所などから昔の写真を

提供していただき、デジタル化してデータ

バンク機能を担いました。また、集まっ

た写真をパネルにし、小・中学校文化

祭、関原地区の芸能祭などで展示し、多

くの方の目に触れることができました。

関原地区の古写真収集と
デジタル化のための活動

〈実施日〉平成27年7月1日～

関原歴史研究会

長岡

利用者や地域の方、大学生などの協力

により、野外子育てひろばの整備を行

うことができました。活動がメディアに

取り上げられるなど、徐々に周知され

利用者も増えており、子育てに困った

時の拠りどころとなっています。

親子の心身のサポートもできる
野外子育てひろば事業

〈実施日〉平成27年7月1日～11月30日

マインドフル子育てひろば「にじの森」

長岡

キャンドルライトアップや、子どもへのお

菓子プレゼント、豚汁振舞いなどを行

い、地域の新たな行事として位置付ける

ことができました。また、開催前には学

生を巻き込んで遊歩道の整備を行い、

地蔵尊周辺の環境整備ができました。

地域の宝を磨き上げる
「鉢伏町地蔵祭」の開催

〈実施日〉平成27年7月20日

鉢伏町史跡保存会

長岡

『実践！未来創造セミナー』講演会の

開演前に、警察署・市役所・消防署等

の行政各機関と連携して運用する

『学校メールシステム』をＰＲ。システ

ムが徐々に市民に浸透してきているこ

とを周知することができました。

安全・安心なまちづくり
「学校メールシステム」普及のためのPR活動

〈実施日〉平成27年7月23日

特定非営利活動法人　住民安全ネットワークジャパン

長岡

日常の学童保育にスポーツ教室を取り

入れた活動を実施。レク式体力測定な

ど子どもたち大興奮の企画となりまし

た。施設見学バス旅行では初体験に戸

惑いながらも親子で楽しみながら先進

施設を見学することができました。

障がい児童のためのスポーツ（体操）教室と
施設見学を兼ねたバス旅行

〈実施日〉平成27年7月29日～8月19日

ボランティアグループ「春よこい」

川口

長岡花火の新たな楽しみ方を学生が主

体となって提案・実施しました。東山

ファミリーランドでキャンプファイヤー

やものづくり体験、光の絵文字を行う

ことで、学生の自由な発想を発揮し、

来場者に楽しんでいただきました。

長岡花火を山から彩る！火の鳥キャンプ

〈実施日〉平成27年8月2日・3日

長岡学生団体Co - D o（コード）

長岡

柿川の遊歩道や法面の清掃、住民が

育てた花プランターの設置、思い出新

聞の発行、地域住民・小学生向けの

戦時中の様子の講話など、様々な視

点から柿川の整備及び興味を引くた

めの取組みを行いました。

戦後70年柿川の御霊を慰霊、
柿川清掃整備活動と思い出新聞づくり

〈実施日〉平成27年7月25日～9月27日

柿川の自然創世と御霊を慰霊する会

長岡

プロのタイトル戦前日に、高校生以下

の子どもたちを対象にした囲碁大会を

開催。囲碁アートデザインコンクール

や合唱団のミニコンサートなど、新た

な企画も実施し、これまでにない雰

囲気の大会となりました。

ジュニア碁聖戦

〈実施日〉平成27年7月26日

長岡囲碁連盟

長岡

７
月

８
月

5



空手の国際親善交流大会を開催。海

外からの参加者が約100名、市内から

も多くの参加者が集まりグローバルな

大会となりました。大会前日には外国

人選手による初心者向け空手教室を

開催し、貴重な体験ができました。

国際親善交流空手道大会及び
外国人選手による初心者空手道教室

〈実施日〉平成27年8月14日・15日

儀間派松濤館流空手道協会光武会

長岡

RFIDタグを使用しての避難訓練を実

施。タグを利用することにより、個人

単位の避難状況を効率的に把握する

ことで、自主防災会による迅速な捜

索・救助が可能となることを実証した

避難訓練となりました。

ICTを活用した
災害時安否確認の実証実験

〈実施日〉平成27年8月8日～9月6日

青葉台３丁目自主防災会運営委員会

長岡

様々な団体と協力しながら、竹を材料

に水鉄砲合戦を実施しました。身近な

材料で作って遊ぶ楽しさを知り、参加者

同士でチームをつくるなど、交流を深め

ることもできました。ラート体験もあり

大人も楽しめる内容となりました。

ものづくり想い出づくり体験
（竹水鉄砲合戦 アオーレの戦い・青葉台の陣）

〈実施日〉平成27年8月8日・29日、9月5日

ATC

長岡

アオーレ長岡で大規模流しそうめん企

画を実施し、夏休み中の子どもたちや家

族連れの方など多くの方が参加しまし

た。今どきはなかなかできない、他の人

に気を遣いながら、大人数で一緒に食

べるという貴重な体験ができました。

アオーレで流そーれ

〈実施日〉平成27年8月8日

流しそうめん実行委員会

長岡

栃尾地域で開催された祭に合わせ

て、空き店舗１軒のシャッターをキャン

バスにライブペイントを実施。併せて

ベニヤ板へのペイント体験も行い、祭

に訪れた子どもを中心に、親子でのび

のびと絵を描いていただきました。

とちおシャッターアートプロジェクト

〈実施日〉平成27年8月10日、8月22日・23日

とちLa b .（とちらぼ）

栃尾

８
月

10
月

９
月

米百俵まつりにおいて、歩行者天国の

一画でミニ米俵争奪囲碁大会を開催

しました。囲碁ファンが集い、プロに

よる指導碁も交え大会は盛り上がり

ました。若年層の参加も見られ、囲碁

への関心が深まったようです。

第１４回　米百俵囲碁まつり

〈実施日〉平成27年10月3日

長岡囲碁連盟

長岡

小国酒造の経営に深くかかわった加藤

家の資料が小国民俗資料館に寄贈さ

れたことに伴い、寄贈品のコレクショ

ン展及び記念講演会を行いました。来

場者に対し、地域に眠る宝への理解と

関心を深めることができました。

小国町太郎丸加藤家コレクション展

〈実施日〉平成27年10月3日～10月5日

小国文化フォーラム

小国

所属会員の趣味・特技を活かし、子ども

向けものづくり体験イベントをアオーレ

で開催。風船を膨らまして通貨《にゃん》

を獲得し、その通貨で体験をしながら遊

べる仕組みにすることで、お金の使い方

も学べるイベントとなり、盛況でした。

つくってあそボーイズ＆ガールズ

〈実施日〉平成27年8月15日

ドキわく作ろう会

長岡

アオーレでフィリピンと日本の異文化体

験イベントを開催しました。体験を通し

て日本人とフィリピン人が英語で交流し

たり、なかなか日本のコミュニティに参

加できないフィリピン人同士のつながり

が生まれ、来場者は大満足でした。

FilJapan Friendship Day

〈実施日〉平成27年8月16日

P ETJ  I n t e r n a t i o n a l

長岡

定期的に地域住民が集まる場所を確

保し、介護予防につながる活動を週一

回ペースで行いました。介護予防体操

教室のほか、脳トレ・歌・健康チェッ

ク・お茶会なども行い、地域の高齢者

の交流と憩いの場となっています。

介護予防　が～や　が～て健康教室

〈実施日〉平成27年9月1日～

あいらぶサークル　が～やが～て

長岡
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10
月

11
月

長岡の若手経営者と学生が手を組ん

で、イベントの企画を当初から練って

きました。当日は『日本酒カクテル開

発ブース』『高校生による長岡ＰＶ上

映』など長岡で学ぶ学生たちが長岡の

魅力を伝えるイベントとなりました。

パティオdeナガオカ　2015

〈実施日〉平成27年10月11日

ハーヴェスト＆コネクション

長岡

栃尾に縁あるジャズミュージシャンによ

るライブ・ワークショップを開催。地元

素材を活かした試食ブースやバーカウ

ンターも設置し、非日常を演出しまし

た。来場者への栃尾ＰＲはもちろん、ス

タッフ間の交流も生まれました。

ジャズぴくにっく in　とちお

〈実施日〉平成27年10月11日

なじですかぃ

栃尾

中越大震災の風化を防ぎ、震災の経験

を次世代につなげていくことを目的に、

川口中山運動公園内にて市民参加型の

追悼式典を開催しました。今年も幻想

的な「にいがたからみんなえがおに」の

メッセージを灯すことができました。

１０・２３追悼式典

〈実施日〉平成27年10月23日

10 . 23追悼式典実行委員会

川口

地域防災力を高め、地域の一体感を醸

成することを目的に救命講習・防災

ワークショップを実施しました。震災当

初からつながりのある学生団体として、

学生が主体となって講習を行うなど、地

域の方 と々密な交流を行いました。

中越地震の経験を未来に繋ぐ事業

〈実施日〉平成27年10月24日・25日

ＮＰＯ法人国際ボランティア学生協会

栃尾

北の鎌倉とも呼ばれる寺泊の史跡・

寺院を広く知ってもらうため、それらと

調和して咲くつわぶきを堪能する茶会

を開催しました。今年は、講演会も併

せて実施することで、より深く寺泊の

宝をＰＲすることができました。

つわぶき茶会

〈実施日〉平成27年10月25日

あかね通りの会

寺泊

子どもの考える力を育む『どうぶつ

しょうぎ』を親子で楽しむことを目的と

して、どうぶつ将棋教室を開催しまし

た。ルールがわかりやすいため、すぐに

遊ぶことができ、初めて会う子ども同

士が対局を楽しむ姿もみられました。

親子ふれあいどうぶつ将棋教室

〈実施日〉平成27年11月1日

日本将棋連盟長岡支部

長岡

あいにくの悪天候でしたが、家族連れ

にも楽しんでもらえるよう絵本の読み

聞かせコーナーも設置し、好評でし

た。また、寄贈本無料提供コーナーも

新たな取り組みとして実施し、多くの

方に興味を持ってもらえました。

第３回長岡一箱古本市

〈実施日〉平成27年10月31日

長岡読書倶楽部　

長岡

高齢者が楽しめるイベントが少ないと

いう想いから、『懐メロ特集』『演歌』

の２部構成のコンサートを地域の公民

館で開催しました。当日は１時間前に

会場に到着する方もおり、コンサート

は大盛況のうちに終了となりました。

元気になろうコンサート
～演歌・懐メロ・歌まつり～

〈実施日〉平成27年10月24日

歌仲間の会

川口

長岡市市営スキー場のマウンテンバイ

ク常設コースにてマウンテンバイク耐

久レースを開催しました。家族やチーム

での参加者も多く、参加者間のコミュ

ニケーションも生まれ、狙いである健

康増進に寄与することができました。

第２回　長岡MTB（マウンテンバイク）
フェスティバル　耐久レース

〈実施日〉平成27年11月1日

スポーツバイクプロジェクト長岡

長岡

中越大震災を忘れないとの想いを込め

たキャンドルイベントを水道公園内で開

催。発災年にちなみ2004個の紙コップ

メッセージキャンドルを灯しました。来場

者にメッセージを書いてもらうことで、会

場づくりをみんなで共有できました。

みんなで灯そう
水道タンクキャンドルナイト

〈実施日〉平成27年10月18日

Ｓｕｎｓｅｔ Ｔｏｗｎｋ実行委員会

長岡
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11
月

12
月

秋祭り会場で誰でも気軽に参加できる

雰囲気を演出して添釜し、季節の和菓子

とお抹茶を提供することで、一期一会の

「おもてなしの心」を感じる席となりま

した。ファミリー体験席を設けたことで、

多くの家族にも楽しんでもらえました。

お抹茶でティーブレイク♪

〈実施日〉平成27年11月7日

茶道裏千家淡交会　中越青年部

長岡

地元で収穫した食材を使った料理を

参加者にふるまう収穫感謝祭を実

施。昨年から集落外の若者も招待し、

今年は参加者の約半数を占めるまで

になり、効果的に土ヶ谷地区のＰＲ及

び交流を深めることができました。

収穫感謝祭

〈実施日〉平成27年11月22日

土ヶ谷区

栃尾

光風台のにぎわいを取り戻すため、多世

代が参加する折り紙教室を実施。子ども

から大人まで、一緒になって作品を作り

ました。また、地域めぐり講座として野

積杜氏の話を聞くことで、地域の歴史文

化を振り返り、知識を深めました。

光風台にぎわいづくりスタートアップ事業

〈実施日〉平成27年12月6日

光風台にぎわいプロジェクト

寺泊

リラックス動作法（臨床動作法）によ

る動作体験及び、認知症予防専門士

による音楽プログラムを行いました。

認知症予防と心身のリラックス・脳の

活性化を促し、参加者は非常に満足し

ており、楽しい会となりました。

おとのわ

〈実施日〉平成27年12月23日

おとのわ

長岡

保護者の休養・就労支援を図ることを

目的に、栃尾南小学校で支援学級に

在籍する児童・配慮を必要とする児童

に対し、元小学校教諭等のボラン

ティアが、冬休みの手伝い・レクリ

エーションの提供をしました。

冬休み　栃尾地域　寺子屋

〈実施日〉平成27年12月25日～

栃尾地域児童福祉を考える親の会

栃尾

長岡市に提案した研究成果を実践・検証

するため、「ながおか防災を考える日」プ

レイベントを実施。防災運動会やサバイ

バルクッキングなどを楽しみながら防災

を体験したほか、防災教育にかかわる人

同士の情報交換の場を提供しました。

みんなでつくる防災教育体制
「プレながおか防災を考える日」

〈実施日〉平成27年11月1日

ＮＰＯ法人ふるさと未来創造堂

長岡

ベトナムで実施されたジャパンフェス

ティバルにブース出店をし、日本の伝

統文化である折り紙をＰＲしてきまし

た。折り紙はベトナムの方々に大変好

評で、あっという間に材料がなくなって

しまうほど、指導に熱が入りました。

ジャパンフェスティバル in ベトナム２０１５

〈実施日〉平成27年11月14日

おぐに折り紙アート

海外

公演前の設営・ピアノの調律・リハー

サル等から公演終了まで公演の裏側

を体験できる、貴重な機会を提供で

きました。また、声の出し方などを出

演者から直接レクチャーしてもらい、

好評いただきました。

「リタ」＆オペラ・ガラ・コンサート、
および高校生のためのオペラワークショップ

〈実施日〉平成27年11月28日

長岡舞台芸術愛好会

長岡

映画の上映に合わせ、映画監督と摂田

屋の味噌蔵・星六とのトークセッション

を実施。監督が事前に摂田屋を見学し

た際の感想を中心に話をしました。同日

だしつくり講座も開始し、“だし”につい

て見て・体験する場を提供しました。

映画「千年の一滴　だし　しょうゆ」上映会
及び"だし講座"と監督と巡る醸造の町・摂田屋

〈実施日〉平成27年12月23日

長岡アジア映画祭実行委員会！

長岡

アオーレの名物となりつつある年越し

カウントダウンイベントをナカドマで実

施。振る舞いや餅まき、飲食ブースに

よるおもてなしのほか、特設ステージ

ではミ・アモーレ任命アーティストなど

のライブで年越しを盛り上げました。

アオーレ年越しカウントダウンイベント
2015～2016

〈実施日〉平成27年12月31日

街なかカウントダウン実行委員会
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