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知る、つながる、好きになる  ながおか市民活動情報誌

※2016年1月～12月の間に
市民協働センターに寄せられた相談件数

こんな相談が寄せられています

ながおか市民協働センターに
市民から寄せられたアクション
ながおか市民協働センターに

市民から寄せられたアクション

イベントを
PRしたい

ボランティアをボランティアを
募集したい募集したい

コラボできる
団体を紹介して

補助金・補助金・
助成金を助成金を
使いたい使いたい

ワーク
ショップが
できる人を
探しています

会計について
教えて

チラシ
を

印刷し
たい

団体を団体を

立ち上
げたい

立ち上
げたい

市民のみなさんの「まちを元気にし

たい」、「誰かの役に立ちたい」、

「何か面白いことをしたい」を応援

するのが、市民協働・交流の拠点

“ながおか市民協働センター”で

す。長岡市とNPO法人市民協働

ネットワーク長岡が協働で運営し、

地域課題や社会課題の解決など、

熱意やアイデアがカタチになるよう

お手伝いしています。

こんな人たちが相談に来ています

市民活動団体

個人NPO法人

行政

企業

学校
その他

35%

25%
9%

8%

7%

4%
12% 助成金・資金調達

人物・団体紹介

事業・
企画相談

広報支援・
活動周知

組織経営・
経理等

ボランティア
志願／募集・CSR

提案・要望・
講師依頼 その他

20%

19%

17%

15%

6%

5%

5%
13%

※集計期間／2016年1月1日～2016年12月31日

2016年に
長岡市の補助金を
活用して行われた
市民団体による
プロジェクトを
ご紹介します。



手づくりおひなさま、今町べと人形、おぐ

に折り紙アートの共同作品展を開催しま

した。保育園児や小学生の作品、初めて

開催したアオーレ教室の生徒の作品も展

示しました。市外・県外からも観覧してい

ただき、大変盛況でした。

おぐに折り紙アート

長岡 アオーレ教室開設事業 おひなまつり展

対象
事業

市民団体などが実施する
公益性のある活動やイベント

補助
金額

補助対象経費について
20万円までは全額。20万円を
超える部分は80%（上限100万円）

申請
時期

申請・相談は随時受付。
事業実施2か月前までに
申請書を提出

〈実施日〉平成28年1月9日～2月28日

「ラグビー体験コーナー」「６つのゲーム

コーナー」「なりきり！五郎丸コンテスト」

を企画しました。来場者のほとんどが親

子連れで、笑いに包まれる楽しい催しと

なり、狙い通りラグビーに触れ興味を

持っていただくことができました。

長岡市ラグビーフットボール協会

長岡
パパもママもあそぼ～れ！

ラグビーまつり2016 inアオーレ

〈実施日〉平成28年1月24日

里山資源の利活用のため手作りロケット

ストーブ講習会を開催しました。燃焼の

仕組みについての講習会の後、実際にス

トーブを手づくりしました。出来上がった

もので着火試験と調理試験、試食会も行

いとても好評でした。

みしまふるさと塾

三島 手作りロケットストーブ講習会

〈実施日〉平成28年2月20日

太田出身の元参議院事務総長小幡幹雄氏

による講演会を開催し、地区の未来と発展

を考えました。併せて参加者の意見交換・

協議の場を設定したことで、地域の方向性

を確認するとともに、具体的な活動につい

ても検討することができました。

長岡市太田地区連合町内会

長岡 太田地区を未来志向で元気にする事業

〈実施日〉平成28年2月27日

映画『みんなの学校』の上映、みんなの

スポーツ体験会、こどもコミュニケーショ

ンワークショップ、白熱教室といったプロ

グラムを開催し、ノーマライゼーション・

インクルーシブ教育システムとは何かを

参加者に問いかけました。

蒼桜塾

長岡
～地域オリンピアン創生～

「総合的アスリート形成から社会形成を考える」

〈実施日〉平成28年1月11日～2月20日

市内外から参加した講座申込者38名か

らは熱心に聴講していただき、今後も昔

話や語りに関わっていく方々を増やすこ

とができました。修了者のうち13名は自

主企画として語りの会を開催し、語りの

成果を披露しました。

長岡民話の会

長岡 語り部養成入門講座

〈実施日〉平成28年1月30日～平成28年3月26日

近年地域課題が浮き彫りとなり、地域全

体での課題解決が求められることから、

住民向けにまちづくり講演会を開催しま

した。今回の講演を契機として、まちづく

り・地域活性化に関する具体的な活動を

住民主体で進めていきます。

アドバンス中之島

中之島 まちづくりをテーマとした講演会の開催

〈実施日〉平成28年2月21日

子育て世代向けにカフェ形式で語り合う

参加型イベントを開催しました。『出産・

命』をテーマにした映画を観て感想を

シェアするなど、参加者それぞれの出産・

子育てで感じたことを話し合うことで共

感の場が生まれました。

世代を越えてつながる輪 サークルゆめの木

長岡 バースカフェ新潟 in長岡

〈実施日〉平成28年3月6日

長岡市市民活動推進事業補助金は、分野や規模・場所を問わず、市

民のみなさんの熱意・アイデア・機動力を活かした活動の経費を補

助するとともに、企画から実施までのきめ細やかなサポートを行っ

ています。平成25年（2013年）からスタートしたこの制度を活用し

て、活動をパワーアップさせたり、新しいことを始めたりする団体が

増えてきました。活動の紹介をご覧になって、「補助金を活用した

い」、「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、まずは市

民協働センターにお気軽にご相談ください。

市民活動
推進事業
補助金

市民プロジェクト一覧

20162016

2016年1月から12月までの1年間にも、補助金を活用してさまざまなジャンルの活動が行われました。
市民のチカラが生み出した74の事業を紹介します。＞＞＞

＞＞＞

【お問い合わせ】ながおか市民協働センター　Tel.0258-39-2020

がんばる　　 の“　　 ”を　　 しています！市民市民 想い想い 応援応援
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み

こ　じ
子育ての駅でミュージックベルの演奏会

と体験会を開催しました。歌や踊り、手

遊び、ベルの体験演奏など子どもたちだ

けでなく、親御さんも楽しめる内容でとて

も盛り上がりました。「定期演奏会を！」

との声も聞かれました。

楽団ベルバラ

長岡 ベルで元気

〈実施日〉平成28年3月13日

昨年より展示エリアを拡大、作品数も増

加し、それぞれの店舗にマッチした作品

が設置されました。学生たちの創作活動

に弾みがつくだけでなく、商店街からも

好評をいただき、アートを見に来る方々に

よって中心市街地が賑わいました。

ヤングアート長岡2016実行委員会

長岡 ヤングアート長岡2016

〈実施日〉平成28年3月19日～4月10日

集落の方々に講師をしていただき、山の

暮らしを気軽に体験できるイベントを開

催しました。ワークショップ・やまごはん

食堂・村のバザールなどの企画に親子連

れなど世代に関係なく、参加者が楽しめ

る企画となりました。

つむぐ庭（つむぐわ）

川口 山の暮らし体験を集めた「はるの庭フェス」

〈実施日〉平成28年3月19日

昨年に引き続き、ゲレンデを駆け上がる逆

走レースを開催しました。今回は昨年の

反省を活かし、小国和紙を使った子ども

向けワークショップを行うことで、スター

トまでの時間を持て余すことなく楽しん

でいただけました。

長岡蒼柴スポーツクラブ

長岡
ながおか東山

わくわくゲレンデ逆走レース2016

〈実施日〉平成28年3月21日

運動会定番競技に加え、ユニークな競技

を取り入れたアオーレ大運動会を開催し

ました。親子での参加も多く親子のスキ

ンシップの機会が増え、初めて会った人

たちとチームを組むなど参加者の一体感

が出たイベントとなりました。

ATC

長岡 春を呼ぶアオーレ大運動会

〈実施日〉平成28年3月26日

伝統文化であるいけばなに親しむ機会を

提供するため、いけばなの展示会を開催

しました。デモンストレーションや子ども

向けの体験教室も行うことで、大人だけ

でなく子どもも伝統文化を楽しめる貴重

な機会となりました。

花友会

長岡 お花とお茶のコラボレーションⅡ

〈実施日〉平成28年3月26日・27日

三島地域の手仕事好きの女性が中心と

なった、ものづくり体験、手づくり品販売

イベント。今回は、地域外へのPRにも力

を入れ、また当日も来場者へ「チョコバナ

ナ」を振る舞うなど工夫し、過去最高の

来場者数となりました。

みしマルシェ実行委員会

三島 みしマルシェ・バージョンアップ作戦

〈実施日〉平成28年3月27日

講演会では、「今の環境を変える8つの秘

訣」を聞くことで、視点の切替えや気持ち

が軽くなるなどの効果が得られました。

ワークショップでは、市民活動等に関わ

る方が参加し、価値観の再確認と想いの

共有を行うことができました。

人の和を繫げる会

長岡
講演会「今の環境を変える８つの秘訣」＆

ワークショップ「人の想いをつなげるワークショップ」

〈実施日〉平成28年3月28日・29日

春休み期間中、支援・配慮を必要とする

児童に対する宿題の手伝いやレクリエー

ションの提供を行いました。ミニ防災講

座での防災食の試食や、ご当地ヒーロー

ショーなどを取り入れ、楽しく貴重な体

験をすることができました。

栃尾地域児童福祉を考える親の会

栃尾 春休み寺子屋学習教室

〈実施日〉平成28年3月30日

地域住民向けの介護健康教室を全23回

開催。運動指導員による体操を通じて健

康意識の向上や閉じこもりの防止につな

がり、活動で得た体操の知識やものづく

りで習得したことを知人に披露するよう

になり、地域の和が広がりました。

あいらぶサークル が～やが～て

長岡 介護予防　が～や が～て健康教室

〈実施日〉平成28年4月1日～9月27日

民謡の楽しみ、着物を着れる楽しみを

知っていただくために、千の森や子育ての

駅などで着物の着付け体験・民謡の指導

を行いました。色々なイベントにも参加す

ることで、伝統芸能をＰＲすることができ

ました。

民謡 すみれ会

長岡 伝統芸能継承事業

〈実施日〉平成28年4月1日～11月28日
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アオーレ長岡において、映画『春をよぶ巫

女爺まつり』の上映及び映画監督の講演

や小国和紙・小国の写真展示などを実施

しました。初めてアオーレで小国の魅力を

伝えるイベントを実施したことで、小国の

歴史・文化を来場者にPRできました。

小国フェスタ実行委員会

小国 森と緑と文化の里小国フェスタ

〈実施日〉平成28年3月13日



暦についての学習会と自分で暦をつくる

ワークショップを開催しました。季節の

観察の蓄積が暦をつくっていて、暦をつく

ることが日記をつけるように楽しい記録

になるということを体験していただくこと

ができました。

yamakawa_ sun（やまかわさん）

長岡
自然に寄り添う山の暮らし暦づくり・

はじまりの会

〈実施日〉平成28年4月3日

宮本地区で唄われなくなってしまった数

え唄「宮本名物数え唄」を後世に残すた

め、住民の力を合わせて復活させまし

た。宮本の新たな魅力となるように年間

を通して様々なイベントで披露し、多くの

方に見ていただくことができました。

宮本名物数え唄の会

長岡 「宮本名物数え唄」を保存する事業

〈実施日〉平成28年4月1日～平成29年3月22日

「ひきこもり」を解決できず悩みを抱えて

いる親・家族・当事者向けに臨床心理士・

アドバイザーによる家族サークル、月例

会を実施してきました。辛さを分かち合い

ながら、今の生活より少しでも自由にな

れることを目指していきます。

くるみの会

長岡 「ひきこもり」の支援

〈実施日〉平成28年4月1日～平成29年3月31日

十日町地区の歴史・文化を掘り起こし、保

存・記録することで町民への普及を図る

ため、史跡調査・資料収集のほか、歴史

ウォークイベントを開催。実際に見て聞い

て触れていただくことで、歴史の理解を

深めることができました。

郷土史を学ぶ会

長岡 十日町地区の郷土史を学ぶ会

〈実施日〉平成28年4月1日～平成29年3月31日

アメリカ文化に親しんでもらうための大

規模イベント内に、「市民活動エリア」を

設定し、普段の活動成果を披露する機会

を提供しました。チアリーディング部の

演技など、アメリカにちなんだ発表が行

われ、会場全体が盛り上がりました。

長岡アメリカンフェスティバル実行委員会

長岡 NAGAOKA AMERICAN FESTIVAL 2016

〈実施日〉平成28年4月2日・3日

地域を担う子どもたちが伝統芸能を継承

していくために、町の神楽舞・舞台の歴史

についての講座を開催し、老朽化した舞台

の再建について検討を行いました。大人も

子どもも一緒になって、神楽舞の伝承に向

けて真剣に考える機会となりました。

大荒戸保存会

長岡 神楽舞舞台の再建事業

〈実施日〉平成28年4月2日～平成28年9月30日

良寛さんに関する文化講演会及び親善囲

碁大会を開催しました。お花見シーズン

にも関わらず講演会、囲碁大会ともにほ

ぼ満席と盛況でした。2017年の良寛会

全国大会の長岡開催に向けて大きな弾み

となりました。

長岡良寛の会

長岡 良寛さんに親しむらんまんの集い

〈実施日〉平成28年4月16日・17日

機那サフラン酒本舗の保存を目的に、設

備や展示説明の充実を図りました。見学

の待ち時間に入口スペースで展示物や動

画、展示室の資料などを見ていただける

ようになり、効果的に案内できるように

なりました。

機那サフラン酒本舗保存を願う市民の会

長岡 長岡の宝「機那サフラン酒本舗」保存推進事業

〈実施日〉平成28年5月1日～平成28年11月20日

青葉台３丁目の通称「さくら公園」と中越

地震復興モニュメント周辺を整備し、ア

ジサイや山野草を植栽しました。アジサイ

が咲く時期を見計らって「アジサイ祭り」

を開催し、地域の人たちの憩いの場を提

供できました。

フェニックス・さくら公園周辺を整備する会

長岡 フェニックス・さくら公園周辺の整備

〈実施日〉平成28年5月1日～平成28年11月30日

成人式式典後の新成人に向けてアオーレ

ナカドマにてお茶席を設けました。多くの

若者に一盌のお茶を通じて日本の文化に

触れてもらうことができ、また短時間で

も茶道を身近に感じ、楽しんでいただくこ

とができました。
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茶道裏千家淡交会中越青年部

長岡 お抹茶で日本の伝統文化に触れる

〈実施日〉平成28年5月3日

いちわん

事前に周遊コースを整備し、ハイキングイ

ベントを開催しました。ワラビ・フキなど

の山菜採りや野鳥巣箱の観察、愛宕地

蔵・二荒神社の逸話、ギター演奏、自然の

中での食事などを楽しむことで峠道の魅

力を感じていただきました。

栃尾 峠道イベント支援事業 =春=

〈実施日〉平成28年5月8日ど田舎○ごとがんばり隊
まる

野外での遊び場を提供するとともに、ワー

クショップや野外での遊びにおける危険

と対処法の講座や子どもの心についての

勉強会を実施しました。子どもたちはいき

いきと活動し、親御さんたちは真剣に子育

てに向き合う姿が見られました。

マインドフル子育てひろば「にじの森」

長岡
親子の心身のサポートもできる野外子育てひろば事業

親子の野外活動に必要な知識や子どもの心について学ぶ事業

〈実施日〉平成28年4月1日～11月30日



5

「踊り」をテーマとしたお祭りをアオーレ

長岡で開催。23団体270名が、多種多様

な踊りのほか、太鼓、三味線、民謡等を

披露しました。フィナーレでは、観客も交

えて長岡甚句を踊り、踊ることの楽しさを

伝えることができました。

アオーレde舞おーれ！2016実行委員会

長岡 アオーレde舞おーれ！2016

〈実施日〉平成28年5月15日

今回は高齢者向けにミュージックベルで

の演奏会と体験会を開催しました。参加

者の若い頃の曲などを選曲することによ

り、その頃のことを思い出しながら口ずさ

んだり、笑ったりして、楽しんでいただけ

たようです。

楽団ベルバラ

長岡 ベルで元気Ⅱ

〈実施日〉平成28年5月22日

和の世界を体感していただくため、日本

独自の伝統芸術文化（いけばな・力囲棚

茶席・日本画と折り紙等）がコラボしたイ

ベントを開催しました。幻想的な世界を

演出することで、来場者に楽しみ・喜び・

感動を与えることができました。

成月流華道長岡第一支部

長岡 和の世界　いけばな・折り紙・そして茶の湯

〈実施日〉平成28年5月28日・29日

与板の宝物である「楽山亭」を広く周知し

ていきたいという想いから、楽山亭・積

翠菴にて来亭された方に向けた抹茶のお

もてなし会を開催しました。ひとときのな

ごみの空間で楽山亭の魅力に触れていた

だくことができました。

なごみの会

与板 与板 楽山亭のおもてなし

〈実施日〉平成28年6月1日～平成28年10月31日

鉢伏内の回遊路を整備し、「地蔵祭り」

を実施しました。回遊路が見違えるよう

にきれいになり、祭り参加者は森林浴を

堪能しました。また、ガイド育成等の勉強

会も開催し、訪れた人に地域の魅力を伝

えることができるように学びました。

鉢伏町史跡保存会

長岡
地域の宝を磨き上げる

「遊歩道散策をしながら森林浴の体感」

〈実施日〉平成28年6月1日～平成28年11月19日

合併により埋もれ始めた地域の歴史文化

を後世に語り継ぐため、大竹貫一氏と伝

説の池大納言を取り入れたビデオを作成

しました。コミセンや中学校で上映会を

実施し、映像によって分かりやすく歴史を

学んでもらえました。

ふる里伝え隊

中之島 ふるさとの保存と伝承事業

〈実施日〉平成28年6月1日～平成28年11月25日

会報と四季の便りを発行し「たけんこう

ち」のよさをアピールし、無償で野菜等

を栽培してもらう試みをしました。また、

秋には「たけんこうちふるさと祭り」を開

催し、参加者同士の絆を深めることがで

きました。

長岡市竹之高地町内会

長岡 限界集落「たけんこうち」ふるさと創生事業

〈実施日〉平成28年6月1日～平成29年3月31日

アフリカの現状と文化を知ってもらうた

め、ライブや映画上映、体験会などのイベ

ントを開催。今回はアフリカの国にこだ

わらず、フィリピンやメキシコなど多国籍

なグループが集まることにより、ワールド

ワイドなイベントとなりました。

モヨ・チルドレン・センター・長岡

長岡 アフリカンフェスタ！inながおか2016

〈実施日〉平成28年6月4日

山古志虫亀地区にある「薬師の杜」にお

いて、土地の美しさ・豊かさを伝えるコン

サートを開催しました。天候にも恵まれ、

素晴らしい景観の地でコンサートを開催

できたことを演奏者・観客ともに喜び、楽

しく温かいイベントとなりました。

虫亀地域活性化・文化保存会

山古志 薬師の杜～杜のコンサート～実施事業

〈実施日〉平成28年6月5日

難病であるALS患者の支援を目的にチャ

リティ寄席を実施。寄席と合わせてALS

患者の生活状況や心情などを紹介する

話やパネルの展示を行うことで、ALSとい

う病気への理解を深めることができ、多

くの募金をいただくことができました。

淵源（みなもと）プロジェクト実行委員会

長岡 ALS患者支援チャリティ寄席

〈実施日〉平成28年6月25日

長岡まつり昼行事において、「地域の絆」

「市民協働」をテーマに『ゆめ100戦士

ソイガイヤーNEXTショー』を開催。その

後も様々なイベントに参加し、ヒーローを

通して楽しく分かりやすく、大切なことを

子どもたちに伝えることができました。

クラブソイガイヤー

長岡
8.03ミッション

ゆめ100戦士ソイガイヤーNEXTショー

〈実施日〉平成28年7月15日～平成29年2月28日

認知症予防のための体験会を開催しまし

た。音楽療法では鈴などの楽器を持って

一緒に演奏したり、曲名当てゲームなど

をして楽しみました。臨床動作法では動

作の解説の後、いくつかを実践し楽しみ

ながら予防法を体験しました。

おとのわ

長岡
第6回 おとのわ

～音楽でいきいき笑顔と脳活性！～

〈実施日〉平成28年5月12日

せき

すいあん



竹水鉄砲作り・合戦とラート体験会を開

催しました。親子で竹水鉄砲を作り、合

戦を行う過程で参加者間の交流が生ま

れ、絆を深める企画となりました。また珍

しいラートの体験会も参加者にとても喜

んでいただき大好評でした。

ATC

長岡 ものづくり・想い出づくり体験

〈実施日〉平成28年7月23日～平成28年9月12日

栃尾地域の配慮を必要とする児童を対象

に、夏休みの寺子屋教室を行いました。

夏休みの宿題・課題・自由研究のサポー

トのほか、ウォーキングなどの運動や工作

教室などを開催して、児童・保護者ともに

喜んでいただけました。

栃尾地域児童福祉を考える親の会

栃尾 夏休み寺子屋学習教室

〈実施日〉平成28年7月26日～平成28年8月23日

フィリピンと日本の交流促進・相互理解

を図るため、両国の文化を体験できるイ

ベントを開催。英語でお仕事体験という

ブースも設け、楽しんで英語でのコミュニ

ケーションや両国の文化を体験すること

ができました。

NPO法人Philippine Education and Technology in Japan

長岡 FIL JAPAN FRIENDSHIPDAY 2016

〈実施日〉平成28年7月30日

山古志の「仕事唄」を伝承していくことを

目的に、各種イベントにて仕事唄を披露

しました。衣装の製作を行い、製作段階

でさまざまな方たちと検討を行うことで

一体感が増し、仕事唄伝承のPRを行うこ

とができました。

山古志仕事唄伝承の会

山古志 仕事唄伝承PR事業

〈実施日〉平成28年8月1日～平成28年9月30日

新潟市の「西川をきれいにする会」や西川

沿いの児童・保護者に、錦鯉の飼育状況

や牛の角突き見学、餅つき、そして山古志

のおいしい食を味わっていただきました。

山古志地域の環境を理解していただくこ

とで、交流事業の意義が深まりました。

錦鯉放流プログラム30周年記念事業実行委員会

山古志 錦鯉放流プログラム30周年記念事業

〈実施日〉平成28年8月3日

市内の高校生が中心となり企画・運営

し、自らも出演するイベントを開催。今年

は例年のダンスやバンド演奏のほかに高

校生モデルによるファッションショーを盛

大に行い、来場者から感動と喜びの声を

いただきました。

Nagaoka高校生フェスタ実行委員会

長岡 Nagaoka高校生フェスタ2016

〈実施日〉平成28年8月3日

山古志地域の特産品及び観光資源のPR

を目的とした「やまこしフェア」をアオー

レ長岡で開催しました。別の団体が主催

した「ファミリーカーニバル」と同時開催

することによって、アオーレ長岡全体で大

盛況となりました。

やまこしフェア実行委員会

長岡 やまこしフェア×アオーレファミリーカーニバル

〈実施日〉平成28年8月6日

鶴ヶ島市と長岡市の子どもたちの交流を

目的とした子ども祭りを開催しました。

両市の子どもたちによるキッズダンスのス

テージパフォーマンスなどを通して、それ

ぞれの地域の魅力などを紹介でき、地域

間の交流ができました。

道院高原交流イベント実行委員会

栃尾
子供祭り交流事業

「鶴ヶ島市と長岡市のみんなで遊ぼうinとちお」

〈実施日〉平成28年8月7日

認知症の予防と認知症になっても笑顔で

くらせる街づくりをテーマにプログラムを

実施しました。今回は新たに「笑い療法」

を取り入れたことで、多くの方から参加い

ただき、認知症に対する知識を深めてい

ただきました。

おとのわ

長岡 第8回おとのわ～笑いと音楽と脳活性～

〈実施日〉平成28年8月21日

寺泊で全国のバイク愛好家による複合イ

ベントを開催しました。バイク展示、観光

PR、コンサートなどのほか動物愛護PR

ブースやチャリティオークションなどを行

い、愛好家だけでなく、誰でも気軽に参

加できるイベントとなりました。
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米米バイカーズパラダイス寺泊実行委員会

寺泊 米米バイカーズパラダイスシーサイドin寺泊2016

〈実施日〉平成28年8月27日・28日

小国地域の芸術文化振興を目指す小国

文化フォーラムの機関紙「小国文化」が

100号の節目を迎え、記念大会を開催し

ました。機関紙の果たした役割の大きさ

を再確認し、地域の未来や文化の在り方

などを考えるきっかけとなりました。

小国文化フォーラム

小国 機関紙「小国文化」100号記念大会

〈実施日〉平成28年9月3日

中之島の偉人である「大竹益三」を称え

る慰霊祭の開催及び石碑の修繕を行い

ました。慰霊祭では大人から子どもたち

まで大勢が集まったことで、今まであまり

知られていなかった大竹益三の偉業功績

を知っていただくことができました。

中之島第一町内会

中之島
大竹益三を称える慰霊祭と

偉業功績の伝承並びに石碑の保存

〈実施日〉平成28年7月23日・24日



「薬師の杜」を訪れた方がゆっくりと集

えるスペース（東屋）を制作し、お披露目

を行いました。造形大の学生たちとの共

同作業により新たな出会いもあり、交流

によって地域との繋がりが更に深まりま

した。

虫亀地域活性化・文化保存会

山古志
薬師の杜、東屋建設

（保存会、造形大学によるコミュニティ事業）

〈実施日〉平成28年9月4日

支援・配慮を必要とする児童に、長期休

業日だけでなく平日放課後（毎週月曜

日）や学校の代休日にも居場所を確保す

るため、寺子屋事業を実施しました。居

場所を作ることで児童の放課後の時間が

充実したものとなりました。

NPO法人キッズサポートつむぎ（ 旧：栃尾地域児童
福祉を考える親の会）

栃尾 放課後等寺子屋学習教室

〈実施日〉平成28年9月12日
～平成29年3月13日

今回のみしマルシェでは「ものづくり」に

スポットをあて、体験イベントを通じ、親

子・祖父母等の多世代交流の場を提供し

ました。また、脇野町小学校と連携し、

4・5年生による綿菓子サービスやお米の

販売等も実施しました。

みしマルシェ実行委員会

三島 みしマルシェ～ものづくりマルシェ～

〈実施日〉平成28年9月14日～平成28年10月23日

長岡でのフルマラソン大会開催に向け

て、ロングランイベント＆交流会を開催し

ました。大勢のランナー、ボランティアに

参加いただき大盛況となりました。この

大会運営の経験を糧に、フルマラソンに

向けて今後の活動を展開していきます。

長岡ランナーズ

長岡
与板

『長岡でフルマラソンを！』RUN＆BEER

〈実施日〉平成28年9月19日

従来行っている柿川の清掃に併せ、土手

の草刈りを行うことで、柿川一帯の環境

整備を実施しました。地域の方々や中学

生たちも参加し、自分たちの手で柿川の

整備活動をすることができ、地域内の連

携が深まりました。

柿川を守る会（草刈り部）

長岡 街の美化は地域の力・自らの手で!!

〈実施日〉平成28年9月25日

山古志（旧二十村郷）の闘牛と錦鯉の伝

統文化を知っていただくため、錦鯉の日

本遺産・世界遺産への登録推進の取り組

みや、文化遺産である闘牛の歴史につい

ての話を聞くことで、多くの方に関心を

持っていただけました。

闘牛と錦鯉の伝統文化を楽しむ会

長岡 山古志の闘牛と錦鯉の文化　講演会

〈実施日〉平成28年9月25日

お婿さん同士の交流の場がないとの意見

をきっかけに、お婿さんだけでなく女性

の実家で同棲する男性や、そういう方の

話を聞いてみたい人に向けたイベントを

開催しました。活発な意見交換により、

新たな繋がりの機会となりました。

雪国くらしかた研究所

栃尾

〈実施日〉平成28年10月10日

上塩谷地域の楢山峠～間平峠の周遊

コースに道標を設置し、トレッキングイベ

ントを開催しました。牛馬を連れて往来し

ていたかつての光景を再現することで、

地域資源の価値を再認識することがで

き、大勢の方から好評いただきました。

栃尾

〈実施日〉平成28年10月10日

高齢者が楽しめるイベントの少ない川口

地域で、懐かしい曲を聴いたり、一緒に

歌えるコンサートを開催しました。前回の

入場者数を超える方々からお越しいただ

き、高齢者が外出するきっかけをつくるこ

とができました。

歌仲間の会

川口 第２回「元気になろうコンサート」

マスオナイト 峠道イベント支援事業 =秋=

〈実施日〉平成28年10月22日

長岡市秋まつり期間中に、お茶になじみ

の少ない方にも気軽に楽しめる茶会を開

催しました。街中で落ち着いた気分でお

茶や菓子を堪能していただき、茶会の雰

囲気を満喫していただきました。

一般社団法人 茶道裏千家淡交会 中越支部

長岡 秋まつり 茶会

〈実施日〉平28年11月6日

ニュースポーツである水中ホッケーのエ

キシビジョンマッチと体験会を実施しま

した。体験会には日本代表選手にも参加

いただき、安全かつ細かく目の行きわた

る指導を行うことができ、ニュースポーツ

の魅力をＰＲできました。

新潟で水中ホッケーを推進する会

長岡 水中ホッケーエキシビジョンマッチ＆体験会

〈実施日〉平成28年11月13日

人とうまく関わり、よりよい人間関係を作

ることを目的に講演会を開催しました。今

「できているところ」「もっている力」につ

いて確認し、物事への考え方の癖を知

り、行動を改善することで人間関係がよ

りよくなることを知る機会となりました。

長岡SST交流会

長岡
よりよい人付き合いのための講演会

（暮らしの中の技磨き、人付き合いの方法を身につける）

〈実施日〉平成28年11月19日

ど田舎○ごとがんばり隊
まる
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●セミナー・講座企画
　3/11 地域活動の現場を巡るバスツアー　～大人の社会科見学＆体験～〈44名〉
　3/15 情報発信勉強会　ウェブで地域を動かす〈33名〉
　3/25 言語化筋を鍛えよう！センス不要の伝わるキャッチコピー講座〈60名〉
　7/16 コミュニティビジネス講座〈49名〉
10/15 まちトーーク！―わたしたちはまちづくりストです！―〈20名〉
11/  4 アクティブシニアの地域デビュー講座〈40名〉
11/11 市民活動の現場を巡るバスツアー〈31名〉
11/26 ソトコト編集長に聞く！社会とつながる、
　　　  地域とつながるソーシャルのはじめかた〈67名〉

●専門家無料派遣「出前相談」

●情報発信サポート
FMながおか・つながるラジオ >>>  48回放送
ながおか市民活動情報誌「らこって」 >>>  1月～12月までに11回発行
協働センターWEBサイト「コライト」 >>>  月間平均約12,000PV（ページビュー）
協働センター公式Facebookページ >>>  1,893いいね！（2016年12月31日現在）

●市民活動フェスタ2016 
>>>  9/3開催　参加団体数61団体　来場者数5,000名
※協働センターは事務局として参画しています。

●長岡市市民活動推進事業補助金の受付・申請サポート

2016年ながおか市民協働センターの取り組み2016年ながおか市民協働センターの取り組み2016年ながおか市民協働センターの取り組み

東日本大震災を題材にした「天野寛子」

さんのフリー刺繍画展とししゅう高田松

原タペストリー展を開催しました。また、

災害に関わった人たちのトークサロンを

行うことで長岡市民に防災・減災の意識

を持っていただけました。

長岡「心の復興をつなぐ」実行委員会

長岡
中越から東日本そして熊本へ～心の復興をつなぐ～

＜天野寛子フリー刺繍画展＆ししゅう高田松原タペストリー展＞

〈実施日〉平成28年11月23日～11月28日

女性と子どもの人権確立のため、あらゆ

る暴力の根絶を目指し当事者支援、予防

啓発、回復支援を行いました。広く市民

に呼び掛けられるようにリーフレット・

カードを作成したほか、フォローアップ講

座を開催しました。

特定非営利活動法人女のスペース・ながおか

長岡 女性と子どもへの暴力防止とケア支援

〈実施日〉平成28年12月1日～平成29年3月31日

子ども連れやお年寄りでも、誰でも気軽

に楽しめるライブイベントを開催。雑貨

販売やフリーマーケット、農産物販売、子

どもの遊び場を設置し、有名アーティス

トによるライブも行うことで、寺泊の寒い

冬を盛り上げました。

HAMA FES

寺泊 HAMA FES VOL.6

〈実施日〉平成28年12月4日 長岡 音むすびフェス実行委員会

長岡 長岡　音むすびフェス2016

〈実施日〉平成28年12月4日

故郷を素直に「好き！」と思えるように、

県外の方にも長岡を知ってもらいたいと

いう想いから長岡と“ひなた”に縁のある

アーティストによるライブイベントを開

催。「塩むすび」の振る舞いや出店ブース

などもあり大盛況でした。

えん

股旅ものを中心に新舞踊・マジック

ショー・民謡などを公演して2０年が経

ち、その集大成を披露するイベントを開

催しました。当日は演技指導や着物の着

付け体験会も行い、会場は満席となるな

ど大盛況でした。

股旅あい好会

長岡 股旅あい好会２０周年記念公演

〈実施日〉平成28年12月16日

栃尾地域のPR・まちおこしを目的に県内

最大規模のアカペライベントを開催しま

した。アカペラサークルのステージのほ

か、プロのアカペラグループの生ステージ

もあり、地域内外からの来場者で会場全

体が大いに盛り上がりました。

InAcappella実行委員会

栃尾 越後長岡InAcappella（イナカペラ）

〈実施日〉平成28年12月17日

【らこって配布場所】長岡市役所及び各支所、サービスセンターの他、市内図書館、
コミセン、子育ての駅等、公共施設に設置しています。
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ながおか市民協働センターが毎月発行する情報誌「らこって」を始め、長岡の市民
活動団体からのお知らせや支援情報などを毎月1回お届けします。ご希望の方は
市民協働センターまでお気軽にお問い合わせください。

掲載団体に

ついて知り
たい方は

お問い合わ
せ

ください。

地域デビュー先輩の活躍ぶりを
目の当たりにしました！

講師の指出氏も交えた交流会。
和やかな雰囲気でした！

現場を知る先生の声に多くの方が耳を
傾けました！
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