
10:00‐15:00

メ イ ン 会 場 :

サテライト会場 :

関田将人

アオーレ長岡

まちなかキャンパス長岡

CoCoLo長岡

ステージの司会は、

今年もよしもと住みます芸人

あの2人。2人の息の合つた

軽妙な掛け合いがあつたり、

時には団体さんのイジリが

入つたりと、痛快なステージが

繰り広げられますよ。
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実行委員

藤田さん

ヽチ

まちなか

キャンバス長岡

荒木さん

体験

市民活動フエスタの開催をお祝いして、

イベントのオープニングにお菓子まきを

やります!みんなでフェスタを楽しみましよう!

■時間 10100開始

■場所 アリーナ メインステージ前

■参加費 無料
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会場をくまなく巡つて

豪華景品をゲット!

シール参膵暴
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コーナ摯
市民活動の魅力を

ハンドメイド・

てしごと丁EAM
tsu★zuku
ジョーンズさん

なるほどがしいばい!みるく教室
『骨つて大鐵:幸おくわく体験 :』

あの選手はどんなどはんを食べているのかな?乳の変化を知る

「わくわく体験」をしながら、健康で大きなカラダになるヒミツを

お話とクイズで楽しく考えよう !

【提供】オリンピック・パラリンピック等経済界協議会/株式会社明治

【時間】①ll:00～ 12:00 ②13:00～ 14:00

【会場1まちなかキャンパス長岡4階 創作交流室

実体験

飲食
ブース

がつつリフードから
スイーツまで
よりどりみどリ

【対象l小学生とその保護者

【定員】各回20組 (先着)

【参加費】無料

【締切】9/5(火 )
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ガラボン輸炒会
■開催時間 10:00～ 15:00
※景品がなくなり次第終了

【まちキャン会場】
大声コンテストが

今年も登場 !

思わず耳を

ふさぎたくなる

ほどの大声の

持ち主には、

ちょつとした景品

をプレゼント。 ▲そのほか、ミニプラネタリウムも
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会場 :アオーレ長岡 まちなかキャンパス長岡
CoCoLo長岡
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ボーイスカウト長岡第1団

AttC

長岡めだかの学校「うるめつ子学園」

長岡フィルムコミッション

中越市民防災安全士会無線部

中越市民防災安全士会応急手当普及部

(特非)新潟県環境カウンセラー協会

(特非)新潟県山野草をたずねる会

長岡観光ボランティアガイドの会

鉢伏町史跡保存会

越路大地の会

公益社団法人長岡法人会

まちの駅 よつてげさ

フードバンクにいがた長岡センター

プラン長岡近郊の会

(特非)骨髄バンクアサガオにいがた

長岡人権擁護委員協議会

(特非)新潟婚カツ応援団カクーン

(特非)市民協働ネットワーク長岡

(特非)希望の会福社会 希望の家

(特非)UNE
まちの駅 もてなし家

(特非)フォーラム栃尾熱都

ナガオカご藩

まちの駅 菓子処越後物語

Cサポ・キッズfuture

社会福祉法人長岡メンタルヘルス協会

創造工房コスモス

(特非)P匡丁」

3Rs coFFee story spAce

長岡市茶道文化協会

ハンド
★
アロマながおか

新潟ラベンダー物語in長岡

ながおか医療生活協同組合

フィットネスレインボー健康運動教室

スポーツ吹矢発祥記念館

オリンビック・バラリンピック等経済界協議会

トキめき新潟卓球協議会

魔女の直送便/(特非)思いのほか/(特非)UNE

K‐BOX
があがあがあるず

民謡すみれ会

親と子の都市と建築講座実行委員会

コミュニテイシネマ長岡

NPOトキめきラボ

長岡技術科学大学TECrechnに J Educmon ordd

TOSS長岡

F00D CONNEC丁ながおか

長岡大学 米山ゼミ

モンキーブリッジを渡つて勇気を試そう |

ラート体験

新種めたかの展示及びチヤリティー販売、売り上けの一部を福祉へ寄付

長岡ロケ作品の紹介、活動PR、 会員募集

アオーレから通信不可能地ヘリビター局を使用し交信

主にAEDを用いた救急手当の方法を体験

環境教育の推進や環境保全活動など、法人活動のPR

苗木標本展示と販売等

活動写真なとの展示、市民のアンケートの実施、クイズ

鉢伏八十八ケ所霊場と遊歩道の整備活動に関する写真とアルバム展示

立体地図ハネルの展示、「3Dて 読みとく́ Sヽ るさとの大地Jの販売

税金クイズで税を知ろう|クイスにご参加の方にもれなく粗品をブレゼント

体質チェックと、日本の伝統食を取り入れた健康法や食事法をお伝えする

フードバンク活動をハンフレット映像なとで活動紹介、フードドライブ(寄付受付)の実施

途上国の子ともや女性の現状のPR活動

骨髄バンク普及啓発PR

人権啓発ホスター、ハンフレットの掲示及び啓発物品 (テ イッシュ)の 提供

婚活の応援、支援、場の設定、フォローなどのPR

シールラリーガラボン抽選会の実施

しょう油おこわの販売、就労支援事業の周知

栃尾―之貝のおいしい米のカレー、米の量り売り(1合升山盛り100円 )

和島地域の特産「ガンシー牛」のミルクを使つたジェラートの販売

栃尾のあぶらけ販売、障害者施設(と ちの木)製作品の販売、栃尾の観光PR

色々な味が楽しめるあんかけ焼きそば販売

おこわ、いが栗団子、わらびもち、みそまんじゅうなどの販売

お菓子と手作り品の販売

塩キヤラメル味のホップコーンの実演販売、多肉植物の販売

フィリビンのPR、 英会話て文化を学べる、食 (お菓子)の販売

コーヒーの販売

薄茶の点て出し(お 菓子付き)

県産椿油を使つたハンドトリートメント提供(約 15分500円 )、 アロマワークショッフ

活動紹介、会員募集、アロマクラフトフース 販売

筋肉量や脂肪量の無料測定、健康相談

吹矢射的体験コーナー開催

誰でも楽しめるハラスホーツ「ボッチャJ体験

卓球台を並べ、自由にラリーを楽しんでもらう

「フェスタマルシェJ開催1長岡て採れた新鮮な野菜や果物なとをお届けします.

活動PRチ ラシ配布、似顔絵の実演販売、手作り小物の販売など

今までの活動記録写真展示やCD展示 販売

浴衣 着物の着付け体験、変身したら記念写真を撮ろう

紙を折つて建築を作ろう (要 事前予約 )

映画祭PR、 ビジョンでの予告編宣伝、チケット販売、映画上映

子ども達の楽しいロボコン体験を提供

「十分盃Jの 工作教室と、十分盃の原理と文化を解説

大人も子ともも楽しめるいろいろな種目(傘バランス、片足立ち、豆移しなと)

長岡ホークを使用したおいしい豚肉の料理を販売

子どもたちはもちろん、ハハママも楽しめるプラレーリレ広場です。

「′S、るさとの四季」(混声合唱のための唱歌メドレー)

長岡技術科学大学PMC

長岡太極拳協会

K‐BOX
長岡金春会

MK amuse

ラヒラヒ

所属ミュージシャンによるミュージックライブ、ダンス

アコーステイックギターと歌による

さわやかなサウンドをお届け

24式太極拳、32式剣発表、来場者との

入門太極拳体験

謡と仕舞

小学生2年生から6年生の女の子たちが

可愛いダンス

フラダンス発表

キャンディガール
「キューティハ二十」、「お願いシンデレラJ

なとに合わせたタンスShow

民謡すみれ会 出雲おけさ、長岡甚句なとの民謡を披露

があがあがあるず

Street Style

ヌジュム・アレヤーリ ベリーダンスの披露

長岡技大のパフォーマンスサークルによる

様々なジャンリレのハフォーマンス

オリジナルソング等を被露、70年代～80年代

」POPを中心に歌と踊りで盛り上げます

股旅舞踊、新舞踊、マジックショーなと

「故郷はひとつ」、「花は咲くJなとをリード合奏演奏
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あの選手はとんなどはんを食べているのかな?

「なるほどがいつばい1みるく教室

F骨つて大切|+わ くわく体験 J」

(要事前予約表面参照)

スクラツプブッキンクの体験

ワークショップ (多 肉寄せ植など)、

ハンドメイド小物の販売

イベントボランティア「お助け隊」で

フェスタをお手伝い

ステージイベントの補助ボランティア

股旅あい好会

ONCリード合奏団

オリンピック・

パラリンピック等

経済界協議会

クラフト・ノヽフェ

ハンドメイド・てしごと

TEAM tsuttzuku

クールチックチャイルド

Music Park

10:00‐ 15:00

長岡アジア映画祭

実行委員会 !


