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新着図書案内

『もう一度学びたい地理』

「もう一度学びたい地理」編集部 / 枻出版社

実は、キャンディーへの支出が多い都

道府県トップ５に、長崎県が入ってい

るのをご存じですか？さまざまな統

計データやわかりやすく解説された

地形図などから、日本について学ぶ、

大人のための教科書です。

『イラストでわかりやすい

昔の道具百科』

岩井 宏實 文・中林 啓治 イラスト / 河出書房新社

ちゃぶ台、囲炉裏、火鉢に蓄音機…。

懐かしい昭和の道具を、温かみのあ

るイラストで紹介した１冊です。文章

はルビつきですので、年末の家族団

らんのひとときに、手にとってみては

いかがでしょうか。

●市立図書館仮事務所 ☎52・2457

www.lib.omura.nagasaki.jp

グローバルクラスルーム

内容　すべて英語で話す対話形式の講座。

日時　12月9日㈰

場所　市コミセン

料金　無料

申込　電話・Eメール（氏名・住所・年齢・

対象コース・電話番号）

〆切　12月6日㈭（先着順）

●国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

クリスマスジンジャーブレッド

クッキー作り

内容　海外の伝統的なクリスマスのお菓

子「ジンジャーブレッドクッキー」

を作り、クリスマスの文化を体験

します。

日時　12月15日㈯、14時〜17時

場所　プラザおおむら

定員　30人（先着順）

料金　中学生以上500円、小学生以下

300円

申込　電話・Eメール（氏名・住所・電話番

号）

〆切　12月13日㈭

●国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

もよおし
もったいない抽選会

内容　環境センターへ廃棄物として搬入

されたものの中から、まだ使えそ

うなものを展示し、抽選でお譲り

します。

※当選品は各自でお持ち帰りくだ

さい。

日時　12月9日㈰

◆申込　9時10分〜10時

◆抽選会　10時15分〜11時30分

場所　環境センター

●環境保全課（内線143）

小型家電特別回収イベント

内容　家庭で使わなくなった家電製品

（家電4品目やパソコンを除く）や

携帯電話を無料で回収します。先

着50人にはプレゼントあり。

※携帯電話の個人情報はあらかじ

め消去してください。

日時　12月9日㈰、9時〜11時30分

場所　環境センター駐車場

●環境センター ☎54・3100

長崎OMURA室内合奏団

くるみ割り人形コンサート

内容　長崎OMURA室内合奏団の演奏

と、バレエ教室の子どもたちのか

わいい演技をお楽しみください。

日時　12月27日㈭、19時開演

場所　さくらホール

料金　無料

※入場券が必要です。12月1日㈯〜

　シーハットおおむら、市コミセンで配布開始。

●長崎OMURA室内合奏団 

☎47・6537

長崎OMURA室内合奏団

まちかどコンサート

内容　第24回「まちかどコンサート＆ク

ラシック音楽入門講座」

日時　12月8日㈯、14時開講

場所　市コミセン「花しょうぶ」

料金　無料

●長崎OMURA室内合奏団 

☎47・6537

まちかど市民ギャラリー

国際交流プラザ

子ども科学館 市立図書館

12月のイベント情報

場所　中地区公民館（※プラザおおむら）

●社会教育課 ☎54・3161

12月の展示作品

●まちかど市民ギャラリー ☎50・1216

www.octp-net.ne.jp/~mckd3282

おおむらワールドキッチン

内容　アメリカのクリスマス料理の作り

方や、文化・伝統を学びます。

日時　12月8日㈯、14時〜18時

場所　市コミセン

料金　1,500円

定員　３6人（先着順）

申込　電話・Eメール（氏名・住所・電話番

号）

〆切　12月6日㈭

●国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

12月の開催日程表
モーニングレースおおむら本場発売

外向発売所（ブルードラゴン）・前売り場外発売 ☎54・4111
モ

おはなしのつどい

内容　ボランティアグループ「ぽかぽか」

による手作りの人形劇やエプロン

シアターなど。

日時　12月1日㈯、14時〜15時

場所　中地区公民館

料金　無料

●中地区公民館☎53・1376

しあわせイルミネーション

内容　国道444号沿いにある萱瀬住民

センター周辺の各家庭が、個性的

に工夫を凝らした無数のイルミネ

ーションで飾られ、ファンタジー

な世界を演出します。

日時　12月1日㈯〜26日㈬

　　　　18時頃〜22時頃

場所　萱瀬住民センター周辺

●田下しあわせイルミネーション（田中）

☎55・7006

シーハットおおむら

おりがみ教室

押し花教室

親子で取り組むかがくあそび※

ミニ実験教室

木工教室（4年生以上 先着１０人）

竹細工教室

マジックバルーン教室

科学工作教室

子ども映画会

1日㈯
10:00〜

2日㈰
10:00〜

7日㈮
10:30〜

8日㈯
10:30〜

9日㈰
10:00〜

15日㈯
10:00〜

16日㈰
10:00〜

22日㈯
14:00〜

23日㈰
10:00〜

日　時 内　　容

大村城南高校美術部展

手作り作品展（改発シズ子）

桜が原中学校美術部作品展

12/4〜10

11〜17

18〜24

中学生・高校生
15:30〜16:30

New Year!
20人

New Year’s 
resolution

25人

New Year’s 
resolution

20人

小学1〜3年生
10:00〜10:45

New Year!
20人

対象/時間 テーマ/定員

小学4〜6年生
11:00〜11:50

高校生以上
13:00〜15:00

モ

場
外
発
売

デ
イ

1R展示15:00
12R締切20:43

第13回
夜のスタート野郎決定戦

GⅢ
若松

GⅢ丸亀

若　松

1R展示15:00/12R締切20:43

クリスマスナイターカップ
～ＢＴＳ長洲開設9周年記念～

新春
特選レース

1R展示15:00/12R締切20:43

ヴィーナスシリーズ第11戦
～第13回蛭子能収杯～

1R展示15:00/12R締切20:43
1R展示15:00
12R締切20:45

サンケイスポーツカップ

多摩川多摩川

GⅠ三　国 尼崎 浜名湖

びわこ

戸田

児島

平和島 津GⅢ戸　田 福　岡

尼崎 GⅢ福　岡 福　　　岡 江戸川宮　島

唐　津

江戸川

児島 平和島 宮島

津 宮島 戸田浜名湖 びわこ 常　滑 児島

唐津鳴門 鳴　門 徳　山 GⅢ徳山芦　屋 芦屋 鳴門 徳　山芦屋

若松

蒲郡

若　松

若　松蒲　郡蒲　郡 丸　亀下　関

児島 多摩川 尼　　　崎

鳴　門

津戸田常滑 尼崎

宮島 尼崎浜名湖

平和島 江戸川江戸川

下　関 丸　亀住之江 桐　生桐　生

下　関

大
村

GⅠ浜名湖 GⅠ唐　津

多摩川

27262524 302928 3120191817 2322211211109 151413 164321 765 8

SGグランプリ（住之江）SGグランプリ（住之江） GⅠクイーンズクライマックス（平和島）GⅠクイーンズクライマックス（平和島）
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新着図書案内

『もう一度学びたい地理』

「もう一度学びたい地理」編集部 / 枻出版社

実は、キャンディーへの支出が多い都

道府県トップ５に、長崎県が入ってい

るのをご存じですか？さまざまな統

計データやわかりやすく解説された

地形図などから、日本について学ぶ、

大人のための教科書です。

『イラストでわかりやすい

昔の道具百科』

岩井 宏實 文・中林 啓治 イラスト / 河出書房新社

ちゃぶ台、囲炉裏、火鉢に蓄音機…。

懐かしい昭和の道具を、温かみのあ

るイラストで紹介した１冊です。文章

はルビつきですので、年末の家族団

らんのひとときに、手にとってみては

いかがでしょうか。

●市立図書館仮事務所 ☎52・2457

www.lib.omura.nagasaki.jp

グローバルクラスルーム

内容　すべて英語で話す対話形式の講座。

日時　12月9日㈰

場所　市コミセン

料金　無料

申込　電話・Eメール（氏名・住所・年齢・

対象コース・電話番号）

〆切　12月6日㈭（先着順）

●国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

クリスマスジンジャーブレッド

クッキー作り

内容　海外の伝統的なクリスマスのお菓

子「ジンジャーブレッドクッキー」

を作り、クリスマスの文化を体験

します。

日時　12月15日㈯、14時〜17時

場所　プラザおおむら

定員　30人（先着順）

料金　中学生以上500円、小学生以下

300円

申込　電話・Eメール（氏名・住所・電話番

号）

〆切　12月13日㈭

●国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

もよおし
もったいない抽選会

内容　環境センターへ廃棄物として搬入

されたものの中から、まだ使えそ

うなものを展示し、抽選でお譲り

します。

※当選品は各自でお持ち帰りくだ

さい。

日時　12月9日㈰

◆申込　9時10分〜10時

◆抽選会　10時15分〜11時30分

場所　環境センター

●環境保全課（内線143）

小型家電特別回収イベント

内容　家庭で使わなくなった家電製品

（家電4品目やパソコンを除く）や

携帯電話を無料で回収します。先

着50人にはプレゼントあり。

※携帯電話の個人情報はあらかじ

め消去してください。

日時　12月9日㈰、9時〜11時30分

場所　環境センター駐車場

●環境センター ☎54・3100

長崎OMURA室内合奏団

くるみ割り人形コンサート

内容　長崎OMURA室内合奏団の演奏

と、バレエ教室の子どもたちのか

わいい演技をお楽しみください。

日時　12月27日㈭、19時開演

場所　さくらホール

料金　無料

※入場券が必要です。12月1日㈯〜

　シーハットおおむら、市コミセンで配布開始。

●長崎OMURA室内合奏団 

☎47・6537

長崎OMURA室内合奏団

まちかどコンサート

内容　第24回「まちかどコンサート＆ク

ラシック音楽入門講座」

日時　12月8日㈯、14時開講

場所　市コミセン「花しょうぶ」

料金　無料

●長崎OMURA室内合奏団 

☎47・6537

まちかど市民ギャラリー

国際交流プラザ

子ども科学館 市立図書館

12月のイベント情報

場所　中地区公民館（※プラザおおむら）

●社会教育課 ☎54・3161

12月の展示作品

●まちかど市民ギャラリー ☎50・1216

www.octp-net.ne.jp/~mckd3282

おおむらワールドキッチン

内容　アメリカのクリスマス料理の作り

方や、文化・伝統を学びます。

日時　12月8日㈯、14時〜18時

場所　市コミセン

料金　1,500円

定員　３6人（先着順）

申込　電話・Eメール（氏名・住所・電話番

号）

〆切　12月6日㈭

●国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

12月の開催日程表
モーニングレースおおむら本場発売

外向発売所（ブルードラゴン）・前売り場外発売 ☎54・4111
モ

おはなしのつどい

内容　ボランティアグループ「ぽかぽか」

による手作りの人形劇やエプロン

シアターなど。

日時　12月1日㈯、14時〜15時

場所　中地区公民館

料金　無料

●中地区公民館☎53・1376

しあわせイルミネーション

内容　国道444号沿いにある萱瀬住民

センター周辺の各家庭が、個性的

に工夫を凝らした無数のイルミネ

ーションで飾られ、ファンタジー

な世界を演出します。

日時　12月1日㈯〜26日㈬

　　　　18時頃〜22時頃

場所　萱瀬住民センター周辺

●田下しあわせイルミネーション（田中）

☎55・7006

シーハットおおむら

おりがみ教室

押し花教室

親子で取り組むかがくあそび※

ミニ実験教室

木工教室（4年生以上 先着１０人）

竹細工教室

マジックバルーン教室

科学工作教室

子ども映画会

1日㈯
10:00〜

2日㈰
10:00〜

7日㈮
10:30〜

8日㈯
10:30〜

9日㈰
10:00〜

15日㈯
10:00〜

16日㈰
10:00〜

22日㈯
14:00〜

23日㈰
10:00〜

日　時 内　　容

大村城南高校美術部展

手作り作品展（改発シズ子）

桜が原中学校美術部作品展

12/4〜10

11〜17

18〜24

中学生・高校生
15:30〜16:30

New Year!
20人

New Year’s 
resolution

25人

New Year’s 
resolution

20人

小学1〜3年生
10:00〜10:45

New Year!
20人

対象/時間 テーマ/定員

小学4〜6年生
11:00〜11:50

高校生以上
13:00〜15:00

モ

場
外
発
売

デ
イ

1R展示15:00
12R締切20:43

第13回
夜のスタート野郎決定戦

GⅢ
若松

GⅢ丸亀

若　松

1R展示15:00/12R締切20:43

クリスマスナイターカップ
～ＢＴＳ長洲開設9周年記念～

新春
特選レース

1R展示15:00/12R締切20:43

ヴィーナスシリーズ第11戦
～第13回蛭子能収杯～

1R展示15:00/12R締切20:43
1R展示15:00
12R締切20:45

サンケイスポーツカップ

多摩川多摩川

GⅠ三　国 尼崎 浜名湖

びわこ

戸田

児島

平和島 津GⅢ戸　田 福　岡

尼崎 GⅢ福　岡 福　　　岡 江戸川宮　島

唐　津

江戸川

児島 平和島 宮島

津 宮島 戸田浜名湖 びわこ 常　滑 児島

唐津鳴門 鳴　門 徳　山 GⅢ徳山芦　屋 芦屋 鳴門 徳　山芦屋

若松

蒲郡

若　松

若　松蒲　郡蒲　郡 丸　亀下　関

児島 多摩川 尼　　　崎

鳴　門

津戸田常滑 尼崎

宮島 尼崎浜名湖

平和島 江戸川江戸川

下　関 丸　亀住之江 桐　生桐　生

下　関

大
村

GⅠ浜名湖 GⅠ唐　津

多摩川

27262524 302928 3120191817 2322211211109 151413 164321 765 8

SGグランプリ（住之江）SGグランプリ（住之江） GⅠクイーンズクライマックス（平和島）GⅠクイーンズクライマックス（平和島）
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