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第9回 長崎街道 旧楠本正隆屋敷

■と　き　３月３日（水）～４月４日（日）
■ところ　中央商店街アーケード

■と　 き　３月27日（土）～４月11日（日）
　　　　　9：00～17：00（開催期間中は無休）
■ところ　旧楠本正隆屋敷（玖島2丁目）
■入場料　大人200円／小中学生100円

■と　き　３月1３日（土） 11:00～
■ところ　中央商店街

☆ひな人形展示
　　アーケード商店街各店や「ひなの宿」特設会場に、市民の
　皆さんからお預かりしたひな人形を展示します。
☆ひなの宿手作り作品体験コーナー
　「ひなの宿」特設会場で、日替わりでいろいろな手作り体験
　教室を開催します。
◎イベントスケジュール

オープニングセレモニー（１１：００ 「ひなの宿」特設会場）
親子綱引き大会（１０：００ 「銀屋」前特設会場）
※参加費無料、参加申込は事前に同実行委員会へ
ちびっこ文化祭（１１：００ 大村浜屋前広場）
春ウララ…ベリーダンスと音楽のつどい（１３：００ 「ひなの宿」前）

長崎街道カラー舗装・下駅通り商店街アーケードリフレッシュ記念
…チンドン屋・バナナの叩き売りがやってきます。
大村市中央商店会一店逸品フェア
アーケードフリーマーケット（１０：００ 中央商店街空き店舗前）
ひなまつり大売り出し公開抽選会（１５：００ 「ひなの宿」前） ◎開催イベント

　「いけばなの集い」
　3月28日（日）　14:00～15:00
　お雛様を前に、いけばなの実演を行います。
　＜協力：池坊いけばな笹山社中＞

　「雛の茶会」
　4月3日（土）・4月4日（日）　10:00～15:00
　呈茶代：300円（入場料別）
　※当日は混み合いますので、マイカーでのご来館は
　　なるべくご遠慮ください。
　＜協力：大村市茶道連合会＞

　■問い合わせ　文化振興課（内線369）

3/  3㈬
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4/  4㈰
★期間中の毎週土曜日、中央商店街アーケード内の店舗で１，０００円
　以上お買い物をすると、たまごのつかみ取り大会に挑戦できます！

◎クイズラリー「カレーの歌に隠された秘密をさがせ！！」

参 加 費　無料
申込方法　親子でお申し込みください。
申込期限　３月１０日（水）

■申し込み・問い合わせ
　長崎街道大村宿ひなまつり実行委員会☎532175（やすなが）

　4月の旧暦の「桃の節句」にあわせて、城下町大村を代
表する武家屋敷「旧楠本正隆屋敷」で、藩主大村家に伝わ
るお雛様を展示します。
　大村公園や旧円融寺庭園を彩る満開のサクラと一緒に、
ぜひお楽しみください。

ひな

カレーの歌の歌詞に
出てくるお店をさがします。

子育て・健康カレンダー
2010

※■は問い合わせ
※開催場所・問い合わせを記載していないものは、こどもセンターで行います。

3月
土

ことばと心の相談室
午後1：00～4：00
・言語聴覚士によることばの相談
・心理相談員による育児相談

ことばと心の相談室
午後1：00～4：00
・言語聴覚士によることばの相談

親子愛あい広場
9：30～11：30

親子愛あい広場
9：30～11：30

日 月 火 水 木 金 土

出前子育てつどい●申  
福重住民センター
■北地区子育て支援センター

マタニティ＆ベビーのお部屋
10：00～正午

出前子育てつどい●申 
竹松住民センター
■北地区子育て支援センター

ベビーのお部屋
10：00～正午、対象0歳児

出前子育てつどい●申 
三浦住民センター
■南地区子育て支援センター

出前子育てつどい●申 
松原住民センター
■北地区子育て支援センター

献血車巡回日
9：30～11：30
市役所前■国保けんこう課

3歳児健康診査
受付： 午後1：00～1：20

1歳6か月児健康診査
受付： 午後1：00～1：20

1歳6か月児健康診査
受付： 午後1：00～1：20

1歳6か月児健康診査
受付： 午後1：00～1：20

乳幼児すくすく健康相談
受付：午後1：30～3：00
■郡コミセン

はじめての離乳食教室
受付：9：50～10：10
開始：10：15～■郡コミセン

耳とことばの相談
午後1：00～3：00
・医師による診察
・聴覚、言語障害者児の
 補聴器やことばの相談
・身体障害者手帳および 
  補聴器の申請受付
総合福祉センター
■障害福祉課 

         は「子育てつどい」です。 ●申 は申し込みが必要です。今月の子育てつどい

●出前子育てつどい…午前10：00～、散歩に行こう
●ふたごちゃん・みつごちゃんのお部屋、マタニティ&ベビーのお部屋
　…0歳児のお子さんと保護者、妊娠中の人が対象。
　　（対象年齢以外のお子さんと保護者はプレイルームで自由遊び）
●パパと日曜日・・・ふれあい交流室で自由遊び。パパと就学前のお子さんが対象。
●親子ビクス講座…1歳半ぐらいからの親子が対象。

ふれあいリハビリサロン
午後2：00～4：00
■国保けんこう課

ふれあいリハビリサロン
午後2：00～4：00
■国保けんこう課

ふれあいリハビリサロン
午後2：00～4：00
■国保けんこう課

ふれあいリハビリサロン
午後2：00～4：00
■国保けんこう課

パパと日曜日
10：00～15：00

※日曜・祝日の
在宅当番医は、
変更になる場合が
あります。ご確認の
うえお越しください。
●診療時間
午前9時～午後6時
※歯科は
正午まで　　　　　
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出前子育てつどい●申 
郡コミセン
■北地区子育て支援センター

出前子育てつどい●申 
郡コミセン
■北地区子育て支援センター

出前子育てつどい●申 
古賀島西公民館
■西大村地区子育て支援センター

おはなしの会 
11：00～、図書館

3歳児健康診査
受付： 午後1：00～1：20

出前子育てつどい●申  
小路口光公民館
■北地区子育て支援センター

・にこにこ子育てサロン
(認定こども園昊天宮保育園)
　☎○55 0922
・わいわいランド(鈴田保育園)
　☎○49 5388
・ライオンキッズ(植松保育園)
　☎○54 5056
・げんきッズ(ひまわり児童館)
　☎○50 2722
・こぱん(郡コミセン内)　　　　　
　☎○53 1351
・なつみかん(中央保育所)
　☎○52 2421
・ま一ぶる(三城保育所)　
　☎○52 2257
・子育てひろば（こどもセンター内) 
　☎○54 9100

■ 問い合わせ
こどもセンター 
 〒856-0832大村市本町413-2
☎549100　　549174

○北地区子育て支援センター
　☎550922 　 
○南地区子育て支援センター
　☎495388　
○西大村地区子育て支援センター
　☎545056

地域子育て支援センター

みね内科クリニック
［内科・呼吸器科］
富の原1丁目☎○55 5070

長津眼科医院
［眼科］
沖田町☎○55 9300

岡歯科医院
東三城町☎○49 5277　

むたクリニック
［整形外科・消化器科］
古町2丁目☎○52 4501

大村中央産婦人科
［産婦人科］
水主町2丁目☎○52 3850

えんどう歯科医院
久原2丁目☎○27 3800

田崎医院
［外科・胃腸科］
古町1丁目☎○53 1234

うえき心療内科クリニック
［心療内科・神経科・精神科］
坂口町☎○54 6000

祐田ひとし歯科診療所
松並1丁目☎○52 7177

中田外科胃腸科
［外科・胃腸科］
古賀島町☎○54 0083

山道医院
［外科・肛門科］
桜馬場2丁目☎○53 2305

いしざか歯科医院
松並1丁目☎○52 4130

ふたごちゃん・みつご
ちゃんのお部屋
10：00～正午

おおつか内科医院
［内科・呼吸器科］
西三城町☎○53 8080

計屋眼科医院
［眼科］
乾馬場町☎○52 6888

俣野まさとし歯科診療所
大川田町☎○27 4433

　BCG、三種混合、麻しん・風しん、日本脳炎の
予防接種は、年間を通じて実施しています。お
子さんの体調の良いときに受けてください。
　小学校就学前・中学1年生・高校3年生で
麻しん・風しん未接種の人は、3月31日までに
接種してください。※無料

●1歳6か月児健康診査（通知済み）　　　　　　　　
　…平成20年3月～8月生まれ、または2歳未満の幼児が対象
●3歳児健康診査（通知済み）
　…平成18年3月～9月生まれ、または4歳未満の幼児が対象
●ふれあいリハビリサロン（初回は電話で申し込み）…40歳以上の人が対象
●ことばと心の相談室・親子愛あい広場（初回は電話で申し込み）
　…ことばの発達が気になるお子さんや、育児でお困りのお母さんが対象
●乳幼児すくすく健康相談
　…計測、育児・栄養・歯科相談（午後のみ）（予約不要。母子手帳持参）
　…こころはぐくむ絵本事業で絵本を配布します（対象：1歳児未満）
●はじめての離乳食教室…離乳食の相談。離乳食を今から始める人・始めたばかりの人が対象

行い行いまま行行行行

子育て・健康

パパと日曜日
10：00～15：00

ママパパ学級
チャレンジパパ・パート②
10：00～12：30

パパと日曜日
10：00～15：00

親子ビクス講座●申 
10：00～11：00
男女共同参画推進センター
■なつみかん
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