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もよおし・施設情報

新着図書案内

『歴史について知っておくべき

100のこと』

ローラ・コーワンほか 文 / 小学館

100の歴史上の出来事が、イラストや地

図入りで視覚的に分かりやすくまとめら

れています。思わず読みたくなるユニー

クな切り口も魅力的です。

『小さな生き物たちの世界を

ルーペで覗いてみたら』

井上雅史 写真　岸本年郎 監修 / マイルスタッフ

小さな虫をルーペで拡大した写真で紹

介したビジュアル図鑑です。ルーペを使

えば、普段は気にとめない小さな虫にも

神秘的な世界が広がります。

図書ボランティア養成講座

内容　絵本の基本的な読み方や選び方を

学ぶ講座です。　

日時　２月24日㈰、14時〜16時

場所　市コミセン

定員　30人（先着順）

料金　無料

申込　申込書（図書館のホームページか

ら入手）を直接提出、または電話・

Ｅメール

〆切　２月17日㈰

●市立図書館仮事務所☎52・２４５７

tosyokan@city.omura.nagasaki.jp

www.lib.omura.nagasaki.jp

グローバルクラスルーム

内容　英語での、対話形式の講座

①バレンタイン特別バージョン

対象（時間：定員)

・小学１〜６年生（10時30分〜12時：20人）

・高校生以上（13時〜15時：20人）

・中学生・高校生（15時30分〜17時：２０人）

②通常の講座

対象（時間：定員)

・小学１〜3年生（10時〜10時45分：20人）

・小学4〜6年生（11時〜11時50分：20人）

・高校生以上（13時〜15時：20人）

・中学生・高校生（15時30分〜16時30

分：20人）

日時　①２月16日㈯　②24日㈰

場所　①プラザおおむら②市コミセン

料金　無料

申込　電話・Eメール（住所・氏名・年齢・

対象コース・電話番号）

〆切　①２月13日㈬②22日㈮（先着順）

●国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

グローバルフィットネス

内容　外国人と一緒に海外フィットネス

で健康な体づくりをしながら、交

流を深めます。

日時　２月10日㈰、17時〜18時30分

場所　中地区公民館

定員　20人（先着順）

料金　無料

申込　電話・Eメール（住所・氏名・電話番

号）

〆切　2月7日㈭

●国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

もよおし
中学校美術作品展・美術部展

期間　２月23日㈯〜25日㈪、９時〜

17時（最終日は14時まで）

場所　市コミセン

●学校教育課（内線３６７）

春の大村湾沿岸一斉清掃

日時　２月24日㈰、７時30分〜（１時

間程度、雨天中止）

▶清掃場所（集合場所）

①大村公園南堀駐車場前海岸〜玖島

崎海岸（ボート場第１駐車場）

②鹿ノ島・漁協松原支部周辺〜松原

海水浴場周辺（漁協松原支部前）

●大村湾をきれいにする会大村支部

（環境保全課内・内線１４３）

2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

ボランティアスタッフ「シーハット

おおむらサポータークラブ」募集

内容　コンサートや寄席、映画などの文

化・スポーツ事業で一緒に広報や

運営を支えていただけるボランテ

ィアスタッフを募集しています。

（チケットのもぎり、プログラム配

布、案内・誘導、会場設営、チラシ

封入など）

対象　健康な男女

期間　４月１日㈪〜翌年３月31日㈫（更新

あり）

※ボランティア保険あり。

●シーハットおおむら ☎20・7207

２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

プラザおおむら

国際交流プラザ

子ども科学館

市立図書館

初めてでも簡単！

キャラ弁講座 PARTⅡ

内容　今回のテーマは市のマスコットキ

ャラクター「おむらんちゃん」です。

日時　２月17日㈰、10時30分〜12時

料金　500円

場所　プラザおおむら

●プラザおおむら☎47・6100

落語DE二人芝居

内容　古典落語の演目「井戸の茶碗」を二

人の役者が演じます。

日時　2月24日㈰、14時〜14時45分

場所　プラザおおむら

料金　無料

●プラザおおむら☎47・6100

旅行で使えるベトナム語講座

内容　旅行で使える基本的なベトナム語

を学びます。

日時　２月22日〜３月15日（毎週金曜

日、全４回）、18時〜19時30分

場所　国際交流プラザ

料金　無料

申込　電話・Eメール（住所・氏名・電話番

号）

〆切　２月18日㈪

●国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

2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

第14回カキまつり

内容　カキ・サザエ・ホタテなどを販売。

買った商品を食べることができ

るカキ焼きコーナーもあります。

　　　　（無くなり次第販売終了）

日時　２月３日㈰〜24日㈰の毎週日曜

日、11時30分〜15時

場所　大村港馬場先波止（杭出津１丁目）

（２月11日㈪㈷は宿場まつり会場

で開催。詳しくは24ページへ）

●大村市漁業協同組合☎52・3061

小中学校郷土史クラブの

成果発表会

内容　各小中学校の郷土史クラブの研

究成果を、ステージやポスターセ

ッションなどで発表します。

日時　２月２日㈯、13時〜16時30分

場所　さくらホール　料金　無料

●文化振興課（内線３８６）

第31回子ども美術展

受賞作品展示

期間　２月２日㈯〜１１日㈪㈷、9時〜

20時

場所　市コミセン

●市コミセン☎54・3161

シーハットおおむら

第58回市展入賞者展 洋画・書

 〃 日本画・写真・彫塑工芸・デザイン

　　　　　　　　　　　　　(大村市美術協会)

親子deマルシェ（WTPコーポレーション）

絵画展（風の子絵画教室）

絵画展（坂中 淳）

1/29〜2/4

5〜11

　12〜17

20〜25

26〜3/4

まちかど市民ギャラリー親子で取り組むかがくあそび※

おりがみ教室

押し花教室

ミニ実験室

木工教室（4年生以上 先着１０人）

竹細工教室（4年生以上）

マジックバルーン教室

科学工作教室

子ども映画会

日　時 内　　容

１日㈮

2日㈯

３日㈰

９日㈯

10日㈰

16日㈯

17日㈰

23日㈯

24日㈰

10:30〜

10：００〜

10：００〜

10:30〜

10：００〜

10：００〜

10：００〜

14:00〜

10:00〜

場
外
発
売

デ
イ

ＧⅢ
アサヒビールカップ

桐　　生 GⅠ近畿地区戦 （住之江） GⅠ中国地区戦 （下関）

丸　　亀蒲　郡

デイリースポーツカップ
第7回夜の前付王決定戦
～スマホマクールカップ～

第5回
夜の本命・波乱決定戦

GⅠ常　滑 宮島 常滑常滑GⅠ関東地区戦 （平和島） GⅠ津GⅠ九州地区戦 （芦屋）

平　和　島 GⅠ四国地区戦 （鳴門） GⅠ東海地区戦 （浜名湖）津 戸　　田

児　島 児島江　戸　川 江戸川 江戸川三　国常滑

戸　田 津

常滑 常滑

福　岡

平和島

戸　田児島 児島

江戸川

尼　　　崎

三　国

多摩川

三国

戸　田

多摩川

宮　島津

蒲　　郡 丸　　亀

芦屋 徳山 鳴門 徳山 芦　　　屋 唐　津唐　津 唐　　　津徳　山

丸　亀蒲郡 桐生

若　松桐生 住　之　江

GⅢ住之江

大
村

ナ
イ
タ
ー

モ

27262524 2820191817 2322211211109 151413 164321 765 8
月日土金 木水火月日土金 木水火祝日土金 木水火月日土金 木水火

1R展示15:00/12R締切20:451R展示15:00 / 12R締切20:451R展示15:00 / 12R締切20:451R展示15:00 / 12R締切20:45

その2

H29.9.29

パラパラめくって、ミライon
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新着図書案内

『歴史について知っておくべき

100のこと』

ローラ・コーワンほか 文 / 小学館

100の歴史上の出来事が、イラストや地

図入りで視覚的に分かりやすくまとめら

れています。思わず読みたくなるユニー

クな切り口も魅力的です。

『小さな生き物たちの世界を

ルーペで覗いてみたら』

井上雅史 写真　岸本年郎 監修 / マイルスタッフ

小さな虫をルーペで拡大した写真で紹

介したビジュアル図鑑です。ルーペを使

えば、普段は気にとめない小さな虫にも

神秘的な世界が広がります。

図書ボランティア養成講座

内容　絵本の基本的な読み方や選び方を

学ぶ講座です。　

日時　２月24日㈰、14時〜16時

場所　市コミセン

定員　30人（先着順）

料金　無料

申込　申込書（図書館のホームページか

ら入手）を直接提出、または電話・

Ｅメール

〆切　２月17日㈰

●市立図書館仮事務所☎52・２４５７

tosyokan@city.omura.nagasaki.jp

www.lib.omura.nagasaki.jp

グローバルクラスルーム

内容　英語での、対話形式の講座

①バレンタイン特別バージョン

対象（時間：定員)

・小学１〜６年生（10時30分〜12時：20人）

・高校生以上（13時〜15時：20人）

・中学生・高校生（15時30分〜17時：２０人）

②通常の講座

対象（時間：定員)

・小学１〜3年生（10時〜10時45分：20人）

・小学4〜6年生（11時〜11時50分：20人）

・高校生以上（13時〜15時：20人）

・中学生・高校生（15時30分〜16時30

分：20人）

日時　①２月16日㈯　②24日㈰

場所　①プラザおおむら②市コミセン

料金　無料

申込　電話・Eメール（住所・氏名・年齢・

対象コース・電話番号）

〆切　①２月13日㈬②22日㈮（先着順）

●国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

グローバルフィットネス

内容　外国人と一緒に海外フィットネス

で健康な体づくりをしながら、交

流を深めます。

日時　２月10日㈰、17時〜18時30分

場所　中地区公民館

定員　20人（先着順）

料金　無料

申込　電話・Eメール（住所・氏名・電話番

号）

〆切　2月7日㈭

●国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

もよおし
中学校美術作品展・美術部展

期間　２月23日㈯〜25日㈪、９時〜

17時（最終日は14時まで）

場所　市コミセン

●学校教育課（内線３６７）

春の大村湾沿岸一斉清掃

日時　２月24日㈰、７時30分〜（１時

間程度、雨天中止）

▶清掃場所（集合場所）

①大村公園南堀駐車場前海岸〜玖島

崎海岸（ボート場第１駐車場）

②鹿ノ島・漁協松原支部周辺〜松原

海水浴場周辺（漁協松原支部前）

●大村湾をきれいにする会大村支部

（環境保全課内・内線１４３）

2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

ボランティアスタッフ「シーハット

おおむらサポータークラブ」募集

内容　コンサートや寄席、映画などの文

化・スポーツ事業で一緒に広報や

運営を支えていただけるボランテ

ィアスタッフを募集しています。

（チケットのもぎり、プログラム配

布、案内・誘導、会場設営、チラシ

封入など）

対象　健康な男女

期間　４月１日㈪〜翌年３月31日㈫（更新

あり）

※ボランティア保険あり。

●シーハットおおむら ☎20・7207

２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

プラザおおむら

国際交流プラザ

子ども科学館

市立図書館

初めてでも簡単！

キャラ弁講座 PARTⅡ

内容　今回のテーマは市のマスコットキ

ャラクター「おむらんちゃん」です。

日時　２月17日㈰、10時30分〜12時

料金　500円

場所　プラザおおむら

●プラザおおむら☎47・6100

落語DE二人芝居

内容　古典落語の演目「井戸の茶碗」を二

人の役者が演じます。

日時　2月24日㈰、14時〜14時45分

場所　プラザおおむら

料金　無料

●プラザおおむら☎47・6100

旅行で使えるベトナム語講座

内容　旅行で使える基本的なベトナム語

を学びます。

日時　２月22日〜３月15日（毎週金曜

日、全４回）、18時〜19時30分

場所　国際交流プラザ

料金　無料

申込　電話・Eメール（住所・氏名・電話番

号）

〆切　２月18日㈪

●国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

2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

第14回カキまつり

内容　カキ・サザエ・ホタテなどを販売。

買った商品を食べることができ

るカキ焼きコーナーもあります。

　　　　（無くなり次第販売終了）

日時　２月３日㈰〜24日㈰の毎週日曜

日、11時30分〜15時

場所　大村港馬場先波止（杭出津１丁目）

（２月11日㈪㈷は宿場まつり会場

で開催。詳しくは24ページへ）

●大村市漁業協同組合☎52・3061

小中学校郷土史クラブの

成果発表会

内容　各小中学校の郷土史クラブの研

究成果を、ステージやポスターセ

ッションなどで発表します。

日時　２月２日㈯、13時〜16時30分

場所　さくらホール　料金　無料

●文化振興課（内線３８６）

第31回子ども美術展

受賞作品展示

期間　２月２日㈯〜１１日㈪㈷、9時〜

20時

場所　市コミセン

●市コミセン☎54・3161

シーハットおおむら

第58回市展入賞者展 洋画・書

 〃 日本画・写真・彫塑工芸・デザイン

　　　　　　　　　　　　　(大村市美術協会)

親子deマルシェ（WTPコーポレーション）

絵画展（風の子絵画教室）

絵画展（坂中 淳）

1/29〜2/4

5〜11

　12〜17

20〜25

26〜3/4

まちかど市民ギャラリー親子で取り組むかがくあそび※

おりがみ教室

押し花教室

ミニ実験室

木工教室（4年生以上 先着１０人）

竹細工教室（4年生以上）

マジックバルーン教室

科学工作教室

子ども映画会

日　時 内　　容

１日㈮

2日㈯

３日㈰

９日㈯

10日㈰

16日㈯

17日㈰

23日㈯

24日㈰

10:30〜

10：００〜

10：００〜

10:30〜

10：００〜

10：００〜

10：００〜

14:00〜

10:00〜

場
外
発
売

デ
イ

ＧⅢ
アサヒビールカップ

桐　　生 GⅠ近畿地区戦 （住之江） GⅠ中国地区戦 （下関）

丸　　亀蒲　郡

デイリースポーツカップ
第7回夜の前付王決定戦
～スマホマクールカップ～

第5回
夜の本命・波乱決定戦

GⅠ常　滑 宮島 常滑常滑GⅠ関東地区戦 （平和島） GⅠ津GⅠ九州地区戦 （芦屋）

平　和　島 GⅠ四国地区戦 （鳴門） GⅠ東海地区戦 （浜名湖）津 戸　　田

児　島 児島江　戸　川 江戸川 江戸川三　国常滑

戸　田 津

常滑 常滑

福　岡

平和島

戸　田児島 児島

江戸川

尼　　　崎

三　国

多摩川

三国

戸　田

多摩川

宮　島津

蒲　　郡 丸　　亀

芦屋 徳山 鳴門 徳山 芦　　　屋 唐　津唐　津 唐　　　津徳　山

丸　亀蒲郡 桐生

若　松桐生 住　之　江

GⅢ住之江

大
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ナ
イ
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月日土金 木水火月日土金 木水火祝日土金 木水火月日土金 木水火
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パラパラめくって、ミライon


