
　おかげさまで、〝プラザおおむら″が開館1周年を迎え、
延べ25万人に利用していただきました。これからも市民の
皆さんとともに歩んでいきます。
　まだ利用したことがない皆さんも、ぜひご利用ください。

長崎街道大村宿カレーマップの会

安永 容子 会長
　　　生や若い親子が商店街を歩くようになり
　　　ました。商店街のお店を知るきっかけに
もなっているようです。今後は、商店街の私たち
もプラザおおむらを
もっと知って相互に
上手に付き合ってい
きながら、一緒に盛り
上げたいですね。

児玉 真希子さん・実乃里ちゃん（10 か月）写真左

戸次 真理子さん・鎮大くん（1 歳 8 か月）

天気を気にせず元気に遊んでいます！ 親子の人通りが多くなりました

　　　むらんどをよく利用しています。室内な
　　　ので雨の日でも子どもたちが元気に遊べ
て楽しそうです。手作りのおもちゃなどもあり、

飽きずに利用してい
ます。まだ歩けない子
どもでも遊べるとこ
ろも助かっています。

お 学

1 周年記念イベント

プラザおおむらができてから… インタビュー

プラザおおむら全館

市内在住の子どもと保護者

電話または直接おむらんどでお申し込み
いただくか、住所、親子の氏名（ふりが
な）、子どもの年齢、電話番号を記入のう
え、ファクスで送信。

711月 日土

■おむらんど ☎6111 　6125

おむらんどまつりおむらんどまつり

Happy 1day shop「つながる」　※有料、当日予約
（スイーツデコ教室、木工小物教室、革細工教室）

親子で楽しめるイベントが満載！

と　き

ところ

対  象

お楽しみお楽しみ寄席寄席
よせよせ

※予約が必要です。（先着順）

※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

申込方法

プラザおおむらホール
13：30開演

511月 日㊍と　き

ところ

本格的な寄席ばやしの実演と解説もついて、江戸情
緒が味わえます。

無料

柳屋　喬太郎
春風亭　柳朝
林家　二楽 ほか

落語

紙切り

出演者

○プラザおおむら、シーハットおおむ
らなどで入場整理券を配布して
います。

※未就学児の入場はご遠慮ください。
■商工振興課（内線245）

クリスマスコンサートクリスマスコンサート

プラザおおむらホール
14：00開演

1412月 日㊊と　き

ところ

マジックと音楽と絵本の

大友　剛さん出演者

対　象 市内在住の就学
前の子どもと保
護者
40組（先着順）定　員

※申込方法など、詳しくは市ホームページをご覧くだ
　さい。

11月16日㈪申込開始日

■おむらんど ☎6111

無料

無料

プラザおおむら1周年

■プラザおおむら ☎6100

おかげさまでおかげさまで

プラザおおむら1周年プラザおおむら1周年

約150人を収容。講演会や
発表会などに利用できま
す。可動式のいすを収納す
れば、フラットになって多
目的に利用できるよ！

サークル活動や料理教室
などに利用できます。ロー
ルカーテンを下ろせば講
座室にもなるよ！

0歳から小学生までの親子
が楽しく遊べる遊具がいっ
ぱい！親子でくつろげる
交流室もあるよ！

ミーティングやグループ
活動、学習室などに利用さ
れています。和室もあり、
飲食もできる談話スペー
スにも使えるよ！

クッキングコンテストクッキングコンテスト
2014.11.152014.11.15

カラフルに色が変わるプラ
ザのイルミネーションにうっ
とり。

開放感あるテラス。イベン
トがある時にはカフェなど
にも。

ホール行事がないときに、
展示ギャラリーとしても使
えます。

ホールホール キッチンスタジオキッチンスタジオ

おむらんどおむらんど

その他にもその他にも
ラウンジ テラス

夏越まつり夏越まつり
プラザKIDS! らいぶ2015プラザKIDS! らいぶ2015

2015.8.32015.8.3

おむらんどに遊び
に来たお友だち
おむらんどに遊び
に来たお友だち

イルミネーション

コミュニティルームコミュニティルーム

高校生ジャック高校生ジャック
2015.1.312015.1.31

市民交流プラザ
（プラザおおむら）

所在地　　本町 326-1
開館時間　午前 10 時～午後 10 時
休館日　　毎月第 2 火曜日、
　　　　　年末年始

遊びに
来てね

！

こだま　まきこ みのり

べっき　まりこ しげはる
やすなが　ようこ

木のおもちゃで遊ぼう！

ベビーマッサージ
親子キャラ弁教室

人形劇（ぽかぽか）

人形劇と詩吟のコラボ
（ゆでピー＆岳鐘会大村支部）

2歳～就学前

2か月～1歳未満
4～12歳
0歳～就学前
2歳～就学前

対象

10：30

10：30、13：30
10：30
10：30、13：00
14：00

開始時間内容

10：00～15：00

FAX
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