
もよおし・施設情報

シーハットクラブ会員募集中

内容　チケットが早く、お得に手に入る、

特典満載のシーハットクラブに入

会しませんか？

▶特典　チケット先行発売・チケット10％

割引き・情報誌を隔月お届け・年１

回開催の会員無料公演にご招待

年会費　個人2,000円・法人10,000円

有効期限　入会日の翌月から1年間

●シーハットおおむら ☎20・7207

長崎OMURA室内合奏団

まちかどGALAコンサート

内容　まちかどコンサートの１年間の締

めくくりに、華やかに演奏します。

日時　3月23日㈯、15時開演

場所　プラザおおむら

料金　無料

※整理券が必要です。3月1日㈮からシ

ーハットおおむらやプラザおおむらで

配布します。

●長崎OMURA室内合奏団 ☎47・6537

３月のイベント情報

場所　中地区公民館（※プラザおおむら）

※子ども科学館は、４月から複合ビル

（旧浜屋）５階にリニューアルオープン

します。ぜひお越しください。

●社会教育課 ☎54・3161

●まちかど市民ギャラリー ☎50・1216

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

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　3月17日㈰

場所　プラザおおむら

料金　無料

申込　電話・Eメール（住所・氏名・年齢・

対象コース・電話番号を記入）

〆切　3月15日㈮（先着順）

●国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

Omura Meet Up!

内容　外国人と食事やゲームをしながら

交流を深めます。

日時　3月16日㈯、19時〜20時30分

場所　国際交流プラザ

定員　20人

料金　1,000円

申込　電話・Eメール（住所・氏名・電話番

号を記入）

〆切　3月14日㈭

●国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

もよおし
小・中学生スポーツ表彰式

内容　平成30年に行われた各種スポー

ツ大会で、優秀な成績を収めた市

内の小・中学生を表彰します。

日時　3月9日㈯、10時〜

場所　さくらホール

●スポーツ振興室（内線１８７）

相撲甚句記念大会

内容　大村相撲甚句会創立１５周年を記

念して開催されます。

日時　3月17日㈰、13時〜15時

場所　市コミセン

定員　２００人

入場料　500円（直接会場にお越しください）

※お楽しみ抽選会があります。

●大村相撲甚句会☎55・5183（納富）

おはなしの会などの休止について

内容　ミライon図書館への移転や開館

に向けての準備を行うため、「お

はなしの会」などの行事を休止し

ます。

行事名（最終日）

・おはなしの会（3月23日㈯：こど

もセンター）

・おひざにだっこ*おはなし会（3月

19日㈫：中地区公民館）

・出張おはなし会

●市立図書館仮事務所☎52・２４５７

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

ポリ袋クッキング＆

防災セミナーPARTⅡ

内容　災害時などに役立つ料理法や、い

ざという時に役立つ収納・整理整

頓の方法を分かりやすくお伝えし

ます。楽しく簡単なクッキングの合

間にお子さん向けの片付けセミナ

ーも開催。

日時　３月31日㈰、10時30分〜

場所　プラザおおむら

定員　親子18組（２人1組）

料金　１組600円（追加参加者は300円）

申込　電話

●プラザおおむら☎47・6100

第２回プラザおおむら杯

カラオケ選手権大会

日時　３月24日㈰、13時30分〜

場所　プラザおおむら

定員　30人（応募者多数の場合抽選）

料金　無料

申込　窓口またはファクス

●プラザおおむら☎47・6100

47・6110

3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

道の駅長崎街道鈴田峠

「春のスイーツまつり」

内容　高校生による「スイーツ＆オープ

ンカフェ」、「ミニ動物園」、地元農家の

新鮮野菜の販売、物産販売などがあ

ります。

日時　3月9日㈯・10日㈰、10時〜15時

場所　道の駅「長崎街道鈴田峠」

▶9日…向陽高パティシエ科スイーツ＆

オープンカフェ、地元野菜で作る「しし

鍋」ふるまいなど

▶10日…花苗販売と寄せ植え体験教室、

諫早農高「ミニ動物園」、「ぜんざい」ふ

るまい、福を呼ぶ「お菓子まき」など

▶両日…キャンピングカーやひな人形の

展示、ガラポン抽選会、新幹線プラレ

ールで遊ぼう、峠のミニライブなど

駐車場　鈴田住民センター・JA三鈴支

店・本野出張所（諫早市）

※シャトルバスを運行します。

●道の駅「長崎街道鈴田峠」☎53・6699

大村生活学校「生活展」

内容　チャリティーバザーなど

日時　３月２日㈯、9時30分〜12時

場所　市コミセン

※入場無料

●大村生活学校☎52・6533

シーハットおおむら

椿の小品盆栽展とへたな写真展(中道和人)

水彩画展（大村水彩画クラブ）

心華〜華と書作品展（佐藤惇華・大塚玲子・佐藤鳳水）

SPICE handmade FESTIVAL

3/5〜10

12〜18

　19〜25

26〜4/1

中学生・高校生
15:30〜16:30

Good Boy!
20人

Dogfight
25人

Born to be Wild
20人

小学1〜3年生
10:00〜10:45

Puppy Love
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

まちかど市民ギャラリー

親子で取組む科学あそび

科学工作教室

子ども映画会

日　時 内　　容

1日㈮

23日㈯

24日㈰

10：００〜

14:00〜

10：００〜

なかちく公民館まつり

内容　中地区公民館を定期的に利用し

ているグループが、日頃の学習の成

果を発表します。

▶舞台発表

日時　３月３日㈰、10時〜16時10分

▶展示発表

日時　３月９日㈯・10日㈰、10時〜16

時（10日は15時まで）

▶バザー

日時　３月３日㈰・９日㈯・10日㈰、10

時30分〜

▶お茶会

日時　３月９日㈯、10時〜15時

▶ガレージセール

日時　3月10日㈰、10時〜

場所　中地区公民館

●中地区公民館☎53・1376

新中地区公民館（仮称）

２０２０年３月完成予定

場所　古賀島町133-31大村市民病院

西側駐車場跡

１階　・大会議室・フリールーム・和室・工

芸室・公民館事務所・西大村出張所・

備蓄倉庫

２階　・会議室（３部屋）・料理講座室・音

楽室・図書室・中地区ふれあい館

場
外
発
売

デ
イ

ＧⅢ
アサヒビールカップ

住　之　江

丸　　　亀

ＧⅠ 66周年競走
海の王者決定戦

第14回
公営レーシングプレスカップ

ＧⅢ
オールレディース競走

びわこ 戸　田尼崎 児島

福　　　岡 児島福　岡 多摩川 常　滑福　　　岡 福　岡

江戸川 三　国 常滑びわこ 多摩川 尼崎江戸川

津 津

GⅢ戸　田 児島

宮　　島 宮島尼　　崎 三　　国 江戸川

徳山唐津 芦　屋 鳴門 徳　　　山GⅢ芦屋 GⅢ芦屋 芦　屋 徳　山

蒲　　　郡

若　松丸亀桐生若　松 GⅢ丸亀若　松

尼　崎 尼崎 平　和　島

江　戸　川

唐津
（モ）

平和島平和島 多摩川平和島

桐生 蒲　郡若松 下関 丸　亀下　　関

住之江 住之江

大
村

GⅠ津 GⅡびわこGⅡ児　島
浜名湖
（サ）

浜名湖（サ）

モ

1R展示15:00
12R締切20:45 1R展示15:00 / 12R締切20:45 1R展示15:00 / 12R締切20:45 1R展示15:00 / 12R締切20:45
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もよおし・施設情報

シーハットクラブ会員募集中

内容　チケットが早く、お得に手に入る、

特典満載のシーハットクラブに入

会しませんか？

▶特典　チケット先行発売・チケット10％

割引き・情報誌を隔月お届け・年１

回開催の会員無料公演にご招待

年会費　個人2,000円・法人10,000円

有効期限　入会日の翌月から1年間

●シーハットおおむら ☎20・7207

長崎OMURA室内合奏団

まちかどGALAコンサート

内容　まちかどコンサートの１年間の締

めくくりに、華やかに演奏します。

日時　3月23日㈯、15時開演

場所　プラザおおむら

料金　無料

※整理券が必要です。3月1日㈮からシ

ーハットおおむらやプラザおおむらで

配布します。

●長崎OMURA室内合奏団 ☎47・6537

３月のイベント情報

場所　中地区公民館（※プラザおおむら）

※子ども科学館は、４月から複合ビル

（旧浜屋）５階にリニューアルオープン

します。ぜひお越しください。

●社会教育課 ☎54・3161

●まちかど市民ギャラリー ☎50・1216

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

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　3月17日㈰

場所　プラザおおむら

料金　無料

申込　電話・Eメール（住所・氏名・年齢・

対象コース・電話番号を記入）

〆切　3月15日㈮（先着順）

●国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

Omura Meet Up!

内容　外国人と食事やゲームをしながら

交流を深めます。

日時　3月16日㈯、19時〜20時30分

場所　国際交流プラザ

定員　20人

料金　1,000円

申込　電話・Eメール（住所・氏名・電話番

号を記入）

〆切　3月14日㈭

●国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

もよおし
小・中学生スポーツ表彰式

内容　平成30年に行われた各種スポー

ツ大会で、優秀な成績を収めた市

内の小・中学生を表彰します。

日時　3月9日㈯、10時〜

場所　さくらホール

●スポーツ振興室（内線１８７）

相撲甚句記念大会

内容　大村相撲甚句会創立１５周年を記

念して開催されます。

日時　3月17日㈰、13時〜15時

場所　市コミセン

定員　２００人

入場料　500円（直接会場にお越しください）

※お楽しみ抽選会があります。

●大村相撲甚句会☎55・5183（納富）

おはなしの会などの休止について

内容　ミライon図書館への移転や開館

に向けての準備を行うため、「お

はなしの会」などの行事を休止し

ます。

行事名（最終日）

・おはなしの会（3月23日㈯：こど

もセンター）

・おひざにだっこ*おはなし会（3月

19日㈫：中地区公民館）

・出張おはなし会

●市立図書館仮事務所☎52・２４５７

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

ポリ袋クッキング＆

防災セミナーPARTⅡ

内容　災害時などに役立つ料理法や、い

ざという時に役立つ収納・整理整

頓の方法を分かりやすくお伝えし

ます。楽しく簡単なクッキングの合

間にお子さん向けの片付けセミナ

ーも開催。

日時　３月31日㈰、10時30分〜

場所　プラザおおむら

定員　親子18組（２人1組）

料金　１組600円（追加参加者は300円）

申込　電話

●プラザおおむら☎47・6100

第２回プラザおおむら杯

カラオケ選手権大会

日時　３月24日㈰、13時30分〜

場所　プラザおおむら

定員　30人（応募者多数の場合抽選）

料金　無料

申込　窓口またはファクス

●プラザおおむら☎47・6100

47・6110

3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

道の駅長崎街道鈴田峠

「春のスイーツまつり」

内容　高校生による「スイーツ＆オープ

ンカフェ」、「ミニ動物園」、地元農家の

新鮮野菜の販売、物産販売などがあ

ります。

日時　3月9日㈯・10日㈰、10時〜15時

場所　道の駅「長崎街道鈴田峠」

▶9日…向陽高パティシエ科スイーツ＆

オープンカフェ、地元野菜で作る「しし

鍋」ふるまいなど

▶10日…花苗販売と寄せ植え体験教室、

諫早農高「ミニ動物園」、「ぜんざい」ふ

るまい、福を呼ぶ「お菓子まき」など

▶両日…キャンピングカーやひな人形の

展示、ガラポン抽選会、新幹線プラレ

ールで遊ぼう、峠のミニライブなど

駐車場　鈴田住民センター・JA三鈴支

店・本野出張所（諫早市）

※シャトルバスを運行します。

●道の駅「長崎街道鈴田峠」☎53・6699

大村生活学校「生活展」

内容　チャリティーバザーなど

日時　３月２日㈯、9時30分〜12時

場所　市コミセン

※入場無料

●大村生活学校☎52・6533

シーハットおおむら

椿の小品盆栽展とへたな写真展(中道和人)

水彩画展（大村水彩画クラブ）

心華〜華と書作品展（佐藤惇華・大塚玲子・佐藤鳳水）

SPICE handmade FESTIVAL

3/5〜10

12〜18

　19〜25

26〜4/1

中学生・高校生
15:30〜16:30

Good Boy!
20人

Dogfight
25人

Born to be Wild
20人

小学1〜3年生
10:00〜10:45

Puppy Love
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

まちかど市民ギャラリー

親子で取組む科学あそび

科学工作教室

子ども映画会

日　時 内　　容

1日㈮

23日㈯

24日㈰

10：００〜

14:00〜

10：００〜

なかちく公民館まつり

内容　中地区公民館を定期的に利用し

ているグループが、日頃の学習の成

果を発表します。

▶舞台発表

日時　３月３日㈰、10時〜16時10分

▶展示発表

日時　３月９日㈯・10日㈰、10時〜16

時（10日は15時まで）

▶バザー

日時　３月３日㈰・９日㈯・10日㈰、10

時30分〜

▶お茶会

日時　３月９日㈯、10時〜15時

▶ガレージセール

日時　3月10日㈰、10時〜

場所　中地区公民館

●中地区公民館☎53・1376

新中地区公民館（仮称）

２０２０年３月完成予定

場所　古賀島町133-31大村市民病院

西側駐車場跡

１階　・大会議室・フリールーム・和室・工

芸室・公民館事務所・西大村出張所・

備蓄倉庫

２階　・会議室（３部屋）・料理講座室・音

楽室・図書室・中地区ふれあい館
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外
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売
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