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※■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。
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第10回 長崎街道 旧楠本正隆屋敷

大村宿ひなまつり大村宿ひなまつり 大村のひなまつり大村のひなまつり
■と　き　3月3日（木）～4月3日（日）
■ところ　中央商店街アーケード
☆ひな人形の展示
　　アーケード商店街各店や「ひなの宿」特設会場（旧ふくたに）
　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。また、
　空き店舗のシャッターを利用して保育園児が作った特大イラスト
　を展示します。
☆食の祭典…おおむら食市食座
　3/19（土） 11：00～／中央商店街内　
　大村名物グルメ実演販売会
　　大村カレーや大村にごみ、大村寿司が大集合！
　3/20（日） 13：00～／大村浜屋前広場
　おおむらスイーツコンテストIN長崎街道大村宿ひなまつり
　　地元産の食材を使ったスイーツのコンテストと実演販売！
　3/26（土） 17：00～／中央商店街内
　創作ひなのカクテル実演販売と春宵さくらないと
　　創作カクテルの販売とビッグカントリーオーケストラのコンサート！
☆一店逸品お店めぐりツアー
　申し込み・問い合わせ　☎%23504（村田神仏堂）
　1回目…3/7（月）～9（水） 11：00～2時間程度
　2回目…4/1（金）～3（日） 11：00～2時間程度
　参加費500円
　3コースのツアーがあります。詳しくはお問い合わせください。
☆そのほかのイベント
　3/3（木） 11：00  オープニングセレモニー／「ひなの宿」特設会場
　3/5（土） 10：00  学童保育連合会「おおむら探検するばい」／中央商店街内
 11：00  草春お茶会／大村浜屋前広場
 11：00  一人一箱古本市／中央商店街内
　3/12（土） 11：00  第5回ちびっ子文化祭／大村浜屋前広場
■問い合わせ
　長崎街道大村宿ひなまつり実行委員会 ☎090（9791）6176（やすなが）

　4月の旧暦の「桃の節句」に合わせて、大村の城下町
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併せ
てお楽しみください。

■と　 き　3月26日（土）～4月10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

◎開催イベント
　☆いけばなの集い
　　3月27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2日（土）・4月3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
場はなるべくご遠慮ください。

　　※協力：大村市茶道連合会
　■文化振興課（内線369）

土

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

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 13：00～13：20

         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。各支援センターへ、3月1日㈫10：00～、電話または直接お申し込みください。
●2歳児のお部屋、3歳以上児のお部屋・・・交流室は対象年齢のみ利用できます。（対象年齢以外の人はプレイルームをご利用ください。）
●給食試食会・・・先着10人(親子合わせて）。1人150円。3月1日（火）、10：00～、電話または直接お申し込みください。
●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。
●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。

ふれあいリハビリサロン
14：00～16：00
■国保けんこう課

ふれあいリハビリサロン
14：00～16：00
■国保けんこう課

ふれあいリハビリサロン
14：00～16：00
■国保けんこう課

※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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マタニティ＆ベビーのお部屋
10：00～正午

おはなしの会 
11：00～、図書館

3歳児健康診査
受付 13：00～13：20

おおつか内科医院
［内科・呼吸器科］
西三城町☎○53 8080

下山耳鼻咽喉科医院
［耳鼻咽喉科］
原口町☎○55 0648

南原歯科医院
皆同町☎○55 1120

中田外科胃腸科
［外科・胃腸科］
古賀島町☎○54 0083

よしだレディースクリニック
［産科・婦人科］
富の原2丁目☎○56 2227

いしざか歯科医院
松並1丁目☎○52 4130

川本内科医院
［内科］
久原1丁目☎○54 5675

うみの星眼科
［眼科］
竹松本町☎○27 4040

岡歯科医院
東三城町☎○49 5277

岡循環器内科
［内科・循環器科］
東三城町☎○52 3000

篠原皮ふ科クリニック
［皮膚科・アレルギー科］
上諏訪町　☎○50 1677

とやま歯科医院
富の原1丁目☎○55 6255

さくらクリニック
［内科・消化器科］
池田1丁目☎○53 8819

いわさき眼科医院
［眼科］
本町☎○52 3435

えんどう歯科医院
久原2丁目☎○27 3800

パパと日曜日
10：00～15：00

パパと日曜日
10：00～15：00

パパと日曜日
10：00～15：00

ふれあいリハビリサロン
14：00～16：00
■国保けんこう課

1歳6か月児健康診査
受付 13：00～13：20

耳とことばの相談
13：00～15：00
・聴覚、言語障がい者児の
 補聴器およびことばの相談
総合福祉センター
■障害福祉課 

31

■問い合わせ

・にこにこ子育てサロン
（認定こども園昊天宮保育園）
　☎○55 0922
・わいわいらんど（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　

こどもセンター 
 〒856-0832大村市本町413-2
☎549100　　　549174

　三種混合、麻しん・風し
ん、日本脳炎、BCG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。　

地域子育て支援センター

●1歳6か月児健康診査
　…平成21年8月生まれのお子さんに通知しています（2歳未満まで受診可能）
●3歳児健康診査
　…平成19年9月生まれのお子さんに通知しています（4歳未満まで受診可能）
●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）
　…就学前の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（予約不要、母子健康手帳持参）
　…計測、育児・栄養・歯科・心理相談（歯科・心理相談は午後のみ）
　…読み聞かせ用の絵本を配布（対象：1歳児未満）
●はじめての離乳食教室…離乳食の相談（予約不要、母子健康手帳持参）

ことばと心の相談室
13：30～16：00
・言語聴覚士によることばの相談

ことばと心の相談室
13：30～16：00
・言語聴覚士によることばの相談

ことばと心の相談室
13：30～16：00
・言語聴覚士によることばの相談

ことばと心の相談室
13：30～16：00
・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

3歳以上児のお部屋
10：00～正午

はじめての離乳食教室
受付 9：50～10：10
郡コミセン　

乳幼児すくすく健康相談
受付 13：30～15：00
郡コミセン

出前子育てつどい●申 
松原住民センター
■にこにこ子育てサロン

1歳6か月児健康診査
受付 13：00～13：20

出前子育てつどい●申 
古賀島西公民館
■ライオンキッズ
竹松住民センター
■にこにこ子育てサロン

給食試食会●申 
10：00～正午
中央保育所（なつみかん）

出前子育てつどい●申 
三浦住民センター
■わいわいランド

出前子育てつどい●申 
郡コミセン
■にこにこ子育てサロン

出前子育てつどい●申 
郡コミセン
■にこにこ子育てサロン

出前子育てつどい●申  
福重住民センター
■にこにこ子育てサロン

出前子育てつどい●申  
古賀島西公民館
■ライオンキッズ
小路口光公民館
■にこにこ子育てサロン

ひな

すみひろ けん こ

2歳児のお部屋
10：00～正午

大村藩主純熈公の息女、憲子
姫のお雛様。
明治初期に京都で作られたもの。
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