﹁春﹂

﹁夏﹂

特集

大 村﹁
の 今 ﹂を 伝える

﹁秋﹂

﹁冬﹂

私たちは、最新の情報を的確に市民の皆さ
んに届けるため、
さまざまな方法で情報発信
に努めています。
大村の
「今」
を知っていただ
くために、
ぜひご活用ください。

市の総合情報紙

広報おおむら

★広報職員が市内各地の行事に！
「大村市広報」の腕章を付けた担当職員が、
市内のイベントの様子を市民の皆さんにお伝えす
るため、各地で取材しています。
カメラを向けられ
た際は、
とびっきりの笑顔でお応えください！

★「昔の広報」
をホームペー
ジに掲載
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広報紙は︑市民と行政

をつなぐパイプ役です︒
大

村の
﹁ 今 ﹂を伝 えるため︑

進めている施 策やイベン

ト︑
まちのにぎわいなどを

広く紹介しています︒

これからも ︑市 民の皆

さんの声をお聞きしなが

ら︑大 村の魅力を発 信し

続け︑
一人でも多くの人に

市の広報は、各地のさまざまなイベントに足を運
び、
その模様を取材しています。広報紙に掲載で
きなかったイベントなどは、市のホームページの
「と
れたてカメラスポット」
に掲載しています。ぜひ、
ご
覧ください。

手に取ってもらえる紙面

★とれたてカメラスポット発信中

づくりに取り組みます︒

創刊号

﹁ 広 報おおむら﹂
は︑市が

創刊号（昭和26年）
から現
在まで、
「 広 報おおむら」は
1,387号を発行しています。
そのすべてを、市のホーム
ページでご覧いただけます。生
まれた年の広報や、興味があ
る広報を探してみませんか。
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特集
大村の

「今」を伝える

世界中の人が閲覧できるホームページにはたく
さんの情報が詰め込まれています。知りたい情報
が見つからないときは、
トップページ右上の
「サイ
ト
内検索」
で情報をキャッチ！

★ホームページではこんなことも

ホームページでは、パブリックコメントの受付や
電子申請、電子入札、動画配信、公共施設予約
システムなどさまざまな機能を有しています。
ぜひ、
市のホームページに足をお運びください。
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市は︑火災や気象警報
の発 表 ︑不 審 者・犯 罪 発
生の情 報 ︑子 育てに関 す
る情 報 などをメールマガ
ジンで配信しています︒
市 の ホ ー ムペー ジ で
﹁メールマガ ジン 購 読 申
請﹂
に登 録 すると︑
パソコ
ンや携帯電話へ情報をお
知らせします︒
また市民の皆さんに市
政をより身近に感じても
らうため︑市 長の公 務の
様子や感じたことなど生
の声を﹁ 市 長メルマガ﹂と
して配信しています︒

市政の重要課題や市内
で開 催されるイベントな
どを報道機関へ発表し︑
情
報提供していただくため︑
﹁市長定例記者会見﹂
を月
に１回開催しています︒
その内容は︑
市のホーム
ページで動画配信している
ほか︑
おおむらケーブルテ
レビでも放映しています︒
月３日の会見では︑
マ
スコットキャラクター市民
投票受付中や高校生農業
クラブ全国大会の開催な
どについて発表しました︒
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→ＱＲコードから
登録できるほか︑
市のホームページ
からもできます

10月3日、
市役所で記者会見を行いました。

メールマガジン
市長定例記者会見

身近な情報から緊急情報まで
市の取り組みを発信します

市のホームページ

★ホームページには情報が満載です

パソコンや携帯電話でい
つでも瞬時に世界中の情
報が手に入る現 代 ︒市の
ホームページでは︑最新の
情報を発信しています︒
ホームページは︑広報紙
とは違い情報の速さが命
です ︒できるだけ早 く 皆
さんに情報をお届けでき
るよう努めています︒
また︑
ホームページには
現在・過去︑
未来に関する
いろいろな 情 報が盛りだ
くさんです︒
ぜひ︑情報散
策をお楽しみください︒

市の施策や広報などに対する市民の皆さんの
思いを調査するためアンケートを実施しています。
皆さんのご意見・ご提案をお寄せください。

最新の知りたい情報にアクセス
！

★観光情報は
「観光ナビ」
へ！

市内外の人に大村の魅力を発
信するため、観光に関するホーム
ページを開設しています。市内に
設置している総合案内看板にもＱ
Ｒコードを掲載し、
携帯電話で周辺
の情報を取得することができます。

★アンケートを実施しています

・防災情報
・不審者や犯罪発生などに
関する情報
・子育てに関する情報
・市長メルマガ（パソコンのみ）

「今」を伝える

特集
大村の

★どなたでも気軽に無料で登録できます
いずれも、画面の指示に従って会員登録を
行ってください。
パソコンから
市のホームページのトップ
ページに掲載しているバ
ナーをクリックしてください。
携帯電話から
ＱＲコードからアクセスしてください。

★「はなしてみゅーか」
の主な機能

★ご案内

住
所 雄ケ原町1298-29 ☎㊿0095
開館時間 午前10時〜午後8時
休 館 日 毎週水曜日
（祝日の場合は翌日の
木曜日）、年末年始
使 用 料 1台1時間100円（小・中・高校生無料）

おおむら地域SNS
コミュニティサイト
おおむら☆グルメなび
子育てしゃべり場
イベント情報
親子で遊ぼう!! 公園紹介
など

おおむら地域ＳＮＳ
﹁は
なしてみゅーか﹂
は︑イン
ターネットを 利 用してコ
ミュニティに参加している
皆さんと︑
情報発信・情報
交換を行うサイトで︑
携帯
電話からも利用できます︒
自分のコメントを伝えた
り︑共 通の話 題や趣 味な
どで情報を交換しながら
友達の輪を広げることが
できます︒
﹁はなしてみゅーか﹂
は︑
市が管理しているため安
心して利用できます︒
会員
登録して情報交流に参加
してみませんか︒

コミュニティ…電子掲示板の機能です。特定の
テーマなどについて立ち上げたコミュニティ内で、
情報発信・情報交換ができます。
メール…安全性の高いＳＮＳ内で参加者とメール
交換ができます。
カレンダー…予定やイベントを表示します。
日記…日記が書けます。
また、参加者同士で日記
に対しコメントが書けます。
フォトアルバム…写真や画像を公開できます。
アクセス履歴…自分のページを訪れた人、
または
自身がアクセスした人に履歴が残るため、
お礼の
コメントを送るなどの交流が楽しめます。

友達の輪を広げ楽しく情報交流

気軽にインターネットを楽しめます

情報交流プラザ

★利用登録が必要です
氏名・住所・電話番号・生年月日をご記入いた
だくと、利用登録証を発行します。本人確認のた
め、身分証明書の提示をお願いする場合があり
ます。

アルカディア大村
1階

★さまざまなパソコン機器を取り揃えています

ご自宅にインターネット
接続の環境がない人や気
軽に情報を収集したい人
は︑
アルカディア大村の１
階にある大村市情報交流
プラザをご利用ください︒
プラザでは︑
市民の皆さ
んに情報通信機器を活用
した交流の場を提供する
ため︑
パソコンや関連機器
を取り揃えています︒
初心者の人には職員が
対 応 するほか︑点 字キー
ボードや読み上げブラウ
ザなど体の不自由な人に
も使用できる環境を整え
ています︒

インターネット利用ブースのほか、
ＩＴ相談コーナー
やＩＴ研修スペース
（別途利用料が必要）、写真や
チラシ、
ポスターなどの
画像編集に最適なグ
ラフィックアートスタジ
オ、
あらゆるメディアに
対応したビデオ編集ス
タジオなどのコーナーも
設置しています。
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「今」を伝える

特集
大村の

★情報番組「広報おおむら」
市内のイベント案内やお知らせなどを放送して
います。
また、
月に1週、市長定例記者会見を放
送しています。
「イベントアワー」放送時間
月
曜 7：00、15：00、21：00
火〜日曜 10：00、13：00、19：00、22：00

主役は市民の皆さんです

おおむらケーブルテレビ

★生中継や災害情報も
市議会や市内のイベントなどの生中継も行ってい
ます。
また、市内で火災や災害などが起こった場合、
緊急災害情報を文字放送でお知らせしています。

地上デジタルは
111チャンネル

プラス

★情報誌「ケーブル+」
を発行
市内のさまざまな情報

ブルテレビ﹂
︒
運動会や地域

を発信する
﹁おおむらケー

本の取材を行っています︒

のお祭りなど︑
年間５５０

番 組 を 制 作しているス

タッフ５人は︑
カメラマン︑

すべての業務を行い︑
ニュー

アナウンサー︑
ディレクター

た
﹁オクトアワー﹂
︑
行事や

スや企画番組を中心とし

イベント中心の
﹁イベントア

大村のためのローカルＦＭ局

FMおおむら

★ＩＮＴＥＲＶ
Ｉ
ＥＷ
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周波数は
76.3メガヘルツ

昨年３月に開局したコ
ミュニティＦＭ放 送 局﹁Ｆ
Ｍおおむら﹂︒全国で初め
ての駅舎内に設置したス
タ ジ オから ︑ローカルな
大村の情報を発信してい
ます ︒放 送は朝７時から
夜９時 まで︑すべてが生
放送です︒
地域コミュニケーション
でま ち を 元 気に︒
ＦＭお
おむらは地域に密着した
伝 え たい
﹁ 今 ﹂の情 報 を
発信しています︒

井上 悟 常務
コミュニティFM放送局と
は、
その名の通り、
コミュニティ
（ 地 域 ）限 定の放 送 局で、
FMおおむらは、大村のまちを
元気にするお手伝いをするメ
ディアです。例えば、
おいしい
レストランがあっても、楽しいイ
ベントがあっても、伝わらなけ
れば意味がありません。FMおおむらは、
この地域
限定情報を伝えるべく発信しているのです。
これ
は災害が予想されるとき、災害時についても同様
で、各地域に防災・災害情報をタイムリーに発信
できます。
その意味からも、東日本大震災後、
コ
ミュニティFM放送局が注目されています。市の元
気創造のお手伝い、市の安全・安心創造のお手
伝いメディア、
それがFMおおむらです。

ワー﹂
の２種類の番組を自

毎週月曜日の午前８時台と午後６時台にお届
けしています。
また、市議会の生中継や選挙時の
開票速報、緊急災害放送など、行政情報も幅広
く放送しています。

社で制作しています︒﹁イベ

★市からのお知らせ
「聞いてみゅーか」

ントアワー﹂
では︑
市からの

番組では語れなかった秘話や取材
日記などをブログで配信しています。
ここでしか得
られない情報が満載です。
http://blog.octp-net.ne.jp/

も毎日放送しています︒

★報道制作部のブログも充実

お知らせ
﹁広報おおむら﹂

大村の情報が詰まった
「ケーブル+」
を毎月発行し、市内の各施設に設置し
ています。

