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もよおし・施設情報

場所　中地区公民館（※はプラザおおむら）

社会教育課 ☎54・3161

新着図書案内

企画展だけじゃもったいない

日本の美術館めぐり

浦島 茂世　著 / 株式会社 G.B.

全国にある美術館の「常設展」を紹介し

た一冊。期間が限定された「企画展だ

けじゃもったいない」、個性ある美術館

の楽しみ方が提案されています。各地

の美術館めぐりに出かけてみませんか。

こどもと一緒に身につける！

ラクして時短の「そうじワザ」76

新津 春子 著 / 小学館

羽田空港で働く清掃のプロが、生き

るのに必要なそうじにまつわる力「そ

うじ脳」を育む本。すぐに実践できそ

うな、子どもの年齢に合わせたそうじ

術が、分かりやすく紹介されています。

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です。

日時　6月24日㈰

場所　市コミセン

料金　無料

申込　電話または、住所・氏名・年齢（対象コース）・電話番号

を記入し、ファクス、Ｅメールでお申し込みください。

〆切　6月20日㈬（先着順）

国際交流フォトコンテスト

テーマ　「これぞ日本！」

内容　国内で日本の文化を感じる風景や物を撮影した写

真を募集します。

展示期間　7月31日㈫〜8月6日㈪　

場所　まちかど市民ギャラリー

料金　無料

申込　住所・氏名・年齢・電話番号・作品タイトル・撮影場

所・撮影日・簡単な作品説明を記入し、Eメールで送

付または持参ください。

〆切　7月11日㈬

おおむらワールドキッチン

内容　アイルランド料理の作り方や、アイルランドの文化・

伝統を学びます。

日時　6月16日㈯、15時〜18時

場所　市コミセン

料金　1,000円

申込　電話でお申し込みください。

〆切　6月13日㈬（先着順）

国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

まちかど市民ギャラリー

子ども科学館

道の駅「長崎街道  鈴田峠」市立図書館 もよおし

国際交流プラザ

6月の展示

展示会

写真展

アニマランドのせかい

  

（障がい者就労支援事業所 太陽工房）

（自由写団大村）

（くぼりょーたろう）

6/5〜11

12〜18

26〜7/2

まちかど市民ギャラリー☎50・1216

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

問

市立図書館仮事務所　☎52・2457

www.lib.omura.nagasaki.jp

問

６月は「環境月間」

空きかん回収キャンペーン

日時　６月10日㈰　７時30分〜8時30分

場所（集合場所） ・馬場先波止（馬場先波止）

　　　　　　　　　　　・森園公園（森園公園駐車場）

　　　　　　　　　　　・鹿ノ島入口（市漁協松原支部前）

※１０分前に集合してください。

※町内会で実施する場合は日時を変更しても構いません。

※清掃の際は、車や有害な動植物に注意し、危険な場所

に立ち入らないようにしましょう。

環境保全課（内線１４３）

旧楠本正隆屋敷 初夏の催し

内容　・特別展示「明治150年 

　　　　・荒木十畝作「武者絵」

　　　　　　　（6月4日㈪まで）

　　　　・いけばな作品展示（華道家元池坊笹山いけばな教室）ほか

日時　５月29日㈫〜6月10日㈰、9時〜17時

料金　大人200円 / 小・中学生100円

文化振興課（内線372）

６月4日〜10日は「歯と口の健康週間」

お口の健康フェスティバル

日時　6月10日㈰、9時30分〜12時30分

場所　市コミセン、さくらホール

内容　えほんライブ「えほん侍」、むし歯ゼロコンテスト表

彰式など

同実行委員会（大村東彼歯科医師会） ☎54・1006

九州・沖縄「道の駅」公式スタンプブック

（特典付き）2018年度版販売中！

内容　道の駅「長崎街道 鈴田峠」で

は、九州・沖縄地域の道の駅

記念帳として、公式スタンプ

ブック（特典付き）を販売して

います。

料金　350円

道の駅「長崎街道 鈴田峠」☎53・6699

歌劇 ザ・レビュー ハウステンボス 大村公演

好評につき、新作お披露目公演を今年も開催 !

日時　6月30日㈯、16時開演

場所　さくらホール

料金　全席指定 5,000円（1人4枚まで購入可）

　　　　3歳以下無料（座席不要の場合）

シーハットおおむら ☎20・7207

長崎OMURA室内合奏団まちかどコンサート

第18回「お寺deクラシック〜美しき寺院に染み入る三重奏〜」

日時　6月23日㈯、14時開演

場所　西教寺（荒瀬町）※入場無料

長崎OMURA室内合奏団 ☎47・6537

シーハットおおむら

おりがみ教室

押し花教室

親子で取り組むかがくあそび※

ミニ実験教室

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

10:00〜

10:00〜

10:30〜

10:30〜

10:00〜

10:00〜

10:00〜

14:00〜

10:00〜

2日㈯

3日㈰

8日㈮

9日㈯

10日㈰

16日㈯

17日㈰

23日㈯

24日㈰

日　　時 内　　容

FAX問 ６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

場
外
発
売

デ
イ

ナ
イ
タ
ー住之江

1R展示12:19 / 12R締切18:45

スポーツニッポン杯

1R展示12:19 / 12R締切18:45

富士通
フロンテック杯

1R展示12:19 / 12R締切18:45

長崎新聞社杯

宮島 GⅢ津

1R展示12:15
12R締切18:41

西日本
スポーツ杯

江　戸　川浜名湖 多摩川 戸田 福　　　岡 常　滑 宮島

び　わ　こ鳴　門 平和島 江戸川多摩川鳴門

芦　　　屋

宮　島 児島 三国
（モ）

GⅢ浜名湖戸　田 多摩川 津

尼　崎 戸田 鳴門 津 平和島

唐津徳山 徳　山 唐津芦　屋 唐　　　津 唐　津

住　之　江 若　松桐　　　生

丸亀 蒲郡

GⅠ丸　亀

住之江若　松 GⅢ住之江若　松

丸　　亀 GⅢ下関

江　戸　川 尼　崎

三国

児島 児島

浜名湖多摩川

桐生 GⅠ下　関

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 22 23 26 27 28 29 30
月 火金 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 木 金 月 火 水 木 金大

村

3 10 17 24
土 土 土 土 土

4 11 18 21 25
日 日 日 水 日

GⅢ
尼崎

GⅢ
尼崎

GⅢ
尼崎

GⅠ福　　岡 GⅡ宮　　島 SG グランドチャンピオン （徳山）SG グランドチャンピオン （徳山）

モ

親子で楽しく遊べる

体験型イベントがたくさん

お口の健康維持のために

目標をたててみませんか

新しい成人歯科健診各団体によるブース展示

旅行で使えるドイツ語講座

内容　旅行で使える基本的なドイツ語を学習します。

日時　6月17・24日、7月1・8日（日曜、全4回）

　　　　15時〜16時30分

場所　国際交流プラザ

料金　無料

申込　電話または、住所・氏名・電話番号を記入し、ファク

ス・Eメールでお申し込みください。

〆切　6月13日㈬（先着順）

6月のイベント情報

中学生・高校生
15:30〜16:30

小学4〜6年生
11:00〜11:50

高校生以上
13:00〜15:00

小学1〜3年生
10:00〜10:45

The home stretch

Happy Home

Moving out

20人

20人

25人

20人

対象/時間 テーマ/定員

Home is where the
heart is!

問

問

問

問

問

問

問

明治維新と大村」
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もよおし・施設情報

場所　中地区公民館（※はプラザおおむら）

社会教育課 ☎54・3161

新着図書案内

企画展だけじゃもったいない

日本の美術館めぐり

浦島 茂世　著 / 株式会社 G.B.

全国にある美術館の「常設展」を紹介し

た一冊。期間が限定された「企画展だ

けじゃもったいない」、個性ある美術館

の楽しみ方が提案されています。各地

の美術館めぐりに出かけてみませんか。

こどもと一緒に身につける！

ラクして時短の「そうじワザ」76

新津 春子 著 / 小学館

羽田空港で働く清掃のプロが、生き

るのに必要なそうじにまつわる力「そ

うじ脳」を育む本。すぐに実践できそ

うな、子どもの年齢に合わせたそうじ

術が、分かりやすく紹介されています。

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です。

日時　6月24日㈰

場所　市コミセン

料金　無料

申込　電話または、住所・氏名・年齢（対象コース）・電話番号

を記入し、ファクス、Ｅメールでお申し込みください。

〆切　6月20日㈬（先着順）

国際交流フォトコンテスト

テーマ　「これぞ日本！」

内容　国内で日本の文化を感じる風景や物を撮影した写

真を募集します。

展示期間　7月31日㈫〜8月6日㈪　

場所　まちかど市民ギャラリー

料金　無料

申込　住所・氏名・年齢・電話番号・作品タイトル・撮影場

所・撮影日・簡単な作品説明を記入し、Eメールで送

付または持参ください。

〆切　7月11日㈬

おおむらワールドキッチン

内容　アイルランド料理の作り方や、アイルランドの文化・

伝統を学びます。

日時　6月16日㈯、15時〜18時

場所　市コミセン

料金　1,000円

申込　電話でお申し込みください。

〆切　6月13日㈬（先着順）

国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

まちかど市民ギャラリー

子ども科学館

道の駅「長崎街道  鈴田峠」市立図書館 もよおし

国際交流プラザ

6月の展示

展示会

写真展

アニマランドのせかい

  

（障がい者就労支援事業所 太陽工房）

（自由写団大村）

（くぼりょーたろう）

6/5〜11

12〜18

26〜7/2

まちかど市民ギャラリー☎50・1216

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

問

市立図書館仮事務所　☎52・2457

www.lib.omura.nagasaki.jp

問

６月は「環境月間」

空きかん回収キャンペーン

日時　６月10日㈰　７時30分〜8時30分

場所（集合場所） ・馬場先波止（馬場先波止）

　　　　　　　　　　　・森園公園（森園公園駐車場）

　　　　　　　　　　　・鹿ノ島入口（市漁協松原支部前）

※１０分前に集合してください。

※町内会で実施する場合は日時を変更しても構いません。

※清掃の際は、車や有害な動植物に注意し、危険な場所

に立ち入らないようにしましょう。

環境保全課（内線１４３）

旧楠本正隆屋敷 初夏の催し

内容　・特別展示「明治150年 

　　　　・荒木十畝作「武者絵」

　　　　　　　（6月4日㈪まで）

　　　　・いけばな作品展示（華道家元池坊笹山いけばな教室）ほか

日時　５月29日㈫〜6月10日㈰、9時〜17時

料金　大人200円 / 小・中学生100円

文化振興課（内線372）

６月4日〜10日は「歯と口の健康週間」

お口の健康フェスティバル

日時　6月10日㈰、9時30分〜12時30分

場所　市コミセン、さくらホール

内容　えほんライブ「えほん侍」、むし歯ゼロコンテスト表

彰式など

同実行委員会（大村東彼歯科医師会） ☎54・1006

九州・沖縄「道の駅」公式スタンプブック

（特典付き）2018年度版販売中！

内容　道の駅「長崎街道 鈴田峠」で

は、九州・沖縄地域の道の駅

記念帳として、公式スタンプ

ブック（特典付き）を販売して

います。

料金　350円

道の駅「長崎街道 鈴田峠」☎53・6699

歌劇 ザ・レビュー ハウステンボス 大村公演

好評につき、新作お披露目公演を今年も開催 !

日時　6月30日㈯、16時開演

場所　さくらホール

料金　全席指定 5,000円（1人4枚まで購入可）

　　　　3歳以下無料（座席不要の場合）

シーハットおおむら ☎20・7207

長崎OMURA室内合奏団まちかどコンサート

第18回「お寺deクラシック〜美しき寺院に染み入る三重奏〜」

日時　6月23日㈯、14時開演

場所　西教寺（荒瀬町）※入場無料

長崎OMURA室内合奏団 ☎47・6537

シーハットおおむら

おりがみ教室

押し花教室

親子で取り組むかがくあそび※

ミニ実験教室

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

10:00〜

10:00〜

10:30〜

10:30〜

10:00〜

10:00〜

10:00〜

14:00〜

10:00〜

2日㈯

3日㈰

8日㈮

9日㈯

10日㈰

16日㈯

17日㈰

23日㈯

24日㈰

日　　時 内　　容

FAX問 ６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

場
外
発
売

デ
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タ
ー住之江

1R展示12:19 / 12R締切18:45

スポーツニッポン杯

1R展示12:19 / 12R締切18:45

富士通
フロンテック杯

1R展示12:19 / 12R締切18:45

長崎新聞社杯

宮島 GⅢ津

1R展示12:15
12R締切18:41

西日本
スポーツ杯

江　戸　川浜名湖 多摩川 戸田 福　　　岡 常　滑 宮島

び　わ　こ鳴　門 平和島 江戸川多摩川鳴門

芦　　　屋

宮　島 児島 三国
（モ）

GⅢ浜名湖戸　田 多摩川 津

尼　崎 戸田 鳴門 津 平和島

唐津徳山 徳　山 唐津芦　屋 唐　　　津 唐　津

住　之　江 若　松桐　　　生

丸亀 蒲郡

GⅠ丸　亀

住之江若　松 GⅢ住之江若　松

丸　　亀 GⅢ下関

江　戸　川 尼　崎

三国

児島 児島

浜名湖多摩川

桐生 GⅠ下　関

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 22 23 26 27 28 29 30
月 火金 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 木 金 月 火 水 木 金大

村

3 10 17 24
土 土 土 土 土

4 11 18 21 25
日 日 日 水 日

GⅢ
尼崎

GⅢ
尼崎

GⅢ
尼崎

GⅠ福　　岡 GⅡ宮　　島 SG グランドチャンピオン （徳山）SG グランドチャンピオン （徳山）

モ

親子で楽しく遊べる

体験型イベントがたくさん

お口の健康維持のために

目標をたててみませんか

新しい成人歯科健診各団体によるブース展示

旅行で使えるドイツ語講座

内容　旅行で使える基本的なドイツ語を学習します。

日時　6月17・24日、7月1・8日（日曜、全4回）

　　　　15時〜16時30分

場所　国際交流プラザ

料金　無料

申込　電話または、住所・氏名・電話番号を記入し、ファク

ス・Eメールでお申し込みください。

〆切　6月13日㈬（先着順）

6月のイベント情報

中学生・高校生
15:30〜16:30

小学4〜6年生
11:00〜11:50

高校生以上
13:00〜15:00

小学1〜3年生
10:00〜10:45

The home stretch

Happy Home

Moving out

20人

20人

25人

20人

対象/時間 テーマ/定員

Home is where the
heart is!

問

問

問

問

問

問

問

明治維新と大村」
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