時間

講 座 名

対象
定員

月

午後

はじめての新舞踊

成人
若干名

金

午後

健康ヨガ教室

成人
10人

月

午後

アンサンブルを楽しもう
リコーダー講座

成人
10人

月

午前

声を出して健康に
詩吟入門

成人
10人

木

午後

健康体操教室

成人
5人

ところ 曜日

市コミセン
中地区
公民館

も よ お し・施 設 情 報

つどって、まなんで、楽しんで 参加してみよう
「公民館講座」

もよ おし
“社会を明るくする運動”
中学・高校生（大村・東彼杵地区）弁論大会

郡コミセン

日時 7月8日㈰、13時〜16時
場所 さくらホール
問

安全対策課（内線214）

期間 ８〜10月、全5、６回（講座で異なります）
料金 無料
申込 住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号・希望

市民大清掃

する講座名（１枚に１講座）を記入し、はがきやファ
クスで各公民館へお申し込みください。
※申込多数の場合は抽選
〆切 ７月13日㈮
問

FAX 54・３１６２

中地区公民館 〒856-0814松並1丁目246-5
☎ FAX 53・1376

郡コミセン 〒856-0806富の原2丁目382-1
☎55・３３３７

乱しているごみの回収、草刈りを行いましょう。
日時 8月5日㈰、7時30分〜8時30分

市コミセン 〒856-0836幸町25-33
☎54・3161

内容 地域の公園、広場、公民館、道路の周辺などに散

FAX 55・3397

ハートパルまつり

場所 中央会場(集合場所)
・大村公園周辺(大村ボートレース場第5駐車場)
・大上戸川(福祉センター駐車場)
※各町内会は、それぞれ決めた日に実施。
※危険な場所での実施は避け、マムシやハゼの木など
の有害動植物には注意してください。
問

環境保全課(内線143)

おはなしのつどい
内容 人形劇、影絵などボランティアグループ「ぽかぽ
日時 7月７日㈯・８日㈰、10時〜16時
場所 男女共同参画推進センター（総合福祉センター）

７日㈯

フラダンス / ★コミュニケーションに役立つ手相講
座 / えほん侍による絵本読み聞かせ / 紙芝居 /「大
村マンドリンアンサンブルまつぼくり」による演奏 /
★ビーズネックレス作り / ジオラマ作り / 折り紙と七
夕かざり / ★パソコン講座（暑中見舞い宛名作成）/
楽しく学ぶ男女共同参画講座

か」による、楽しいお話がいっぱいです。
日時 7月7日㈯、14時〜15時
場所 中地区公民館
問

中地区公民館 ☎53・1376

巡礼地観光周遊バスツアー
内容 ボランティアガイドの案内で、市内のキリシタン巡

８日㈰

★パソコン講座（暑中見舞い文面作成） / ★親子で
ミニ運動会 / ★和紙染めでうちわ作り / チェアエク
ササイズ体験 / 「大村民踊愛好会」による民踊披露
/ リコーダー演奏 / ★憧れのあの曲をピアノで弾こ
う（脳トレ体験つき）

両日

花苗の寄せ植え体験・販売 / オレンジクローバー（障
害者施設合同）によるパン・ケーキ・野菜などの販売
/ パネル展示など

申込 ★は申し込みが必要です。※託児室・授乳室あり
臨時駐車場 勤労者センター・上下水道局・療育支援セ
ンターなど
問

男女共同参画推進センター ☎54・８７１５

礼コースを巡るバスを運行します。
コース…大村純忠終焉の居館跡→仏の谷→妻子別れの
石→放虎原殉教地→首塚→胴塚→本経寺
日時 7月21日㈯、 ２８日㈯、12時30分〜15時10分
場所 (集合場所）大村公園観光案内所前
※長崎空港からも乗降できます。
定員 各日20人
料金 大人１,０００円 / 高校生以下500円
※８月・９月も運行します。詳しくは、観光コンベンション
協会のホームページをご覧ください。
問

観光コンベンション協会 ☎52・3605
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シ ー ハットお お む ら

こど も 科 学 館
7月のイベント情報

シーハットおおむら
開館２０周年記念
市民ミュージカル
「時間よ、止まれ！」

場所 中地区公民館（※はプラザおおむら）
日

時

内

容

1日㈰ 10:00〜

押し花教室

6日㈮ 10:30〜

親子で取り組むかがくあそび※

7日㈯ 10:00〜

おりがみ教室

8日㈰ 10:00〜

木工教室 （4年生以上 先着１０人）

14日㈯ 10:30〜

プラネタリウム教室

15日㈰ 10:00〜

マジックバルーン教室

21日㈯ 10:00〜

竹細工教室

22日㈰ 10:00〜

子ども映画会

28日㈯ 14:00〜

科学工作教室
問

内容 主役は市民の皆さん！
笑って笑ってちょっぴり
泣ける元気いっぱいのと
ても楽しいミュージカル
日時 ８月18日㈯、18時開演
19日㈰、11時・15時開演

社会教育課 ☎54・3161

場所 さくらホール
料金 大人２,０００円 / 小中高生1,000円 / 親子2,500円

国 際 交 流プラザ

※未就学児は膝上の場合入場無料。席が必要な場合は有料。
問

シーハットおおむら ☎20・7207

おおむらWA！文化体験教室
内容 食品サンプル作り体験を通して、外国人との交流を深
めます。
日時 ７月26日㈭、18時〜20時30分
場所 プラザおおむら

長崎OMURA室内合奏団
まちかどコンサート
「夏休み企画 親子ふれあいコンサート」

料金 １，０００円（材料費）

申込 電話または、住所・氏名・電話番号を記入し、ファクス・
〆切 ７月２2日㈰（先着順）
問

日時 ７月22日㈰、11時開演
場所 鈴田住民センター

Eメールでお申し込みください。

料金 無料

国際交流プラザ ☎ FAX 51・1048

問

長崎OMURA室内合奏団 ☎47・6537

info@kokusai-omura.com

グローバルクラスルーム

市立図書館

内容 すべて英語で話す対話形式の講座です。
日時 7月15日㈰

場所 プラザおおむら

新着図書案内

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。

対象/時間

代表作『苦海浄土』など、水俣病患者の

テーマ/定員

小学1〜3年生
10:00〜10:45

小学4〜6年生
11:00〜11:50

高校生以上
13:00〜15:00

中学生・高校生
15:30〜16:30

魂の秘境から
石牟礼 道子 著 / 朝日新聞出版社

〆切 ７月11日㈬（先着順）

支援などで、長年水俣問題と関わって

Seasons revolve

20人

Turnover

20人

3年間、新聞掲載されたエッセイをまと

Circadian rhythms

25人

めたこの本が遺作となります。

Annual growth
cycle

20人

きた石牟礼道子さん。2015年からの

問

国際交流プラザ ☎ FAX 51・1048
info@kokusai-omura.com

バッグをザックに持ち替えて
唯川 恵 著 / 光文社
愛犬の死をきっかけに登った浅間山で
山に目覚めた著者が、日本各地の山を
登り、ついにはエベレスト街道のトレッ

まち かど 市 民 ギャラリー

キングまで行きます。登山をしたこと
がない人も楽しく読める1冊。

7/31〜８/6 国際交流フォトコンテスト（国際交流プラザ）
問 まちかど市民ギャラリー☎50・1216
www.octp-net.ne.jp/~mckd3282
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市立図書館仮事務所 ☎52・2457
www.lib.omura.nagasaki.jp

