オール大村でつくる

みんなのひろば
▼ニュースポーツで楽しく移住者交流

▼大村産のニンジン、ミカンをご賞味あれ

12/18

12/15

市内への転入者などを対象にした移住者交流会をシーハッ

出荷のピークを迎えた黒田五寸人参と温州ミカン
（はなまる

トおおむらで2年ぶりに開催しました。今回は約30人が参

物語、味ホープ）
のPRのため、各生産者の代表が市役所を

加。4人1組3チームでボールを落とさないように得点を競う

訪問。黒田五寸人参と温州ミカンはどちらも甘いのが特徴

「キンボール」
などで、楽しく親睦を深めました。

で
「今年もいい品物ができました」
とPRしていました。

▼市民の皆さんの幸せを願って

▼「純忠」2年連続金賞受賞！

12/27

12/15

市シルバー人材センターから、今年も市役所正面玄関前に

大村産米100％を使用した純米酒
「純忠」
が、福岡国税局酒

高さ2.8㍍の門松を贈呈いただきました。門松制作部会の三

類鑑評会で2年連続金賞を受賞。㈱杵の川の瀬頭社長は

根さんは
「市民の皆さんに輝かしい新年を迎えてほしいとい

「芳醇な味わいで旨味のある仕上がり。炭酸で割ってハイ

う願いを込めて作りました」
と話していました。

▼年の瀬も火の用心

ボールとして飲むのもおすすめ」
と話していました。

▼安全・安心なまちづくりを目指して

12/28

12/15

年末の火災防止の意識を高め、明るい新年を迎えてもらお

年末の防犯や交通安全、暴力追放を呼び掛けるため、市暴
︵敬称略︶

︵敬称略︶

うと、消防署と消防団による歳末特別警戒が実施されまし

力追放運動推進協議会などが安全・安心まちづくりキャン

た。消防団員たちは各詰所から消防車両に乗って出発し、市

ペーンを実施。関係機関から約70人が参加し、プラザおお

内全域を夜間巡回して警戒と広報を行いました。

むらからコレモおおむら広場までパレードしました。
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オール大村でつくる

がんばってます

12/15

12/14

12/13

県高校新人大会レスリング競技で優勝し

第55回全国道場少年剣道大会（大阪府）

松和物産杯第8回九州ブロック親善ドッ

た濵﨑櫂選手と、全国少年少女レスリング

に出場される、三浦中央少年剣道クラブ

ジボール大会（鹿児島県）
に出場される、

大会（熊本県）
で第3位の濵﨑大智選手。

の選手の皆さん。

ADVANCE☆西大村の選手の皆さん。

12/21

12/20

12/20

第40回全国高校女子ソフトボール選抜

全日本ユース
（U15）水球競技選手権大

第36回九州ジュニア選抜インドアソフト

大会（広島県）
に出場される、向陽高校の

会桃太郎カップ（岡山県）に出場される、

テニス大会（熊本県）
に出場される、西大

選手の皆さん。

本市出身で創成館高校の前田梨菜選手。

村中学校の選手の皆さん。

12/23

12/23

12/22

第35回全国都道府県対抗中学バレー

全国大会（東京都）に長崎県選抜として

九州大会（長崎市）
に出場し、団体戦第3

ボール大会（大阪府）
に長崎県選抜として

出場される、大村ラグビースクールの園

位と個人戦優勝などの成績を収められた

出場される、郡中学校の選手の皆さん。

田拓也選手と本山佳龍選手。

市テコンドー協会の選手の皆さん。

12/27

12/27

12/24

第74回全日本バレーボール高校選手権

2022九州ジュニアテニスサーキット マス

第42回U12全九州バスケットボール大

大会（東京都）
に出場される、本市出身で

ターズ大会（鹿児島県）
に出場される、風

会（宮崎県）
に出場される、竹松女子ミニ

鎮西学院高校の選手の皆さん。

ジュニアの選手の皆さん。

バスケットボールクラブの選手の皆さん。
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オール大 村でつくる

祝１００歳 おめでとうございます

みんなの掲示板
地雷撤去のため書き損じや未使用のはがき・

書き損じ・未使用のはがきなど

切手などを集めています

対象品
〆切 ３月 日必着
送付先 〒８１４ ０
‐００２

０８０・６９６８・７６４４
︵加固︶
satoyama@octp-net.ne.jp
大学通信教育春期合同入学説明会

通 信 教 育を行う各 私 立 大 学 ︑大

積極的にチャレンジする心を養います︒

期間 ３月 日㈰〜４月２日㈯

場所

鹿児島県大島郡与論町

〆切 ３月７日㈪

詳しくは︑ＱＲコードからご確認くだ
※
さい︒

内容

学 院 ︑短 期 大 学 別の相 談コーナーで︑講

●国際青少年研修協会

・６８２５・３１３０

義 内 容や 受 講 手 続 きなど ︑直 接 相 談で
きます︒事前予約制︒
日時 ２月 日㈯︑ 時〜 時

場所 エルガーラホール
︵福岡市中央区

大▶濵頭佳子▶瀬頭敬子▶サンスパおおむら▶岩崎本舗▶たらみ▶黒河内暎雄▶中祖康智▶米海軍基地教会▶時登志満▶開

天神１丁目４︲２︶

サービス▶住宅リフォームミサワ▶新生ケア▶エヌピーフォーラム▶PCサポート長崎▶岩永・新富法律事務所▶まるふく▶

無料

範俊▶金子一好▶本田嘉彦▶濱中泰大▶益田国弘▶井手洋一▶やすなが▶諏訪薬局▶松本満昭▶肉のふじた▶マルシマ引越

料金

子▶新井雅子▶森ハマヨ▶橋口俊哉▶高木春美▶東ナツヱ▶淵茂範▶生野繁▶井石文三▶波田政子▶原口茂▶松林修▶赤司

対象 一般・高校生

最 新 情 報については︑ＱＲコードから
※
ご確認ください︒

光と緑の園へ▶日本ベビーフード協議会▶ハマエンジニアリング▶山本直見▶文屋▶全国シャンメリー協同組合▶日本鏡餅

０９２・８３３・７５７５

遺族らが思いを自由に話す場です︒
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三城保育所・放虎原こども園へ（もち米）▶山本政則

福岡市早良区西新１丁目７ １
‐０︲７０２
●カンボジア地震撤去キャンペーン事務局

内容

毎月第２土曜日︑ 時 分〜 時

・３８１８・３８７０

●私立大学通信教育協会

テレビ・インターネットを利 用し

放送大学４月入学生募集

内容

て学ぶ正規の通信制大学です︒
出願〆切 ３月 日㈫

イ
※ンターネット出願も受け付けています︒

●放送大学長崎学習センター
０９５・８１３・１３１７

国際交流・野外活動体験プログラム
﹁第

南の島
﹁ヨロン島﹂
のサンゴ礁の海

回ちびっこ探険学校ヨロン島﹂
参加者募集
内容

と美しい自然の中で︑全国から参加する

仲 間との民 宿での共 同 生 活やさまざま

▶九電工大村営業所

16

な野 外 活 動を通して友だちづくりの楽

市内の公園ボランティア美化活動▶大村高校定時制▶市緑化組合▶市シルバー人材センター

11

03

ご寄 附・ご厚 意ありがとうございました〈 敬 称 略 〉

19

しさを知り︑お互いに協 力し 助け合い︑

田熊男▶インテリア松野▶日本鏡餅組合▶全国シャンメリー協同組合▶海上自衛隊大村航空基地▶ほっともっと

デイ

アマノ▶STAGE▶クリーンマット▶医療情報健康財団▶長崎医療こども専門学校▶劇団縁▶兼俵純子▶福田公人

自死遺族のつどい

日時

15

大村子供の家へ▶岡本

サービスセンターふる里へ▶中村朱実▶齋藤マサミ▶中村寿美子▶囲碁・将棋・麻雀倶楽部▶秀月会

分

場所 こどもセンター 料金 ３００円
●国保けんこう課
︵内線１４１︶

音楽で楽しいレクリエーションを

親子で音楽体験会

内容

時

無料

分〜

行います︒わらべうたやゲームで楽しく
音感を身に付けましょう︒
日㈰︑ 時
時開場︶

２月

対象 ０歳〜小学校低学年
日時
分
︵

場所 こどもセンター 料金
・９９０７
︵一ノ瀬︶

２月５日㈯・ 日㈯︑
９時〜

モミジロードづくり
︵植樹︶

日時

●おおむら里山村づくり委員会

泉の里へ▶俵坂憲広▶中武敏夫▶毛利憲夫▶松倉浩子▶渡辺寿紀

ﬂora▶永嶋保険事務所▶九州ガス▶ゆかり▶貞松病院

富の原オムズホームへ▶谷山増子▶新大村薬局▶familiar

組合▶海上自衛隊大村航空基地海曹会▶トミガワベーカリー

12
15

要申し込み︒参加費や場所など︑詳細
※
はお問い合わせください︒
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村本 タミさん
久保 カメノさん
山中 マツヱさん

30
14

55

（大正10年12月15日生）

（大正11年1月1日生）

（大正11年1月2日生）

