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もよおし・施設情報

新着図書案内

『小さな暮らしのおすそわけ』

ミスミ ノリコ著 / 主婦と生活社

野菜やお菓子など、普段ちょっとした物

をおすそわけするときに使えるラッピン

グのアイデアが満載です。大切な人と「お

いしい」や「楽しい」を分かち合うひと時

を、少しの工夫でさらに特別なものにし

てみませんか。

『野良猫の拾い方』

東京キャットガーディアン監修 ／ 大泉書店

東京最大の猫保護団体が監修した、野良

猫を飼うときに知っておきたい知識をま

とめた本です。保護の方法から医療ケア、

馴らし方まで、これまでの猫の飼育本に

はない、野良猫だからこそ必要な情報が

載っています。

市立図書館仮事務所 ☎52・2457

www.lib.omura.nagasaki.jp

９月の展示作品

9/11〜17

    18〜24

9/25〜10/1

まちかど市民ギャラリー ☎50・1216

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

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　9月16日㈰

場所　儀太夫記念館

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　9月12日㈬（先着順）

国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

Omura Meet Up!

内容　外国人と食事やゲームを通して、

ディスカッションをしながら交流

を深めます。

日時　９月26日㈬、18時30分〜20時

場所　国際交流プラザ

料金　500円

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　９月21日㈮（先着順）

国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

もよおし
野岳湖釣り大会

内容　釣れた魚の数を競います。優勝者

にはトロフィー贈呈。子どもには

粗品あり。釣具はご持参ください。

日時　9月15日㈯、９時〜12時（受付８

時30分〜）

場所　（受付）野岳湖公園管理事務所

料金　５００円

野田清掃社☎55・8440

おはなしフェスティバル

「パペット・パーク」

内容　市内で活動するボランティア団体

が、人形劇や絵本の読み聞かせを

行います。

日時　９月22日㈯

　　　  ①午前の部:10時30分〜

　　　  ②午後の部:13時30分〜

場所　市コミセン

対象　①幼児とその保護者

　　　  ②小学生とその保護者

定員　各100組

※申込不要、入場無料。

市コミセン☎54・3161

江口貴勅オーケストラコンサート

内容　大村出身の作曲家、江口貴勅が生

み出した「ファイナルファンタジー

Ⅹ-2」などのゲーム・アニメ音楽

からTVドラマ音楽の数々を、長

崎OMURA室内合奏団の演奏で

お届けします。

日時　９月22日㈯、15時開演

場所　さくらホール

料金　５００円（好評発売中！）

長崎OMURA室内合奏団 

☎47・6537

長崎OMURA室内合奏団

まちかどコンサート

内容　第21回「お月見コンサート〜鎮守

の森に呼応する月と音楽〜」

日時　9月24日㈪㉁、18時30分開演

場所　富松神社（三城町）

料金　500円（未就学児無料）

長崎OMURA室内合奏団 

☎47・6537

プラザおおむら

まちかど市民ギャラリー

国際交流プラザ こども科学館 市立図書館

9月のイベント情報

場所　中地区公民館（※プラザおおむら）

社会教育課 ☎54・3161

初心者のための将棋教室

日時　９月２日㈰、13時〜15時

場所　プラザおおむら

対象　将棋のルールを知っている小学生

以上の人

定員　20人

料金　無料

申込　電話でお申し込みください。

　プラザおおむら☎47・6100

キッチンのお片づけ基本講座

内容　効率がアップするキッチンの片付

けを整理収納のプロから学びます。

日時　９月30日㈰、1３時30分〜15時

30分

場所　プラザおおむら

定員　30人

料金　無料

申込　電話でお申し込みください。

プラザおおむら☎47・6100

問

9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

２０１８「空の日」フェスタ in  

NAGASAKI

日時　９月29日㈯、10時〜15時

場所　長崎空港（ターミナル・花文字山）

※イベント当日は電話はつながりません。

※申し込みが必要なイベントは16㌻に

掲載しています。

長崎空港事務所☎53・6151

琴平９９９Hanaフェス

内容　花植え体験・宝探し・サッカーチャ

レンジゴール・シュロの葉でバッ

タを作ろう・ワンバウンドバスケッ

ト・射的・花の種プレゼントなど

日時　10月７日㈰

　　　　※雨天時は８日㈪㈷に延期

場所　琴平スカイパーク

琴花園☎53・8121

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※

プラネタリウム教室

木工教室（4年生以上 先着１０人）

竹細工教室

マジックバルーン教室

科学工作教室

子ども映画会

1日㈯
10:00〜

2日㈰
10:00〜

7日㈮
10:30〜

8日㈯
10:30〜

9日㈰
10:00〜

15日㈯
10:00〜

16日㈰
10:00〜

22日㈯
14:00〜

23日㈰
10:00〜

日　時 内　　容

中高生・一般
13:30〜15:30

Cultural
differences

40人

小学1〜6年生
10:30〜11:30

American Culture
40人

対象/時間 テーマ/定員

水彩画展（大村水彩画クラブ）

池坊いけばな展（古川 燿子）

写真展（県央写真学習会）

FAX

問 FAX

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

場
外
発
売

デ
イ

ナ
イ
タ
ー

住之江

住之江

1R展示15:00/12R締切20:35

発祥地ナイター
オープニングレース

平和島 児島 GⅠ児　島

鳴　　　門 尼崎常滑平和島 GⅢ江戸川GⅢ常　滑 平和島

江戸川福岡 江戸川 福　　岡 戸　田戸田 多摩川児島 びわこ

徳　　山

三国（モ） 浜名湖

福　岡宮島 福　　岡 戸　田

GⅢびわこ戸田 徳山（モ）津 津 福岡

鳴門

平和島 芦屋（モ） 平和島 浜名湖

唐津芦屋 芦　屋 唐　　津 GⅢ三　国 唐　津

GⅠ桐　生 下関 GⅢ蒲　郡GⅢ住之江

下　関GⅢ　若　松 住之江丸亀 若　松丸　　亀

GⅢ若　松

尼崎 宮　島

徳山

宮島 尼崎

多摩川児島

下　関

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 水 木 金 月 火 水 木 金 祝 火 木 金 振 火 水 木 金大

村

3 10 17 24
土 土 土 土 土 日

4 11 18 21 25
日 日 日 水 祝

GⅠ多摩川 GⅠびわこ

モ

GⅠヤングダービー（浜名湖）GⅠヤングダービー（浜名湖）
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もよおし・施設情報

新着図書案内

『小さな暮らしのおすそわけ』

ミスミ ノリコ著 / 主婦と生活社

野菜やお菓子など、普段ちょっとした物

をおすそわけするときに使えるラッピン

グのアイデアが満載です。大切な人と「お

いしい」や「楽しい」を分かち合うひと時

を、少しの工夫でさらに特別なものにし

てみませんか。

『野良猫の拾い方』

東京キャットガーディアン監修 ／ 大泉書店

東京最大の猫保護団体が監修した、野良

猫を飼うときに知っておきたい知識をま

とめた本です。保護の方法から医療ケア、

馴らし方まで、これまでの猫の飼育本に

はない、野良猫だからこそ必要な情報が

載っています。

市立図書館仮事務所 ☎52・2457

www.lib.omura.nagasaki.jp

９月の展示作品

9/11〜17

    18〜24

9/25〜10/1

まちかど市民ギャラリー ☎50・1216

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

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　9月16日㈰

場所　儀太夫記念館

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　9月12日㈬（先着順）

国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

Omura Meet Up!

内容　外国人と食事やゲームを通して、

ディスカッションをしながら交流

を深めます。

日時　９月26日㈬、18時30分〜20時

場所　国際交流プラザ

料金　500円

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　９月21日㈮（先着順）

国際交流プラザ　☎　　51・1048

info@kokusai-omura.com

もよおし
野岳湖釣り大会

内容　釣れた魚の数を競います。優勝者

にはトロフィー贈呈。子どもには

粗品あり。釣具はご持参ください。

日時　9月15日㈯、９時〜12時（受付８

時30分〜）

場所　（受付）野岳湖公園管理事務所

料金　５００円

野田清掃社☎55・8440

おはなしフェスティバル

「パペット・パーク」

内容　市内で活動するボランティア団体

が、人形劇や絵本の読み聞かせを

行います。

日時　９月22日㈯

　　　  ①午前の部:10時30分〜

　　　  ②午後の部:13時30分〜

場所　市コミセン

対象　①幼児とその保護者

　　　  ②小学生とその保護者

定員　各100組

※申込不要、入場無料。

市コミセン☎54・3161

江口貴勅オーケストラコンサート

内容　大村出身の作曲家、江口貴勅が生

み出した「ファイナルファンタジー

Ⅹ-2」などのゲーム・アニメ音楽

からTVドラマ音楽の数々を、長

崎OMURA室内合奏団の演奏で

お届けします。

日時　９月22日㈯、15時開演

場所　さくらホール

料金　５００円（好評発売中！）

長崎OMURA室内合奏団 

☎47・6537

長崎OMURA室内合奏団

まちかどコンサート

内容　第21回「お月見コンサート〜鎮守

の森に呼応する月と音楽〜」

日時　9月24日㈪㉁、18時30分開演

場所　富松神社（三城町）

料金　500円（未就学児無料）

長崎OMURA室内合奏団 

☎47・6537

プラザおおむら

まちかど市民ギャラリー

国際交流プラザ こども科学館 市立図書館

9月のイベント情報

場所　中地区公民館（※プラザおおむら）

社会教育課 ☎54・3161

初心者のための将棋教室

日時　９月２日㈰、13時〜15時

場所　プラザおおむら

対象　将棋のルールを知っている小学生

以上の人

定員　20人

料金　無料

申込　電話でお申し込みください。

　プラザおおむら☎47・6100

キッチンのお片づけ基本講座

内容　効率がアップするキッチンの片付

けを整理収納のプロから学びます。

日時　９月30日㈰、1３時30分〜15時

30分

場所　プラザおおむら

定員　30人

料金　無料

申込　電話でお申し込みください。

プラザおおむら☎47・6100

問

9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

２０１８「空の日」フェスタ in  

NAGASAKI

日時　９月29日㈯、10時〜15時

場所　長崎空港（ターミナル・花文字山）

※イベント当日は電話はつながりません。

※申し込みが必要なイベントは16㌻に

掲載しています。

長崎空港事務所☎53・6151

琴平９９９Hanaフェス

内容　花植え体験・宝探し・サッカーチャ

レンジゴール・シュロの葉でバッ

タを作ろう・ワンバウンドバスケッ

ト・射的・花の種プレゼントなど

日時　10月７日㈰

　　　　※雨天時は８日㈪㈷に延期

場所　琴平スカイパーク

琴花園☎53・8121

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※

プラネタリウム教室

木工教室（4年生以上 先着１０人）

竹細工教室

マジックバルーン教室

科学工作教室

子ども映画会

1日㈯
10:00〜

2日㈰
10:00〜

7日㈮
10:30〜

8日㈯
10:30〜

9日㈰
10:00〜

15日㈯
10:00〜

16日㈰
10:00〜

22日㈯
14:00〜

23日㈰
10:00〜

日　時 内　　容

中高生・一般
13:30〜15:30

Cultural
differences

40人

小学1〜6年生
10:30〜11:30

American Culture
40人

対象/時間 テーマ/定員

水彩画展（大村水彩画クラブ）

池坊いけばな展（古川 燿子）

写真展（県央写真学習会）

FAX

問 FAX

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

場
外
発
売

デ
イ

ナ
イ
タ
ー

住之江

住之江

1R展示15:00/12R締切20:35

発祥地ナイター
オープニングレース

平和島 児島 GⅠ児　島

鳴　　　門 尼崎常滑平和島 GⅢ江戸川GⅢ常　滑 平和島

江戸川福岡 江戸川 福　　岡 戸　田戸田 多摩川児島 びわこ

徳　　山

三国（モ） 浜名湖

福　岡宮島 福　　岡 戸　田

GⅢびわこ戸田 徳山（モ）津 津 福岡

鳴門

平和島 芦屋（モ） 平和島 浜名湖

唐津芦屋 芦　屋 唐　　津 GⅢ三　国 唐　津

GⅠ桐　生 下関 GⅢ蒲　郡GⅢ住之江

下　関GⅢ　若　松 住之江丸亀 若　松丸　　亀

GⅢ若　松

尼崎 宮　島

徳山

宮島 尼崎

多摩川児島

下　関

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 水 木 金 月 火 水 木 金 祝 火 木 金 振 火 水 木 金大

村

3 10 17 24
土 土 土 土 土 日

4 11 18 21 25
日 日 日 水 祝

GⅠ多摩川 GⅠびわこ

モ

GⅠヤングダービー（浜名湖）GⅠヤングダービー（浜名湖）



公民館講座
集って、学んで、楽しんで参加してみよう！

申込期限９月14日㈮

申込方法　住所・氏名・年齢・性別・電話番号・希望する講座（１枚１講座）を記入し、

はがき、ファクスで各公民館へお申し込みください。

※電話でのお申し込みは受け付けません。

※申込多数の場合は抽選。結果は、講座開催日の10日前までに通知します。

※受講料は全講座1回100円

郡地区公民館（郡コミセン） …… 〒856-0806富の原２丁目382-1　TEL 55・3337　FAX 55・3397

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

中央公民館（市コミセン） …… 〒856-0836幸町25-33　TEL 54・3161　FAX 54・3162

高齢者のためのデジタルカメラ入門

楽しい短歌講座

歌声オアシスⅢ

「書」を楽しむ（初心者編）

パソコン教室（初級）

手づくりパン教室

転入奥さま講座

メディカル健康体操教室

高齢者のためのお元気塾「人生、これから!」

自分で考え実践できるお片付け講座

ガラス絵入門

パソコン初心者講座

うきうき子育て講座

俳句を楽しもう！

暮らしに役立つ「筆ペン字講座」

癒しの中国茶講座

エンジョイ!! クラシック（PartⅡ）

大工さんと楽しむDIY教室

はじめての茶道

楽しいお酒のすゝめ

世界に一つだけの「人生ノート」づくり

おおむら夢大学

おおむらキリシタン関連史跡めぐり

と　　き 対象・定員講　座　名 内　　　　　容

と　　き 対象・定員講　座　名 内　　　　　容

と　　き 対象・定員講　座　名 内　　　　　容

子どもとの接し方や絵本の楽しみ方、おうち英語についてなど、

自分にあった子育てのヒントを学びます。※託児あり

10月〜12月（第1・3月曜日）

全６回　9:30〜11:30

10月〜１2月（隔週火曜日）

全5回　19:00〜21:00

10月〜１月（第２・４水曜日）

全8回　10:00〜15:00

10月〜11月（木曜日）

全4回　10:00〜11:30

10月〜12月（毎週金曜日）

全10回　13:30〜15:30

10月〜2月（第4土曜日）

全5回　9:00〜12:00

11月〜3月（第３水曜日）

全5回　19:00〜21:00

10月〜12月（隔週火曜日）

全5回　14:00〜16:00

10月〜１2月（第1火曜日）

全3回　19:00〜20:30

1〜３歳児の親子

12組

65歳以上

20人

大人

20人

65歳以上

40人

65歳以上

20人

65歳以上

30人

65歳以上

20人

65歳以上

30人

65歳以上

20人

大人

20人

大人

15人

大人

12人

大人

30人

大人

20人

大人

20人

大人

15人

大人

10人

65歳以上

16人

大人

15人

大人

15人

女性

10人

大人

20人

10月〜１２月（隔週月曜日）

全６回　10:00〜12:00

俳句の基本を学びながら、実際に俳句を作って楽みましょう。

9月〜１1月（隔週水曜日）

全5回　14:00〜16:00

65歳以上

15人
表千家教授の指導で茶道を学びます。

のし紙・署名など暮らしに役立つ、筆ペンで美しい文字を書くコツ

を学びます。

中国茶の淹れ方を実際に体験し、お茶菓子を味わいながら基礎知

識を学びます。

初心者の女性を対象にした木工のDIY入門教室です。

人生ノートを作成しながら、自分のことについて語ったり、聞い

たりしてよりよく生きるためのヒントを探ります。

市内のキリシタン関連史跡について座学を行い、マイクロバスで

現地に赴きながら学びます。

できたてのパンの美味しさを家庭で再現できるよう、手づくりす

る楽しさを体感しながら学びます。

10月〜12月（隔週月曜日）

全５回　13:30〜15:30

10月〜12月（隔週土曜日）

全５回　10:00〜12:00

10月〜12月（隔週月曜日）

全6回　10:00〜12:00

10月〜1月（隔週月曜日）

全8回　10:00〜12:00

9月〜1月（第4火曜日）

全5回　13:30〜15:00

10月〜11月（毎週木曜日）

全6回　19:00〜20:30

10月〜1月（第２・4水曜日）

全8回　13:30〜15:30

10月〜12月（毎週火曜日）

全10回　10:00〜12:00

10月〜12月（第1・3水曜日）

全５回　13:00〜15:00

10月〜12月（毎週金曜日）

全9回　13:30〜15:00

10月〜12月（第1・3木曜日）

全５回　9:00〜12:00

10月〜12月（第1・3火曜日）

全５回　9:30〜11:30

〜心と身体のエクササイズ〜　脱メタボや運動不足の解消、介護・

生活習慣病も予防して健康を目指します。

パソコンの基本的な扱い方、文書やカード（年賀状）作り、画像

取り込みなどを中心に学びます。

青春時代の懐かしい歌を、楽器の演奏をバックに一緒に歌い楽

しみます。

書道の基本を学び、手書きの年賀状に挑戦します。

パソコンを使えないという方のための、ワード・エクセルの基礎

講座。

デジタルカメラの機能や基礎的な写真の撮り方を楽しく学びます。

短歌の作り方を学習し、講師による添削指導と短歌鑑賞などを

行います。入門者から経験者まで。

ガラス板の裏面から絵の具を塗り重ねるガラス絵技法で、独特

の透明感を表現できるガラス絵の魅力を体験。

年末の大掃除にむけ、整理収納の基本と各部屋の片づけポイン

トを学びます。

体操・旅行・物作り・知識習得・レクリエーションなど、さまざまな

ことに仲間と一緒に楽しく挑戦します。

市内の施設や名所を巡り、郷土料理などを学びながら仲間の輪

を広げます。（※屋外研修は午後もあり）

熟年期の充実した人生の過ごし方、健康づくりなどを楽しく

学びます。（※屋外研修は午前もあり）

主に日本酒・ワインなどの知識を学び、お酒との付き合い方や正

しく嗜むヒントを見つけます。

作曲家ごとに社会状況や作品にまつわるエピソードなど、楽し

く話を聞きながら、専用の音響機器で鑑賞します。

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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