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日本MB選手会
会長杯

1R展示15:00
12R締切20:37

GⅢ
アサヒビールカップ

1R展示15:00
12R締切20:37

GW特選レース

1R展示15:00
12R締切20:45
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多良山系黒木登山口山開き

内容　安全祈願・多良山系登山

日時　４月14日㈰、9時〜

場所　黒木バス停集合

●市レクリエーション協会

☎０８０・１７１７・１７２５（坂本）

会員招待企画

「ひだまりの詩」藤田恵美

アコースティックコンサート

内容　「ひだまりの詩」で有名なル・クプ

ルの藤田恵美さんの歌声をお楽し

みください。

日時　４月22日㈪、19時〜

場所　さくらホール（未就学児入場不可）

料金　3,000円（当日500円増）

　　　　会員無料（新規加入も対象）

　　　　※個人1枚、法人5枚まで

●シーハットおおむら☎20・7207

●まちかど市民ギャラリー ☎50・1216

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

「MAGI-天正遣欧少年使節-」

上映会

内容　Amazonプライムビデオで全世界

に配信されている、ドラマ「MAGI-

天正遣欧少年使節-」の第１・２話

の上映会を実施します。

日時　４月6日㈯、13時30分〜

場所　プラザおおむら

料金　無料

定員　150人（先着順）

申込　電話・Eメール（住所・氏名・電話番号）

〆切　４月４日㈭

●企画政策課（内線２１５）

kikaku@city.omura.nagasaki.jp

旧楠本正隆屋敷

大村のひなまつり

内容　旧暦の「桃の節句」にあわせて、お

雛さまを展示します。大村公園や

旧円融寺庭園を彩る桜とともにお

楽しみください。

日程　３月27日㈬〜４月７日㈰

場所　旧楠本正隆屋敷

料金　大人２００円/小中学生１００円

▼いけばな作品の展示

　（協力：華道家元池坊笹山いけばな教室）

期間中、お屋敷の座敷や離れに、いけ

ばな作品を展示

▼雛の茶会 ※お茶菓子つき

　（協力：大村市茶道連合会）

日時　４月６日㈯・７日㈰、10時〜15時

料金　前売り２００円/当日３００円

●文化振興課（内線３８６）

もよおし
パールハイムまつり

内容　県内障がい者支援施設出店、模

擬店、軽飲食、各種イベントなど

※30日は、真珠販売のみ

日時　4月29日㈪㈷、９時〜15時

　　　 30日㈫㈷、９時〜17時

場所　大村パールハイム（木場2丁目）

●大村パールハイム☎53・6709

プラザおおむら

子ども科学館

４月のイベント情報

内容　新しくなった子ども科学館へぜひ

お越しください。

場所　子ども科学館（プラットおおむら5階）

　※5月1日㈬は休館します。

●社会教育課 ☎54・3161

からだがよろこぶ

健康料理教室

内容　麹・甘酒など発酵食品を使って、か

らだに優しく健康的な料理をつく

ります。

日時　4月21日㈰、10時〜12時

場所　プラザおおむら

定員　30人（先着順）

料金　500円

申込　電話

●プラザおおむら☎47・6100

４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

裏見の滝自然花苑

しゃくなげ祭り

内容　彩り鮮やかな世界のシャクナゲ約

6,000本を楽しむことができます。

・地元特産品やシャクナゲ苗木の

直売

・花の種プレゼント（毎日先着20人）

・小学生以下のお子さんにはプレ

ゼントあり（先着20人）

日時　4月1日㈪〜5月5日㈰㈷、9時

〜17時

場所　裏見の滝自然花苑（立福寺町）

料金　200円（未就学児は無料）

●松原住民センター☎５５・8501

しゃくなげ祭り

SNS投稿プレゼント企画

内容　SNSで裏見の滝自然花苑のシャ

クナゲをPRしていただいた人に

多肉植物をプレゼントします。

申込　①裏見の滝自然花苑でシャクナゲ

の写真を撮る

②ハッシュタグ（#大村市#しゃく

なげ）をつけて写真を投稿

③受付で投稿したページを見せる

配布数　１75個（先着順）

●観光振興課（内線241）

シーハットおおむら

おりがみ教室

押し花教室

ミニ実験教室

木工教室（4年生以上 先着１０人）

子ども科学館ミニフェスタ

マジックバルーン教室

科学工作教室

子ども映画会

6日㈯
10:00〜

7日㈰
10:00〜

13日㈯
10:30〜

14日㈰
10:00〜

20日㈯
10:00〜

21日㈰
10:00〜

27日㈯
14:00〜

28日㈰
10:00〜

日　時 内　　容

写真展（山口惠）

水彩画展（虹色の会）

手つくり展（泉グループ）

ペーパークイリング（Shu shu Rool吉川）

書道展（日本習字西大村支部）

4/2〜8

9〜15

　16〜22

23〜29

30〜5/6

まちかど市民ギャラリー

内容　「スポーツの力で日本を元気に！」

今回の対戦相手は、神奈川県伊

勢原市に決定しました。市民総参

加で勝利を目指し、全国に大村を

アピールします。

日時　５月2９日㈬、0時〜21時

※イベント内容・申込方法は、「広報おお

むら５月号」でお知らせします。

▶チャレンジデーとは？

人口が同程度の自治体同士で、0時〜

21時の間に、15分間以上の運動やスポ

ーツを行った住民の参加率を競うイベ

ントです。敗れた場合は、相手自治体の

旗を１週間掲げ、相手の健闘を称えます。

●スポーツ振興課（内線187）

対戦相手決定‼

チャレンジデー２０１９ 大村市 VS 神奈川県伊勢原市

アトリエぽれぽれコンサート

「おいでいっしょに‼」

内容　村岡恵理子・下篠絵理子・笑いヨ

ガ（佐藤たかね）・さをり工房なが

さき・いろえんぴつの家・アトリエ

ぽれぽれほか

日時　４月20日㈯、13時30分〜

場所　さくらホール

料金　無料　　※手話通訳あり

●アトリエぽれぽれ☎53・5521
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浜 名 湖

戸　　田 福 　 　 岡 平 　 和 　 島 江  戸  川

浜 名 湖 児島 尼 　崎

宮島びわこ 福　　　　岡福　　　　岡戸　　田江　　戸　　川

尼　　　崎 多　摩　川 びわこ 浜　名　湖 児 　島

尼　　崎津常 滑児　 島 戸　 田津児 島

芦　 屋 唐　 津 徳　　　　山 唐 津

蒲 郡桐 生若　　松蒲　 郡丸     亀丸   亀

住 之 江 住之江 桐　　生 蒲　　　　郡 下　 関 丸　 亀 住　　之　　江 丸亀丸亀 蒲郡 若松

芦　　屋

児島津三国（モ） 平　　和　　島

児 島GⅢ　多 　摩　 川

常　　滑GⅠ　常　　　滑

GⅢ　 芦　　屋 徳　　　　山

GⅢ  住　　之　　江GⅠ  下　　　　関

ＧⅠマスターズチャンピオン（宮島）ＧⅠマスターズチャンピオン（宮島）

GⅢ  平　　和　　島 GⅢ びわこ
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多良山系黒木登山口山開き

内容　安全祈願・多良山系登山

日時　４月14日㈰、9時〜

場所　黒木バス停集合

●市レクリエーション協会

☎０８０・１７１７・１７２５（坂本）

会員招待企画

「ひだまりの詩」藤田恵美

アコースティックコンサート

内容　「ひだまりの詩」で有名なル・クプ

ルの藤田恵美さんの歌声をお楽し

みください。

日時　４月22日㈪、19時〜

場所　さくらホール（未就学児入場不可）

料金　3,000円（当日500円増）

　　　　会員無料（新規加入も対象）

　　　　※個人1枚、法人5枚まで

●シーハットおおむら☎20・7207

●まちかど市民ギャラリー ☎50・1216

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

「MAGI-天正遣欧少年使節-」

上映会

内容　Amazonプライムビデオで全世界

に配信されている、ドラマ「MAGI-

天正遣欧少年使節-」の第１・２話

の上映会を実施します。

日時　４月6日㈯、13時30分〜

場所　プラザおおむら

料金　無料

定員　150人（先着順）

申込　電話・Eメール（住所・氏名・電話番号）

〆切　４月４日㈭

●企画政策課（内線２１５）

kikaku@city.omura.nagasaki.jp

旧楠本正隆屋敷

大村のひなまつり

内容　旧暦の「桃の節句」にあわせて、お

雛さまを展示します。大村公園や

旧円融寺庭園を彩る桜とともにお

楽しみください。

日程　３月27日㈬〜４月７日㈰

場所　旧楠本正隆屋敷

料金　大人２００円/小中学生１００円

▼いけばな作品の展示

　（協力：華道家元池坊笹山いけばな教室）

期間中、お屋敷の座敷や離れに、いけ

ばな作品を展示

▼雛の茶会 ※お茶菓子つき

　（協力：大村市茶道連合会）

日時　４月６日㈯・７日㈰、10時〜15時

料金　前売り２００円/当日３００円

●文化振興課（内線３８６）

もよおし
パールハイムまつり

内容　県内障がい者支援施設出店、模

擬店、軽飲食、各種イベントなど

※30日は、真珠販売のみ

日時　4月29日㈪㈷、９時〜15時

　　　 30日㈫㈷、９時〜17時

場所　大村パールハイム（木場2丁目）

●大村パールハイム☎53・6709

プラザおおむら

子ども科学館

４月のイベント情報

内容　新しくなった子ども科学館へぜひ

お越しください。

場所　子ども科学館（プラットおおむら5階）

　※5月1日㈬は休館します。
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健康料理教室

内容　麹・甘酒など発酵食品を使って、か
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日時　4月21日㈰、10時〜12時
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