
もよおし/施設情報もよおし/施設情報

三彩の里 陶器まつり

内容 利用者作品の展示即売・カフェ・

飲食コーナー・ゲームコーナー・陶

芸教室コンクール・野外コンサー

ト・こどもの日プレゼントなど

日時 ５月２日㈭〜５日㈰㈷、９時〜16

時30分

場所　三彩の里

●三彩の里☎55・8833

長崎OMURA室内合奏団
第27回大村定期演奏会

内容 バッハ＆モーツァルトシリーズ第１

弾。世界的に活躍しているヴァイ

オリニストの堀米ゆず子さんが出

演します。

日時 ５月18日㈯、１４時開演

場所　さくらホール（未就学児入場不可）

料金　全席指定 大人3,500円

学生1,000円（当日券500円増）

●長崎OMURA室内合奏団

☎47・6537

長崎OMURA室内合奏団
母の日コンサート

日時 ５月11日㈯、１４時開演

場所　郡コミセン

料金　無料

●長崎OMURA室内合奏団

☎47・6537

一生使おう骨盤底筋
～健康寿命を伸ばす必須アイテム

のお話～

内容 骨盤底筋の重要性や筋肉の役割

などを分かりやすくお伝えします。

日時 ５月19日㈰、１3時〜15時

場所　プラザおおむら２階

定員　先着50人（女性）

料金　無料　　持参　飲み物、タオル

申込　電話でお申し込みください。

※運動しやすい服装でお越しください。

●プラザおおむら☎47・6100

●まちかど市民ギャラリー ☎50・1216

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

も よ お し

施 設 情 報

子 ど も 科 学 館

シ ー ハ ッ ト お お む ら

まちかど市民ギャラリー

国 際 交 流 プ ラ ザ

プ ラ ザ お お む ら

( 前回参加率 67.5% ) ( 前回参加率 78.8% )

濱田謹吾少年ウォーク

池田湖畔チャレンジデーウォーク大会

鈴田ウォーク（どん牛山）

バドミントン初心者教室

レディースバドミントン大会

健康寿命のびのび教室

カレー体操

健康づくりにチャレンジ

999段登り１周コースウォーキング

チャレンジデー・パラスポーツ（ボッチャ）

クライミング体験会

ピラティス体験教室

ミライon駐車場

池田湖公園

鈴田住民センター

シーハットおおむら（サブアリーナ）

コミセン

プラザおおむら前広場

郡コミセン

アルカディア大村

シーハットおおむら（メインアリーナ）

シーハットおおむら（サブアリーナ）

シーハットおおむら（メインアリーナ）

6:30〜7:00

8:00〜10:00

8:30〜10:00

9:00〜11:00

9:00〜15:00

10:00〜11:30

11:00〜11:30

13:30〜15:00

13:30〜15:00

15:30〜17:30

18:00〜21:00

20:00〜21:00

イベント名 会　場

大村市 VS 伊勢原市

5月のイベント情報

場所　プラットおおむら5階

●社会教育課 ☎54・3161

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。

日程 5月19日㈰

場所　市コミセン

料金　無料

申込　電話・Eメール（住所・氏名・年齢・

対象コース・電話番号を記入）

〆切　5月17日㈮（先着順）

●国際交流プラザ ☎51・1048

info@kokusai-omura.com

おりがみ教室

押し花教室

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

日　時 内　　容

4日㈯

5日㈰

11日㈯

12日㈰

18日㈯

19日㈰

25日㈯

26日㈰

10:00〜

10:00〜

10:30〜

10:00〜

10:00〜

10:00〜

14:00〜

10:00〜

ニット展（林田・花音・いまざと）

樹脂粘土作品（中村志津穂）

パッチワーク作品展（金のクロス）

写真展（大村写真愛好会）

5/7〜13

14〜20

　21〜27

28〜6/3

中学生・高校生
15:30〜16:30

From the Four
Corners of the World

20人

Look a Little Deeper
25人

Pure Pop
20人

小学1〜3年生
10:00〜10:45

Catch your Dream
20人

対象/時間 テーマ/定員

小学4〜6年生
11:00〜11:50

高校生以上
13:00〜15:00

グローバルフィットネス

内容 外国人と一緒に海外フィットネス

で健康な身体づくりをしながら、

交流を深めます。

日時 5月12日㈰、17時〜18時30分

場所　プラザおおむら2階

定員　20人

料金　無料

申込　電話・Eメール（住所・氏名・電話番

号を記入）

〆切　5月10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しながら

交流を深めます。

日時 5月24日㈮、19時〜20時30分

場所　国際交流プラザ

対象　高校生以上

定員　20人

料金　1,000円

申込　電話・ファクス・Eメール（住所・氏

名・電話番号を記入）

〆切　5月20日㈪

●国際交流プラザ☎   51・1048

info@kokusai-omura.com

GW特選
レース

富士通
フロンテック杯

1R展示15:00/12R締切20:37 1R展示15:00/12R締切20:37

福　岡 尼　崎 浜　名　湖 ＳＧボートレースオールスター（福岡）ＳＧボートレースオールスター（福岡）

戸田 戸田 びわこ 宮　島

江　戸　川 戸田 児島 多摩川 浜名湖 児　島 びわこ GⅢ常滑 戸　田

尼　崎

宮島 宮　島

徳　山 唐　津 芦　屋 徳　山 唐　津 三　国 芦　屋 徳　山 三　国 芦　屋 唐　津

若　松 住之江 住之江蒲　郡 若　松 下　関 蒲　郡 GⅢ 下 関

丸亀 下　関 桐生 丸　亀 桐　生

5月の開催日程表 （モ） モーニングレースおおむら本場発売
外向・前売場外のみ発売

☎54・4111

大
村

ナ
イ
タ
ー

モ

デ
　イ

場
外
発
売

1R展示15:00
12R締切20:45

オラレ志布志
開設10周年記念競走

1R展示15:00/12R締切20:37

スポーツ報知杯

27262524 28 29 30 3120191817 2322211211109 151413 164321 765 8

振祝 金 土木水火 月日 金 土木水火 月日 金 土木水火 月日 金木水火祝 祝休祝

GⅠ津 GⅠ児島

GⅡ 江 戸 川GⅢびわこ GⅢ 鳴 門 芦屋
（モ） 平　和　島 江戸川

平　和　島
徳山
（モ）多 摩 川常　滑平　和　島 福　岡

浜　名　湖 多摩川 戸　田 児　島 宮　島浜　名　湖

GⅢ 蒲　郡

住　之　江 蒲郡 若松 桐　生 丸亀 若　松 GⅠ
桐生

デイレース終了後映像を放映
ナイター外向・前売りのみ発売 赤文字は女子レース

神奈川県

●スポーツ振興課（内線187）

時　間

●企画政策課（内線226）

東本町第２駐車場のご利用について
オレンジの駐車場ライン（写真赤枠）の場所は公用車・専用車駐車スペース

のため、一般車両の駐車はご遠慮ください。

大村駅方面大村駅方面大村駅方面 国道方面国道方面国道方面
東本町第1駐車場東本町第1駐車場

東本町第２駐車場東本町第２駐車場

公用車・専用車
駐車スペース
公用車・専用車
駐車スペース

プラザ
おおむら

ここ→ここ→

プラザ
おおむら

チャレンジデー2019 5月29日（水）
午前０時～午後９時

※その他のイベントについては市のホームページに掲載します。
※イベントは、変更・中止となる場合があります。

か おん

し づ ほ
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三彩の里 陶器まつり

内容 利用者作品の展示即売・カフェ・

飲食コーナー・ゲームコーナー・陶

芸教室コンクール・野外コンサー

ト・こどもの日プレゼントなど

日時 ５月２日㈭〜５日㈰㈷、９時〜16

時30分

場所　三彩の里

●三彩の里☎55・8833

長崎OMURA室内合奏団
第27回大村定期演奏会

内容 バッハ＆モーツァルトシリーズ第１

弾。世界的に活躍しているヴァイ

オリニストの堀米ゆず子さんが出

演します。

日時 ５月18日㈯、１４時開演

場所　さくらホール（未就学児入場不可）

料金　全席指定 大人3,500円

学生1,000円（当日券500円増）

●長崎OMURA室内合奏団

☎47・6537

長崎OMURA室内合奏団
母の日コンサート

日時 ５月11日㈯、１４時開演

場所　郡コミセン

料金　無料

●長崎OMURA室内合奏団

☎47・6537

一生使おう骨盤底筋
～健康寿命を伸ばす必須アイテム

のお話～

内容 骨盤底筋の重要性や筋肉の役割

などを分かりやすくお伝えします。

日時 ５月19日㈰、１3時〜15時

場所　プラザおおむら２階

定員　先着50人（女性）

料金　無料　　持参　飲み物、タオル

申込　電話でお申し込みください。

※運動しやすい服装でお越しください。

●プラザおおむら☎47・6100

●まちかど市民ギャラリー ☎50・1216

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

も よ お し

施 設 情 報

子 ど も 科 学 館

シ ー ハ ッ ト お お む ら

まちかど市民ギャラリー

国 際 交 流 プ ラ ザ

プ ラ ザ お お む ら

( 前回参加率 67.5% ) ( 前回参加率 78.8% )

濱田謹吾少年ウォーク

池田湖畔チャレンジデーウォーク大会

鈴田ウォーク（どん牛山）

バドミントン初心者教室

レディースバドミントン大会

健康寿命のびのび教室

カレー体操

健康づくりにチャレンジ

999段登り１周コースウォーキング

チャレンジデー・パラスポーツ（ボッチャ）

クライミング体験会

ピラティス体験教室

ミライon駐車場

池田湖公園

鈴田住民センター

シーハットおおむら（サブアリーナ）

コミセン

プラザおおむら前広場

郡コミセン

アルカディア大村

シーハットおおむら（メインアリーナ）

シーハットおおむら（サブアリーナ）

シーハットおおむら（メインアリーナ）

6:30〜7:00

8:00〜10:00

8:30〜10:00

9:00〜11:00

9:00〜15:00

10:00〜11:30

11:00〜11:30

13:30〜15:00

13:30〜15:00

15:30〜17:30

18:00〜21:00

20:00〜21:00

イベント名 会　場

大村市 VS 伊勢原市

5月のイベント情報

場所　プラットおおむら5階

●社会教育課 ☎54・3161

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。

日程 5月19日㈰

場所　市コミセン

料金　無料

申込　電話・Eメール（住所・氏名・年齢・

対象コース・電話番号を記入）

〆切　5月17日㈮（先着順）

●国際交流プラザ ☎51・1048

info@kokusai-omura.com

おりがみ教室

押し花教室

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

日　時 内　　容

4日㈯

5日㈰

11日㈯

12日㈰

18日㈯

19日㈰

25日㈯

26日㈰

10:00〜

10:00〜

10:30〜

10:00〜

10:00〜

10:00〜

14:00〜

10:00〜

ニット展（林田・花音・いまざと）

樹脂粘土作品（中村志津穂）

パッチワーク作品展（金のクロス）

写真展（大村写真愛好会）

5/7〜13

14〜20

　21〜27

28〜6/3

中学生・高校生
15:30〜16:30

From the Four
Corners of the World

20人

Look a Little Deeper
25人

Pure Pop
20人

小学1〜3年生
10:00〜10:45

Catch your Dream
20人

対象/時間 テーマ/定員

小学4〜6年生
11:00〜11:50

高校生以上
13:00〜15:00

グローバルフィットネス

内容 外国人と一緒に海外フィットネス

で健康な身体づくりをしながら、

交流を深めます。

日時 5月12日㈰、17時〜18時30分

場所　プラザおおむら2階

定員　20人

料金　無料

申込　電話・Eメール（住所・氏名・電話番

号を記入）

〆切　5月10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しながら

交流を深めます。

日時 5月24日㈮、19時〜20時30分

場所　国際交流プラザ

対象　高校生以上

定員　20人

料金　1,000円

申込　電話・ファクス・Eメール（住所・氏

名・電話番号を記入）

〆切　5月20日㈪

●国際交流プラザ☎   51・1048

info@kokusai-omura.com

GW特選
レース

富士通
フロンテック杯

1R展示15:00/12R締切20:37 1R展示15:00/12R締切20:37

福　岡 尼　崎 浜　名　湖 ＳＧボートレースオールスター（福岡）ＳＧボートレースオールスター（福岡）

戸田 戸田 びわこ 宮　島

江　戸　川 戸田 児島 多摩川 浜名湖 児　島 びわこ GⅢ常滑 戸　田

尼　崎

宮島 宮　島

徳　山 唐　津 芦　屋 徳　山 唐　津 三　国 芦　屋 徳　山 三　国 芦　屋 唐　津

若　松 住之江 住之江蒲　郡 若　松 下　関 蒲　郡 GⅢ 下 関

丸亀 下　関 桐生 丸　亀 桐　生

5月の開催日程表 （モ） モーニングレースおおむら本場発売
外向・前売場外のみ発売

☎54・4111

大
村

ナ
イ
タ
ー

モ

デ
　イ

場
外
発
売

1R展示15:00
12R締切20:45

オラレ志布志
開設10周年記念競走

1R展示15:00/12R締切20:37

スポーツ報知杯

27262524 28 29 30 3120191817 2322211211109 151413 164321 765 8

振祝 金 土木水火 月日 金 土木水火 月日 金 土木水火 月日 金木水火祝 祝休祝

GⅠ津 GⅠ児島

GⅡ 江 戸 川GⅢびわこ GⅢ 鳴 門 芦屋
（モ） 平　和　島 江戸川

平　和　島
徳山
（モ）多 摩 川常　滑平　和　島 福　岡

浜　名　湖 多摩川 戸　田 児　島 宮　島浜　名　湖

GⅢ 蒲　郡

住　之　江 蒲郡 若松 桐　生 丸亀 若　松 GⅠ
桐生

デイレース終了後映像を放映
ナイター外向・前売りのみ発売 赤文字は女子レース

神奈川県

●スポーツ振興課（内線187）

時　間

●企画政策課（内線226）

東本町第２駐車場のご利用について
オレンジの駐車場ライン（写真赤枠）の場所は公用車・専用車駐車スペース

のため、一般車両の駐車はご遠慮ください。

大村駅方面大村駅方面大村駅方面 国道方面国道方面国道方面
東本町第1駐車場東本町第1駐車場

東本町第２駐車場東本町第２駐車場

公用車・専用車
駐車スペース
公用車・専用車
駐車スペース

プラザ
おおむら

ここ→ここ→

プラザ
おおむら

チャレンジデー2019 5月29日（水）
午前０時～午後９時

※その他のイベントについては市のホームページに掲載します。
※イベントは、変更・中止となる場合があります。

か おん
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