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※イベント参加者はマスク着用。
※国際交流プラザのイベントは、状
況によりオンライン開催または、
開催を中止する場合があります。

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　2月14日㈰
場所　プラザおおむら
料金　無料
申込　予約フォーム・電話・Eメール（氏

名・住所・年齢・対象コース・メー
ルアドレス・電話番号）

〆切　2月11日㈭㈷（先着順）

2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
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 場外発売の赤文字は女子レース

もよおし

プラザおおむら
☎47・6100
　47・6110

2月のイベント情報
場所　プラットおおむら5階

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）

竹細工教室

バルーンアート教室

科学工作教室

子ども映画会

6日㈯

7日㈰

13日㈯

14日㈰

20日㈯

21日㈰

27日㈯

28日㈰

10:00～

10:00～

10:00～

10:00～

10:00～

10:00～

14:00～

10:00～

子ども科 学 館
社会教育課 ☎54・3161

国際交流プラザ

☎51・1048
予約フォーム→

info@kokusai-omura.com

まちかど市民ギャラリー
☎50・1216

2/9～15

17～22

JICA海外協力隊写真展
（国際交流プラザ・JICA）
絵画展（風の子絵画教室）

2月の展示作品

韓国語講座（初級・中級）

内容　韓国語初級（読み書きできない
人も可）・中級学習者を対象とし
た講座です。

日時　【初級】2月の毎週水曜日、20
時～21時30分
【中級】2月の毎週木曜日、20
時～21時30分

場所　プラットおおむら
定員　初級5人程度、中級9人（先着順）
料金　無料
申込　予約フォーム・電話・Eメール（希

望クラス･氏名･住所･電話番号・
メールアドレス）

〆切　2月３日㈬ 

中学生・高校生
15:30～16:30

Love in Different
Cultures
25人

Love in Different
Cultures
20人

小学1～3年生
10:00～10:45

Sweet Valentines!
20人

Sweet Valentines!
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

おおむらワールドキッチン
×
JICA

内容　元青年海外協力隊員を講師に招
き、スリランカ料理の作り方を学
び、試食します。

日時　2月13日㈯、15時～18時
場所　プラザおおむら
定員　15人（先着順）
料金　1,500円（材料費）
申込　予約フォーム・電話・Eメール（氏

名・電話番号）
〆切　2月8日㈪

よろず支援拠点ビジネス相談会

内容　国が設置した無料の経営相談所
が実施する出張相談会です。（要
予約）※新型コロナウイルス感染
症関連の経営相談にも対応。

日時　2月5日㈮、10時～17時
場所　1階多目的ホール

●長崎県よろず支援拠点事務局
☎095・828・1462

ミライon図書館
☎48・7700　 48・7703
    miraionlibrary.jp

　　o-tosyokan@miraionlibrary.jp

第33回大村市子ども美術展
入賞作品展示

日時　2月3日㈬～11日㈭㈷、９時～
20時

場所　市コミセン
●市コミセン☎54・３１６１

赤ちゃんとの絵本の楽しみ方

内容　絵本の楽しみ方やお家でできる
わらべ歌や手遊びについてお話
します。

対象　０～２歳児の保護者、妊婦
日時　2月10日㈬、10時30分～11時

30分
場所　1階多目的ホール
定員　10組（先着順）
申込　電話・Eメール
miraion-tosyokan@miraionlibrary.jp

懐かしい音楽を楽しむ会
「ナレーションと歌謡曲」

内容　昭和初期の歌謡曲とそのナレー
ションの音源を聞いて楽しむ講
座です。

日時　2月25日㈭、11時～12時
場所　1階多目的ホール
定員　30人（先着順）
申込　窓口、電話、QRコード

法テラス市民公開講座

内容　エンディングノート、遺言など終
活に関することを、弁護士がわか
りやすくお話します。

日時　3月6日㈯、14時～15時
場所　1階多目的ホール
申込　電話・ファクス・Eメール（2月1日

㈪受付開始）

子育て世代のお金の話

内容　教育資金や社会保障制度など、
子育てに関わるお金について、分
かりやすくお話します。

日時　3月10日㈬、10時30分～11時
場所　1階多目的ホール
定員　20人（先着順）
申込　電話（2月1日㈪受付開始）

野菜作りのコツと裏技（春作業編）

内容　野菜作りのコツや裏技を、本やデ
ータベースを使って分かりやす
くお伝えします。

日時　3月11日㈭、11時～12時
場所　1階多目的ホール
定員　20人（先着順）
申込　電話・ファクス・Eメール

大村市産業支援センター(O-biz)
無料経営相談会

内容　ビジネスに関するさまざまなサ
ポートを行っている公的相談所
の出張相談会です。

日時　2月18日㈭、①13時～②14時
30分～③16時～

場所　2階会議室
申込　電話・ファクス・Eメール
●大村市産業支援センター（O-biz）

☎47・6377　 47・6388
info@omura-biz.com

夜のスマホマクールカップ G1 第67回
九州地区選手権 スポーツ報知杯

浜名湖 浜名湖  G　2　芦　屋
浜 名 湖 多摩川 平　和　島 尼　　　崎

びわこ 常　　　　滑 福　　　　岡 児　島 江 　戸　 川 戸　田
江　戸　川 児  島 江    戸    川 宮  島 福　　　　岡 多 摩 川

福　　岡 児島 戸田 戸     田 戸     田 戸 田 戸田 児　島
尼　崎 平  和  島 宮島 宮島 浜名湖 常滑 尼　　　　崎 宮　島
唐　　　津 芦　　　屋 唐　　　　津 鳴　　　　門 徳　　　  山

鳴門 徳　　　　　山 鳴　　　門 芦          屋 唐　　　　　津 鳴　門
桐　生 蒲　　　郡 丸亀 G1四国地区戦（丸亀） 住　　之　　江

下　　関 住　　之　　江 下　　　　関 桐　　　生  Ｇ　3　蒲　郡
住之江 桐　　生 蒲　　　　郡 住之江 下　　関
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G1中国地区戦（徳山）G1東海地区戦（津）
G1近畿地区戦（三国） G1関東地区戦（多摩川）

G1戸田

はじめてでも簡単！
キャラ弁講座PART4

内容　毎年好評の「キャラ弁講座」。今回
は「ミニオンズ」をテーマに色鮮
やかなお弁当を作ります。

日時　2月27日㈯、10時30分～12時
30分

場所　プラザおおむら
定員　16人（先着順）
申込　電話
料金　お弁当１個につき500円
持参　子ども用弁当箱・エプロン・三角

巾・手拭きタオル・子ども用ス
リッパ

JICA海外協力隊講演会
～長崎から世界へ～

内容　長崎出身の元青年海外協力隊員
の講演会です。

日時　2月11日㈭㈷、14時～16時
場所　プラザおおむら
定員　50人（先着順）
料金　無料
申込　予約フォーム・電話・Eメール（氏

名・電話番号・メールアドレス）
〆切　2月10日㈬

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、イベントの中止、変更になる場合があります。

1月14日現在の情
報です。最新の情報
はこちら▶

日　時 内　　容
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