
平成２８年４月 

 

島原図書館、有明図書館、島原文化会館、有明文化会館、 

霊丘公園体育館・弓道場、陸上競技場、島原復興アリーナ 

 
★ イベントについて詳しくお知りになりたい場合は、主催者又は、該施設へ 

お尋ねください。 

★ この情報は主催者の都合により変更になる場合がありますのでご了承ください。 

★  島原イベント情報は、ホームページからも閲覧、ダウンロード出来ます。 

 

～ 発行：（一財）島原市教育文化振興事業団 ℡.０９５７－６８－５１３３ ～ 

http://skbi.jp/ 



日 曜日 開始時刻

2 土 11:00

9 土 11:00

16 土 11:00

11:00

14:00

27 水 11:00

30 土 11:00

日 曜日 開始時刻

　”こんねクイズ”にチャレンジ！

                                                                 ～図書館や本に関するクイズを解いて、全問正解をめざそう！～

9 土 14:30

　～ボランティアグループ「こんね」の皆さんによるおはなし会～

～ 4月　島原図書館 行事予定表 ～

島原市城内1丁目１２０２ 　☎　０９５７－６４－４１１５

※この予定表は、3月4日現在のものです。都合により変更になる場合がありますので、ご了承ください。

行　　　　　事

　おはなしのじかん

絵本コーナー

●休館日・・・４月４日（月）・１１日（月）・１８日（月）・２５日（月）・３０日（土）資料整理日

　おはなしのじかん

     ～ 4月　有明図書館 行事予定表 ～
有明町大三東戊１３８２

　おはなしのじかん

　おはなしのじかん０．１．２

　　「深溝世紀」　　　　　　　　　 　　　　　　　   講師　  松尾　卓次　先生

　たんぽぽおはなし会

絵本コーナー

23

土23

　おはなしのじかん

　　　　開講式

　郷土史を学ぼう会

土
　春のスペシャルおはなし会

　☎　０９５７－６８－５８０８

※この予定表は、３月３日現在のものです。都合により変更になる場合がありますので、ご了承ください。

14:30

　　●休館日・・・　４月５日(火）・１２日(火）・１９日(火）・２６日(火）・３０日（資料整理日）

行　　　　事 備　考

4/23～5/8

　ちいさなおはなしかい



島原文化会館行事予定表
ＴＥＬ

日 曜日

火 平成２８年度長崎県産業支援制度説明会 中ホール

23～
24

土
～
日

タカラフェアin島原 中ホール

長崎県島原市城内1―1177―2

島原金剛会春の会 中ホール 島原金剛会

http://bunnkakaikann622111.blog28.fc2.com/

公明党第二総支部

0957-62-2111

中ホール 11:00 島原市市長公室1 金

※４月の休館日（月曜日） 4・11・18・25

島原市表彰式

3

ソワード（株）

日

13 水 梅沢富美男座長襲名披露公演 大ホール

時局講演会 大ホール

9 土

10 日 宝海劇団 大ホール 宝海劇団

主　催　者行　　事　　（　催　　物　） 開　演ホール

昼の部１４
時夜の部１

８時

※この表の作成後、主催者の都合により変更される場合がありますのでご了承下さい。

（株）よしき
15～
１７

土
～
日

16 土 劇団青年座『からゆきさん』 大ホール 18:30 島原市民劇場

17 日

タカラスタンダード
（株）

長崎県産業労働部26

コール島原４０周年記念コンサート 大ホール 14:00 コール島原

着物展示会 展示室Ａ

コンサートや講演会・研修会等の他、サークル活動など、さまざまな

活動にご利用いただけます。 詳

しくは、島原文化会館までお問い合わせください。

http://bunnkakaikann622111.blog28.fc2.com/


日 曜日

10 日

16 土

17 日

22 金

24 日

29 金

19・22・26・29
火・金

弓道場 （一財）島原市教育文化振興事業団

島原市霊丘公園体育館・弓道場

ワックス塗布（全面利用できません）

第４１回島原半島中学校卓球大会

島原市バレーボール協会

体育館 長崎県高等学校体育連盟

-

島原市バレーボール協会

会長杯争奪ママさんバレーボール大会 体育館

島原市卓球協会

ひまわりてれび
中学生男女バレーボール選手権大会

体育館

　４月　島原市霊丘公園体育館・弓道場関係行事予定表

体育館ブログ→ http://taiikukan632206.blog18.fc2.com/   　　＜☎０９５７－６３－２２０６＞

※この予定表は、　３月1０日現在のものです。主催者の都合により変更になる場合がありますのでご了承ください。

行　　　　事　　　　名 施　設　名 主 催 者

弓道場 島原市弓道協会月例射会

体育館
武道館

体育館

島原市霊丘公園体育館・弓道場自主事業
「弓道教室」

高校バレーボール春季大会

温水プール自主事業

「水中ウォｰキング教室」参加者募集

日頃運動不足を感じている方、水中で体を

動かしてみませんか。

★期 間 第一回
平成２８年５月１４日～７月１６日

毎週土曜日 １０回

★時 間 午後２時から３時まで

★場 所 島原市立温水プール

★募集定員 先着２０名

★募集期間 ４月１９日（火）～５月８日（日）

★募集対象 運動不足を解消したい方

★参加料 ２,０００円（スポーツ保険料を含む）

★準備していただくもの 水着・水泳帽子・タオル

★申込み方法 島原市立温水プールに備え付けの
申込用紙に必要事項を記入の上、
参加料を添えて直接、温水プール
へ申込みください。

※注意事項
電話での申込みは受け付けておりません。

問い合わせ先 島原市立温水プール

電話０９５７－６３－４３１４

(午前１０時から午後８時まで）

＊ただし月曜日（休場日）を除く

島原市霊丘公園体育館・弓道場自主事業

「弓道教室」参加者募集♪

初心者を対象とした「弓道教室」を開催し

ますので、この機会に体験してみませんか。

●期 間 平成２８年４月１９日～６月２８日

毎週火曜日・金曜日 ＊５月３日は休みです

●時 間 午後７時から９時まで

●場 所 島原市霊丘公園体育館・弓道場

●募集定員 先着２０名

●募集期間 ４月１９日（火）まで

●募集対象 市内に居住または通勤・通学をし
ている中学生以上の初心者

＊中学生は保護者の送迎が必要です

●参加料 ２,５００円 （スポーツ保険料を含む）

●準備していただくもの
運動ができる服装（靴下を着用のこと）

●申込み方法 島原市霊丘公園体育館・弓道場
へ直接申し込むか、電話で申し
込みください。

申し込み・問い合わせ先

島原市霊丘公園体育館・弓道場

電話０９５７－６３－２２０６

（午前９時から午後１０時まで）



電話　０９５７－６４－６２５６　

曜日 施設名 主催者

土・日 庭球場
九州高校女子研修
大会実行委員会

火・水 庭球場
長崎県ソフトテニス連盟

ＯＢクラブ

日 陸上競技場 島原市手をつなぐ育成会

土・日 庭球場 島原市ソフトテニス連盟

金 庭球場 島原市ソフトテニス連盟

　

1人 1回　　　１１０円   小 ・ 中 ・ 高校生 （個人利用）

　　　　　           休場いたしますのでご了承ください

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

　 一 般　　　　　 （個人利用 ）

休場期間　・・・　◎平成年４月１日から８月末日までの予定

 　　島原市営陸上では、小学校・中学校 ・高校の部活動練習以外にも、

　　 一般の個人利用、小 ・ 中 ・ 高校生の個人利用ができます。

行　事　名

　九州高校女子研修大会

　島原市親善交流大会

※この予定表は、３月10日現在のものです。主催者の都合により変更になる場合がありますのでご了承ください。

４月 島原市営陸上競技場等行事予定表
http://rikujyou646256.blog42.fc2.com/

5・6

23・24

　熊壮クラブ・長崎県ＯＢクラブ親善大会

　高校中地区春季選手権大会

日

2・3

29

10 　がまだすマラソン大会

 ★体力増進、健康づくりに島原市営陸上競技場で、体を動かして

 みませんか？近くには眉山治山祈念公苑やテニスコート、野球場

 があり、島原総合運動公園として親しまれています。

 ぜひこの機会に、ご利用されてみてください。

1人 1回　　　２２０円

！島原市営球場改修工事後の芝生養生のため、下記の期間中は

島原市営球場芝生養生期間の休場について

～休場日のお知らせ～

４月４日、１１日

１８日、２５日

http://rikujyou646256.blog42.fc2.com/


日 曜日 催し期間 開始時刻 主催者

1 金 第37回島原サッカーフェスティバル 3日まで 9:30 島原市サッカー協会

3 日 第6回市長杯オープンバドミントン大会 当日のみ 9:00 島原市バドミントン協会

6 水 島原市医師会看護学校入学式 当日のみ 13:30 島原市医師会看護学校

9 土 長崎県中学校剣道錬成会 10日まで 10:00 長崎県中学校体育連盟

10 日 第41回島原市民親睦サッカー大会 当日のみ 8:30 島原市教育委員会スポーツ課

16 土 第13回ブライアントカップサッカー大会 17日まで 9:00 ブライアントカップ実行委員会

17 日
長崎県高等学校男女バレーボール
春季選手権大会

18日まで ー 長崎県バレーボール協会

23 土
第24回島原半島中学校バスケットボール
春季選手権大会

24日まで 9:30 島原半島バスケットボール協会

28 木 島原幼稚園親子遠足 当日のみ ー 島原幼稚園

ひまわりテレビ杯第39回
中学生男女バレーボール春季選手権
島原大会

8:45 島原市バレーボール協会

「第6回会長杯（U-12）第１，２節」兼
「全日本少年サッカー大会島原予選リーグ」

ー 島原市サッカー協会

29 金 当日のみ

　　　島原復興アリーナ行事予定表

行    事

〈　島原市平成町２－１　ＴＥＬ 0957-64-2344　ＦＡＸ 0957-64-2455　〉

★休館日・・・4日(月）・11日（月）・18日（月）・25日（月）

☆島原復興アリーナイベント情報→http://arena642344.blog73.fc2.com

※この予定表は3月9日現在のものです。主催者の都合により変更になる場合がありますので、御了承ください。



　☎　０９５７－６８－５８００

日 曜日 開始時刻

1 金 13:30

3 日 13:00

8 金 15:00

10 日 10:00

17 日 9:30

23 土 14:00

24 日 10:00

29 金 18:00

◆入 場 料　：　無料
◆開館時間　：　９時～１７時

◆お問合せ　：　０９５７－６８－５８００(有明文化会館）

平成２８年度　農事実行組合長会議

大ホール

島原市　産業部　農林水産課

多目的ホール

大ホール

多目的ホール

ピアノ発表会 レペの会大ホール

◆休 館 日　：　毎週火曜日

カラオケ純

有明文化会館（グリーンウェーブ）行事予定
http://greenwave685800.blog18.fc2.com

この予定表は３月１４日現在のものです。主催者の都合により変更になることがありますのでご了承ください。

使用施設 催し物名

平成２８年度　教職員辞令交付式

ピアノ発表会

島原市教育委員会　学校教育課

岡崎　潤子

主催者名

縄文時代の土器製作に関わる遺構を展示しています。

多目的ホール 島原育成会 社会福祉法人　南高愛隣会

◆住　　所　：　島原市有明町大三東戊１３８２

赤い靴バレエスタジオ
島原教室

第４２回赤いくつバレエ
島原教室発表会

大ホール カラオケ発表会

縄文時代の人々の営みが現代に甦る
大野原遺跡展示館 縄文の里

ＪＯＭＯＮ no ＳＡＴＯ

大野原遺跡は、縄文時代後期から古代にかけて継続的に続いた遺跡で、島原市を代表
する遺跡です。 有明総合文化会館建設に先立つ発掘調査で縄文時代後期（約３千～４
千年前）の土器製作にかかわると考えられる遺構や大量の土器が発見されています。

☆施設利用のご案内☆

グリーンウェーブでは、コンサートや発表会のほか、会議、

研修、展示会、即売会、サークル活動（ダンス・踊り・健康体操

フラワーアレンジメント研修）など様々な用途でご利用できます。

お気軽にお問い合わせください。

休館日 ５日・１２日・１９日・２６日

http://greenwave685800.blog18.fc2.com/#

