
平成２８年６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

4 土 11:00

11 土 11:00

18 土 11:00

19 日 14:00

22 水 11:00

11:00

14:00

日 曜日 開始時刻

　　　”返却しおり”イラスト大募集！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募用紙は図書館に備えてあります（詳しくは図書館まで）

11 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～

　おはなしのじかん

　おはなしのじかん

　郷土史を学ぼう会

～６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、５月１２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

25 土

●休館日・・・６月６日（月）・１３日（月）・２０日（月）・２７日（月）・３０日（木）資料整理日

　おはなしひろば

　大人向け映画会「一命」（134分）

　おはなしのじかん０．１．２

　　「深溝世紀」　　　　　　　講師　  松尾　卓次　先生

　　「孝子安永安次」　　　　講師　　林田　秀晴　先生

     ～ 6月　有明図書館 行事予定表 ～
有明町大三東戊１３８２ 　☎　０９５７－６８－５８０８

※この予定表は、5月12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 備　考

14:30

　●休館日・・・　６月１日（資料整理日）・７日(火） ・１４日(火） ・２１日(火） ・ ２８日(火） ・ ３０日（資料整理日）

　おはなしのじかん

6/2～6/29

　ちいさなおはなしかい 絵本コーナー

25 土 絵本コーナー



日 曜日 ホール 開演

１～２ 水～木 展示ロビー

４～５ 土～日 展示室Ａ・ロビー

9 木 中ホール 13:30

１０～１１ 金～土 小ホールＡ

11 土 大ホール 13:20

１１～１２ 土～日 中ホール

中ホール
展示室
Ａ・ロ
ビー

16:30

小ホールＢ

中ホール

小ホールＢ

17 金 中ホール 19:00

18 土 大ホール 18:30

20～30 火 展示室Ａ・ロビー

22 水 中ホール 19:00

26 日 小ホールＢ

レディスアデランスおためしフェア ㈱アデランス九州営業部

島原文化会館行事予定表

長崎県島原市城内一丁目１１７７の２

TEL：　０９５７－６２－２１１１

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

行事（催物） 主催者

仏壇仏具展示販売 ㈱うえき仏壇

きになる日立のきになるフェアー 日立コンシューマ・マーケティング㈱

全国安全週間説明会 (一社)長崎県労働基準協会島原支部

九州福祉学院

島原高校・１学年・進路講演会 長崎県立島原高等学校

2016年夏の大商談会 東芝コンシューママーケティング㈱

ドリコムセミナー
２０１６国公私立大学・短期
大学・専門学校進学ガイダン
ス

㈱メディアトレンド

参議院議員選挙投票所 島原市選挙管理委員会事務局

島原子ども狂言・ワークショップ 島原市・島原市教育委員会

福岡医療専門学校・出張学校説明会 福岡医療専門学校

14 火

※行事内容や時間等は5月8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。

休館日：　6月6日（月） ・ 13日（月） ・ 20日（月） ・ 27日（月） 

島原市保育会 島原市保育会研修部

劇団東演『検察官』 島原市民劇場

介護福祉士受験対策勉強会 九州福祉学院

15 水
進学相談会 スクールサポート九州㈱

ケアマネージャー受験対策勉強会

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合せください。

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


日 曜日

17 金

26 日

29 水

体育館 島原市スポーツ課

霊丘地区町内対抗バレーボール大会

月例射会 弓道場 島原市弓道協会

体育館 霊丘地区町内会連絡協議会

がんばらんば体操教室

６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、５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

11 土
体育館 島原市中学校体育連盟

武道館 島原市中学校体育連盟

島原市中学校体育大会　バスケットボール競技

島原市中学校体育大会　剣道競技

12 日
体育館 島原市中学校体育連盟

武道館 島原市中学校体育連盟

島原市中学校体育大会　卓球競技

島原市中学校体育大会　柔道競技

体育館
武道館

体育館 島原市バレーボール協会

19 日

島原市バレーボール総合選手権大会

-ワックス塗布（全面利用できません）

　　　　　　午前１０時３０分から１２時まで

弓道教室　６月３日、７日、１０日、１４日、１７日、２１日、２４日、２８日

水中ウォーキング教室　６月４日、１１日、１８日、２５日

島原市立温水プール自主事業　【ジュニア水泳教室】　開催のお知らせ

　　　　　　午前１０時３０分から１２時まで

参加料　 　　　５００円（スポーツ傷害保険料を含む）

申込期間　　  ６月２２日（水）から７月１９日（火）　※定員になり次第締め切ります。

申込方法　　　温水プールに備え付けの申込書に必要事項を記入し、参加料を添えて申込み下さい。

申込・問い合わせ　　島原市立温水プール電話６３－４３１４（毎週月曜日は休館です。）

期　間　　　　　第一回　　７月２１日（木）２２日（金）２３日（土）２５日（月）２６日（火）全５回　　　　

　　　　　　　　　第二回　　８月　１日（月）～８月　５日（金）全５回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対　象　　　　　第一回　泳力２５ｍ未満の島原市の小学２年生から６年生

　　　　　　　　　第二回　　泳力２５ｍ未満の島原市の小学１年生

募集人数　　　第一回　８０人　　　　　　第二回　３０人



電話　０９５７－６４－６２５６　

曜日 施設名 主催者

土 陸上競技場 島原市営陸上競技場

日 庭球場 島原テニス協会

土・日 陸上競技場 島原市中学校体育連盟

土・日 庭球場 島原市中学校体育連盟

月 陸上競技場 九州高等学校体育連盟

木 陸上競技場 島原市中学校体育連盟

土 陸上競技場 島原市営陸上競技場

日 陸上競技場 長崎県サッカー協会

 　　島原市営陸上競技場では、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。
　

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28年4月1日から8月末日までの予定

行　事　名

　ジュニア陸上教室  （第１回：14時～16時）

　第27回長崎県サッカー選手権大会

11・12

20

　島原市中学校体育大会　ソフトテニス競技

　全九州高等学校体育大会　サッカー競技

日

※この予定表は、５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。

６月 島原市営陸上競技場等行事予定表
http://rikujyou646256.blog42.fc2.com/

5

23

　第40回島原選手権ダブルス大会

　島原市中学校体育大会　陸上競技

25 　ジュニア陸上教室　（第2回：14時～16時）

4

26

11・12 　島原市中学校体育大会　サッカー競技

 ★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～

６月６日、１３日

２０日、２７日

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


日 曜日 催し期間 開始時刻 主催者

3 金 雲仙・普賢岳噴火災害２５年犠牲者追悼式 当日のみ 10:00 島原市

4 土
第６８回長崎県高等学校総合体育大会
（サッカー競技）

当日のみ 9:00 長崎県高等学校体育連盟

島原市中学校体育大会
（バレーボール競技）

ー 島原市中学校体育連盟

九州大学サッカートーナメント ー 九州大学サッカー連盟

18 土
平成２８年度全九州高等学校体育大会
（サッカー競技）

１９日まで ー 九州高等学校体育連盟

19 日
第４２回島原市保育園保護者会連合会親睦
バレーボール大会

当日のみ 9:00 島原市保育園保護者会連合会

22 水 社会保険事務算定基礎説明会 当日のみ 9:00 諫早年金事務所

26 日
安中地区町内対抗
バレーボール・グラウンドゴルフ大会

当日のみ ー 安中地区町内会連絡協議会

28 火 平成２８年度島原半島建設業合同安全大会 当日のみ 10:00 長崎県建設業協会島原支部

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

★休館日・・・６日（月）・１３日（月）・２０日（月）・２７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５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、御了承ください。

6月 　　　島原復興アリーナ行事予定表

行    事

11 土 １２日まで



この予定表は５月１３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。

日 曜日 開始時刻

17 金 19:00

22 水 19:00

24 金 13:30

29 水 19:00

島原半島認知症対応型

共同生活介護事業所

連絡協議会

有明文化会館 （グリーンウェーブ）行事予定

☎　０９５７－６８－５８００

使用施設 催し物名 主催者名

多目的ホール 研修会

http://greenwave685800.blog18.fc2.com

休館日：　７日・１４日・２１日・２８日（火）

多目的ホール 在宅医療推進についての講演会
島原市医師会在宅医療

相談センター

多目的ホール

平成２８年度

農薬安全対策講習会

並びに農薬管理指導士更新研修会

長崎県農業経営課

中学３年生および保護者への

学校説明会
長崎県立島原工業高等学校多目的ホール

☆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・講演会・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）

など、さまざま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。

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

