
平成２８年７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/ 



　☎　０９５７－６４－４１１５

日 曜日 開始時刻

2 土 11:00

10:00

11:00

16 土 11:00

11:00

14:00

26 火 14:00

27 水 11:00

28 木 10:00

30 土 11:00

日 曜日 開始時刻

9 土 14:30

21 木 13:30

27 水 13:30

30 土

　　　　7/23～8/7 　夏休み図書館応援団 詳しくは図書館へ

●休館日・・・　７月５日（火） ・１２日(火） ・ １９日(火） ・ ２６日(火）・３１日 (資料整理日）

  おはなしポケット 絵本コーナー

有明文化会館
視聴覚室

　夏休みこども講座①
  「どこまで飛ぶかな～紙ひこうき作り」

有明文化会館
多目的ホール

詳しくは図書館へ

　夏休み上映会①
  「おじゃる丸～わすれたもりのヒナタ」「のっぺらぼう」（４５分）

　こんね夏まつり～
  「こわ～いおはなしかい」「工作教室」他～

   　7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、6月10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

～７月　島原図書館 行事予定表 ～

※この予定表は、6月10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

　たなばたまつりおはなし会

島原市城内1丁目１２０２

9 土
　おはなしのじかん

　おはなしのじかん

　手作り講座「こけ玉作り」　申込み制（先着２５名）　詳しくは図書館へ

　郷土史を学ぼう会

　夏休み映画会「世界のクワガタ･カブトムシ大集合」「きょうはなんてうんがいいんだろう」

　おはなしのじかん０．１．２

　　「深溝世紀」　 　　　　講師　  松尾　卓次　先生

　　「中世の島原」　　　　講師　　林田　崇　先生

　おりがみ工作教室　　　定員１0名　　　詳細は図書館へ

●休館日・・・７月４日（月）・１１日（月）・１８日（月）・２５日（月）・３１日（日）資料整理日

23 土

　おはなしひろば

　おはなしのじかん



日 曜日 ホール
開演（開
始）時刻

展示ロビー ―

2 土 中ホールロビー ―

6 水 中ホール 9:30

入場料 当日一般料金 前売割引料金

Ｓ席 2,500円 2,200円

Ａ席 2,200円 1,900円

Ｂ席 1,900円 1,600円
展示室
Ａ・Ｂ
展示ロ
ビー

10:00

27 水 小ホールＡ 13:30

31 日 大ホール 18:30

※行事内容や時間等は6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ご了承ください。

休館日：　7月4日（月） ・ 11日（月） ・ 18日（月） ・ 25日（月） 

23（金）
24（日）

あいフェス　ＴＳＵＮＡＧＵ
【内容】
ハンドメイド雑貨販売
・セラピ・占いなど

島原ボランティアガイド養成講座

【主催】
産業部
しまばら観光おもてなし
課

劇団銅鑼『はい、奥田製作所』
【主催】
島原市民劇場

22 金
劇団飛行船

マスクプレイミュージカル
「ピーターパン」

大ホール

①11:00

②14:00

平成28年度狩猟免許更新
適性検査及び講習会

【主催】
島原振興局農業企画課

島原文化会館行事予定表

長崎県島原市城内一丁目１１７７-２

TEL：　０９５７‐６２‐２１１１

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

行　事（催　物） 主催者・入場料・内容など

1（金）
～10

（日）

参議院議員一般選挙
投票所

【主催】
島原市選挙管理委員会

高齢者福祉交通利用券
交付申請の受付

【主催】
島原市福祉保健部福祉課

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

10 日

15 金

17 日

24 日

25 月

31 日

水中ウォーキング教室

ジュニア水泳教室

このシステムは、施設（体育館）の利用を希望される方々がインターネットを利用して、施設の空き状況や

長崎県弓道協会

島原市弓道協会弓道場

ワックス塗布（全面利用できません） 体育館

ねんりんピック役員研修会 体育館

-

がんばらんば体操教室 体育館 島原市スポーツ課

島原市民親睦ソフトバレーボール大会 体育館 島原市スポーツ課

月例射会

参議院選挙開票所 体育館 島原市選挙管理委員会

3 日
県下道場対抗弓道大会

体育館
弓道場

島原市弓道協会

第２９回志道館演武大会 武道館 志道館光永道場

７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、６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

※インターネットからの予約は仮予約となり、管理施設（体育館）の確認後本予約となります。

７月２１日、２２日、２３日、２５日、２６日

〈『長崎県公共施設予約システム・あいとっと』をご存じですか？〉

利用の予約ができるシステムです。

①『長崎県公共施設予約システム・あいとっと』にアクセス

②画面の方法に従って、利用登録（ユーザー登録）後、予約をして下さい。

※予約は一ヶ月先まで出来ます。

７月２日、９日、１６日

http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/gakkou/volley/sozaitext/302.htm
http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/gakkou/volley/sozaitext/302.htm
http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/gakkou/kendou/sozaitext/102.htm
http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/gakkou/kendou/sozaitext/102.htm


電話　０９５７－６４－６２５６　

曜日 施設名 主催者

日 庭球場
島原早朝ソフト
テニスクラブ

庭球場 島原市ソフトテニス連盟

陸上競技場 島原市営陸上競技場

日 陸上競技場
九州サッカー協会

九州大学サッカー連盟

土 陸上競技場 島原市営陸上競技場

土・日 庭球場 島原市ソフトテニス連盟

金～日 野球場
西日本中学

硬式野球連盟

土・日 庭球場 島原市ソフトテニス連盟

土 陸上競技場 島原市営陸上競技場

日 庭球場 島原市ソフトテニス連盟

 　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。
　

 ★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。

31

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

　県下ジュニア夏季選手権島原市予選

23・24

23

　ジュニア陸上教室　（第2回：14時～16時）

　ジュニア陸上教室　（第4回：14時～16時）

9 土

※この予定表は、６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。

７月 島原市営陸上競技場等行事予定表
http://rikujyou646256.blog42.fc2.com/

16・17

　第3回長崎国体記念大会
１（島原市内中学３年生大会）

　第19回全国親子大会・夫婦大会

22～24 　西日本中学硬式野球島原大会

3

行　事　名

　早朝テニス大会

　九州工業高校大会

10

16

　第40回九州大学サッカートーナメント大会

　ジュニア陸上教室　（第3回：14時～16時）

日

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

～休場日のお知らせ～

７月４日（月）、１１日（月）
１９日（火）、２５日（月）

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


日 曜日 催し期間 開始時刻 主催者

2 土
雲仙普賢岳災害２５周年記念事業
「自衛隊音楽隊演奏会」

当日のみ 12:30 島原市

3 日 平成２８年度第１９回九州女子サッカーリーグ 当日のみ 11:30 一般社団法人長崎県サッカー協会

ＪＡ島原雲仙電化ショー 島原雲仙農業協同組合

プリンスリーグ九州２０１６ 一般社団法人長崎県サッカー協会

16 土 長崎県下市役所対抗バレーボール大会 当日のみ 9:00 島原市役所

17 日 平成２８年度島原半島卓球大会 当日のみ 9:00 島原市卓球協会

18 月 フープリーグ２０１６ 当日のみ フープリーグ

23 土 第２２回長崎県ジュニアユースフットサル大会 ２４日まで
一般社団法人長崎県サッカー協会

フットサル委員会

31 日 第１５回会長杯オープンバドミントン大会 当日のみ 島原市バドミントン協会

〈　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）・１９日（火）・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6月１1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。

7月 　　島原復興アリーナ行事予定表

行    事

9 土 １０日まで 9:00



　



http://greenwave685800.blog18.fc2.com

この予定表は６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

2 土 13:00

6 水 14:00

15 金 10:00

17 日 10:00

21 木 14:00

22 金 12:30

23 土 9:30

24 日 9:30

25 月 19:00

　　　休館日　５日・１２日・１９日・２６日（火）

　さまざまな用途でご利用いただけます。

　お気軽にお問い合わせください。

大ホール 中・高校生弁論大会
社会を明るくする運動
島原地区推進委員会

多目的ホール 介護支援専門員　研修会
長崎県介護支援専門員
連絡協議会

多目的ホール 市長を囲む地域懇談会

　コンサートや発表会の他、会議・研修会・講演会

　サークル活動など、

多目的ホール
放課後子ども総合プランの
指導者合同研修会

島原市教育委員会
社会教育課

大ホール ピアノ発表会

秘書人事課　秘書広報班

カワイ音楽教室

有明文化会館 （グリーンウェーブ）行事予定

☎　０９５７－６８－５８００

多目的ホール 総会
長崎パーキンソン病患者と
家族と支援者の会
島原支部

多目的ホール

使用施設 催し物名 主催者名

大ホール ピアノ発表会 レガーロ・ディ・ムジカ

島原市高齢者等見守りネットワーク協議会

第１回全体会議
包括支援センター

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

