
 

大村の情報が行き交う「たまり場」に。

ゆーず⼤村ゆーず⼤村
⼤村市をより楽しくするためのWEB情報マガジン

携帯でもチェック︕
定期的に紙マガジン
も発⾏するから、
最新情報を⾒逃す事
も無くなります♪

ゆーちゃん　ゆーくんゆーちゃん　ゆーくん

⼤村市を中⼼に⻑崎県央の
グルメ・イベント・ローカル情報

を発信します。
2020年10⽉配信開始!!
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大村で遊びたい「遊具がある公園」

ホームページ
ゆーず大村

ゆーず大村の公式SNSでは最新情報を配信中！！

https://us-marketing.net/

「ゆーず⼤村」で検索︕

ゆーず⼤村magazine8⽉号(vol.6)2021年8⽉1⽇発⾏ 発⾏︓Uʼs marketing

⼤村市久原2丁目の住宅街の⼊り⼝に位置する
【久原公園】は駐⾞場も完備され、遊具もある
充実した公園になっています。
国道に隣接していることもあ
り、アクセスが良いのもおす
すめポイントの⼀つです。︕

〶⼤村市久原２丁目1201-3

⼤村市東野岳町にある野岳湖公園
にあります「⾃然公園トリム広場」
アスレチックもたくさんあります
ので、⼦ども達の絶好の遊び場に
なると思いますので、皆でお出か
けしましょう︕

野岳湖公園

「⽵松本町公園」は⽵松駅から
徒歩2分程度の場所に⽴地しており、
電⾞から降りた⽅々の休憩に最適の
場所です。遊具も置いてあり、お⼦
様も退屈せずに遊べそうです。

〶⼤村市⽵松本町958-1

⼤村湾に⾯した⼤村では、海に⾯した公園・⼤村
湾を⼀望できる公園がたくさんあります。今回は
⼤村の「ひんやり」スポット特集︕地元に住んで
いるけど、あまり⾏った事がないという⽅々も多
いですので、あまり遠くへ⾏けない今だからこそ
地元の観光スポットへおでかけしてみてください。

⼤村で唯⼀の海⽔浴場「松原海⽔浴場」

スマホで詳しくチェック︕ ➡

⼤村市宮⼩路3丁目にある遊具も
広場も充実の「宮⼩路公園」は、
住宅街の中にある公園では⼤村
でも⼀番広いのではないか︕
(未確認ですが…笑)と思うほど
広い公園です。

〶⼤村市宮⼩路3丁目1368-1

⼤村中学校近くのちょっと
⼤きめの公園で、駐⾞場もあり
アスレチックあり、滑り台あり、
広場あり遊具あり、何とも素晴
らしい公園です。お弁当を持っ
て⾏ったり、お菓⼦を持って⾏
ったりして⼀⽇中遊べちゃうか
もしれません︕

〶⼤村市⾚佐古町154-1

赤佐古公園

アーケード近くにあり国道からも
近く、アクセスが良い公園です。
公園内も広く、遊具や椅⼦なども
充実しているので、お⼦様と遊び
に⾏ったり、休憩しに⾏ったりと
⽤途は様々ですね︕

宮小路公園 久原公園

竹松本町公園

〶⼤村市東野岳町1097-1

〶⼤村市⻄本町493-2

シャワーも

完備です♪

漁船が⾒られる「寺島公園」

懐かしい感じ

の雰囲気です♪

海に近く遊具もある「新城公園」

公園の目の前

がすぐ海です♪

海に⾯した「松原しおさい公園」

目の前がすぐ

海ですよ～♪

SNS映え間違い無し「ガラスの砂浜」

手に取って見る

と綺麗ですよ♪

空港から⼀番近い公園「森園公園」

海沿いからは

空港も見えます
♪

「アナザーレンタカー」で旅に新しい光景を。

大村市箕島町593長崎空港第2ビル内
☎ 0957-47-8190
8:00～20:00 ※変更になることもあります

長崎空港第2ビル内に店舗を構えオープン
カーや電気自動車、外国車を中心に高品質

でユニークな車種を取り揃え

ております。いつもとはちょ

っと違う感動を味わえる、特

別なドライブをお楽しみいた

だけます。

伊勢町公園

夏休みは、公園でお子さんと思いっきり
遊びましょう！(人との距離には気を付けて)

ゆーず大村magazine

では情報を掲
載したい

お店さん大募
集！

【こんなお店(会社)さんにオススメ】

・若い年齢層に向けて情報を発信したい
・⼤村に住んでいる⼈に発信したい
・新聞折込の反響が減ってきた
・求⼈情報を掲載したい⽅
・ポスティングを検討している...等々

▶InstagramのDMからもお問合せ可能検索ゆーず⼤村 掲載 ➡

１枠5,000円～と掲載

しやすい金額
設定です♪

詳細は検索！

広 告 募 集

近くには「松原しおさい公園」
もあり、海でも遊べて、公園の
遊具でも遊べる、夏にはちょっと
したテーマパークになりますね!!
（⼤村市松原2丁目5番地2）

⼤村市久原1丁目の海のすぐそば
にある「寺島公園」からは漁船が
たくさん⾒え、遊具も豊富で、
⼦どもも楽しめる公園です。
（⼤村市久原1丁目140）

インターナショナルホテル様の裏
⼿にある「新城公園」海の匂いを
感じながら、お散歩がてら、⾜を
運ぶのも楽しそうです。
（⼤村市杭出津1丁目940-1）

松原にある「松原しおさい公園」で
は、釣りもでき、遊具も揃っていて、
⼣⽇もきれいで、密かに写真撮影ス
ポットにもなりますよ!!
（⼤村市松原本町170）

森園公園すぐ近くの「ガラスの砂浜」
ガラスがキラキラと光ってキレイで
すよ︕皆さんもカメラを持って、お
気に⼊りの1枚を撮りに⾏きましょう。
（森園公園すぐ横）

広⼤な広さがある「森園公園」か
らは空港がはっきりと⾒え、さら
に⾶⾏機の離発着も⾒えます。
（⼤村市森園町1484）

子ども達は思存
分

遊べちゃいます
!!

JR竹松駅から

すぐ近くの公園
♪ 園内が広く、様

々な

遊びができそう
♪

展望台からは大
村

湾が見えますよ
！

遊具が豊富な、楽しい
公園になっています♪

駐車場も完備
されてますよ～

※料金は公式HPをご確認ください。



某電話・チャット占いデビュー3か⽉で約500⼈の実績。5,000⼈以上の鑑定⼠ランキングでチャット部門
3位を獲得。デビュー鑑定⼠総合ランキング1位の認定エンジェルカードリーダーTM Ririmuちゃんによる
「幸せになる誕⽣⽉占い」ホームページも覗いてみてください。

～セラピスト山崎智子さん毎月のコラム～《 8月の幸せになる誕生月占い 》

1月

2月

４月

５月

３月

８月

６月

７月

９月 12月

11月

10月少しず色々と変化して行く時。腰が重いも
の程幸運があります！思い立ったら即行動。

人間関係で悩んでしまいそう。自分と向
き合ってみるといい時。こういう時でも助
けてくれる人が近くにいます。

環境が変わったり新しい何かが始まりそう
です。下調べを入念に、用心深く行動して◎

運気アップの兆し。自然の中に行くことで
さらにパワーアップします！

心配事や悩み事から解放されそうです。
心も体も元気を取り戻して行きそう！

流れに身を任せる事も必要な時。今の頑
張りは後々評価に繋がります！

直感や勘が冴え渡ります。放置していた
事をやり切る事で動き出します。

恋愛運が良好！積極的に行動して◎誤解
などがあった人は解けてまた仲良くでき
そうです！

１人の時間を大切にして吉。感情の浮き
沈みがあった人も落ちついて来そうです。

運気は安定の時。信じる事で心も安定し
運気も回転して行きます！

普段自分が選ばない方を選ぶと思わぬ
いい事がありそうです。良い事があったら
人にお裾分けをして◎

感情のコントロールをして◎自分の好き
な事をたくさんして心の健康を保って下
さいね。

夏休みは体を整える絶好のチャンス！
今年の夏休みはまだまだ外出に、不安がありそうですね。そんな時はおうち時間を体を整える時間に変えましょう♪ 体を変えるためにはやっぱり⾷事︕
旬のものには栄養もいっぱい🎵 おうち時間でお料理に挑戦して旬のものをたくさん⾷べましょう(^^)またいつも外にいる時はマスクで体は酸⽋状態︕︕
酸素は栄養をくっつけて運ぶ役割も持ってます。酸⽋は栄養を運べない事にも繋がり免疫⼒の低下にも繋がるとの指摘も多くありますね。
なので、おうち時間はマスクをはずしてしっかりと深呼吸をして酸素をたくさん取り込みましょう🎵 また⽇光にも少しは当たりましょう(^^)
⽇光に当たることで体内時計が調い夏休み明けのダルさが軽くなりますよ♪こんなに暑い夏は、ペパーミントのオイルがおすすめ(^^)
ペパーミントのメントール成分が呼吸を楽に、さらに涼感ももたらしてくれます✨冷房で体を疲れさせないために⾃然なもので体を整えていきましょう (^^)

 
⼤村市のアロマ＆デトックスサロン〜爽〜を拠点に九州各地で制限しないがモット
ーで妊活、ダイエット、対⼈、仕事関係などの相談にのっているママセラピスト⼭
崎智⼦です。SNS苦⼿ですが思ったことや⽇々の喜びを頑張って書いてます(^^)/
少しでも皆さんの⼼が楽になるきっかけが⾒つかるといいな(^^♪

Ririmuちゃんのサロン 検索 ➡

2019年改装リニューアルして「理容しのだ」から 「cutball 」へ︕
全て個室となりましたので周りの⽅の目を気にする事なく

リラックスして過ごせます。
地域に愛されて20年以上♪

諫早市周辺にお住まいの⽅を中⼼に
男⼥、年齢を問わずたくさんの⽅に通っていただいております。

スタッフとお客様の笑顔があふれる理容室「cutball」

エイジレスな美しさを求めて。最後に選ぶ美容液。

まったく新しいスキンケアコスメ。ヒト脂肪細胞順化培養液エキス配合

（保湿成分）の日本製幹細胞コスメ「Bible GLOSS FACTOR」。
美肌力を引き出し、キメを整えて、肌の内側からハリ感アップをサポート。

Bible GLOSS FACTOR
HERB ESSENCE バイブルグロスファクターハーブエッセンス

・ヘッドスパ

・カット

・カラー

・パーマ

・縮毛矯正

・アンチフリッツ

・シェービング

・エイジングスパコース　

￥3,500～
￥3,500～
￥8.500～
￥9,000～
￥11,000～
￥7,500～

￥3,300～

お顔剃りエイジングコース
＋ヘッドスパ(90分)

ヘッドスパとエイジングエステを
組み合わせたコース(80分)

・お顔剃りエイジングスパコース

￥8,000～

￥9,000～

お家でのお手入れまでワンストップサービス!! 当店ではお店でのケアの後、お家でお手入れできる
美容液等も販売しております。

自分への感謝のプレゼント！

店主おすすめ「究極の癒し」… 頭⽪のクレンジングをして、シャンプー、頭⽪マッサージ♪
                 是非寝てください、究極の癒しです︕男⼥OK︕

諫早市多良⾒町⽊床町859-5
営業時間:9時〜18時
連絡:0957-43-4933

メニュー

【HAIR SPA ESTHE CutBall】
◇予約優先/平日19時まで営業 ◇駐車スペース完備
◇傷みにくいカラー剤を採用 ◇女性お顔剃りエステ

メンズ
レディース
それぞれの
個室を完備

抹茶あずきパフェ

マンゴー果肉入りパフェ
かき氷にまで味がついており、
抹茶あずきと、マンゴーを最後
まで堪能できる一品です♪

各 ￥600

⼤村市古賀島町111-14
TEL︓0957-54-8814

営業時間︓10時〜17時
定休⽇︓⽇⽉祝定休、他不定休あり
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エスニック系のカフェが提供する本格的なパフェ //夏の
限定
品

商品だけ購入大歓迎!ビフォーアフター
のお試しもできます！びっくりするかも!!

クロス(壁紙)・カーテン取付等の室内工事はおまかせ！！

室内⼯事といっても様々ですが、イン
テリア鶴新では、「クロス(壁紙)の新
調・補修」、「カーテンレール等の取
付」、「ブラインドやロールスクリー
ンの取付」、「クッションフロア施⼯」
等が主な内容になります。まずはお⾒
積りからさせて頂きますので、お気軽
にご相談ください。こんなデザインの
クロス（壁紙）、床のデザインは無い
かな…などのご相談でもOKです︕

■⼤村市植松1丁目 ■TEL︓090-1082-7726
■営業時間︓9時〜17時 ■定休⽇︓不定休

ゆーず大村を見たとお電話
ください。お見積りは無料で
すのでお気軽に♪

インテリア鶴新

⼤村市諏訪1丁目 価
格

万
円2,299新築

■JR諏訪駅まで徒歩5分（約400m）
■駐車4台可能 ■インナーバルコニー

【物件概要】■物件価格/2,299万円■交通/JR⼤村線「諏訪駅」まで徒歩5分■⼟地⾯積/159.94m2
（登記）■建物⾯積/98.82m2（登記）■私道負担・道路/無、北4.4ｍ幅●築年⽉/2021年4⽉完成
■⽤途地域/第⼀種中⾼層●構造/⽊造2階建て●設備/九州電⼒、公営⽔道、本下⽔、都市ガス
■引き渡し/即時●建築確認番号︓第R02SHC126147号●取引形態/仲介

TEL:0957-53-2244

諏訪駅まで徒歩5分！都市ガス、新築分譲住宅のご紹介です☆
内覧予約受付中です♪お気軽にハウスパートナーまでお問合せ下さい！

月々のお支払い例

月
々 48,714円

※2299万円借入、35年返済、金利
0.75％、ボーナス払い500万円

地方銀行で借入の場合

//

【@yamato-o】メッセージを送信下さい

住宅

/

【物件概要】●物件価格/2,399万円●交通/JR⼤村線「⽵松」駅徒歩20分
●⼟地⾯積/131.45m2（登記）●建物⾯積/90.72m2（登記）●私道負担
・道路/無、北東4.9ｍ幅●完成時期（築年⽉）2021年3⽉●⽤途地域/第⼀
種住居●構造/⽊造2階建て●設備/九州電⼒、公営⽔道、本下⽔、オール電
化●引き渡し/即時●建築確認番号︓第R02SHC120113号●取引形態/仲介

大村市内の厳選物件情報

【⽉々の返済例】
48,714円

地⽅銀⾏2399万円借⼊、35年返済、変動⾦利0.75％、ボーナス払い600万円
（ボーナス⽉加算額97,615円）諸経費は別途かかります※融資条件も異なり
ますので詳細はお問合せください。

紹介可能！100件以上
⼤村市原⼝町
新築住宅 2,399万円(税込) オンライン⾯談可能︕

株式会社 陸⾃不動産 お問い合わせ︓ 
【宅建業免許番号 ⻑崎県知事(1)第004096号（公社）⻑崎県宅地建物取引業協会会員（⼀社）九州不動産公正取引協議会加盟

営業時間︓10︓00〜19︓00 / 定休⽇︓毎週⽔曜⽇(⽔曜もご案内可能) ⻑崎県⼤村市⽵松本町840-9 2F
080 - 1777 - 3622 

■スーパー（かとりストア）まで徒歩約1分■下原⼝公園まで徒歩約3分
■⼗⼋親和銀⾏⽵松中央⽀店まで徒歩約3分■富の原⼩学校まで徒歩約12分

⾃衛官の⽅以外
 でも、ご相談
 ⼤歓迎です︕

新築⼾建

中古⼾建

⼟ 地
売却相談

不動産の事なら何でもお任せ︕

詳しい新築住宅の資料や
⼟地の場所だけ知りたい
等のお問合せに⼈気です︕

zoomやLINEでのご相談も対応して
おります。お気軽にお申しつけ下さい。

ゆーず⼤村を⾒た
と問合せ下さい。
ホームページ
では他の物件
も掲載中です➡

--- 陸⾃不動産のご案内 ---
◆圧倒的な経験値で住宅ローンの相談
 を伺います。
◆⾃⼰資⾦0からの住宅購⼊できます︕
◆即⽇案内可能です。
◆お客様のご都合に合わせて「知りた
 い情報だけ」というご案内も可能です。

セラピスト山崎智子

4LDK
オール電化


