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空の日フェスタ in NAGASAKI

10月1日土
9:30～15:00

長崎空港

さまざまな空港が体験できる
イベントのほか、恒例の制服
試着会や航空教室などもりだ
くさん！新たに整備された「花
文字山誕生祭」も同時開催！

■長崎空港事務所☎6151■長崎空港事務所☎6151

大村城下町灯籠まつり

10月6日木~8日土

10月

15日土~18日火

17:30～20:30
旧楠本正隆屋敷

灯籠を灯してライトアップさ
れ、幻想的な庭園に。期間中
は、お茶会やミニライブを開
催します。（入場料 大人200円、
小・中学生100円）

琴平スカイパーク花いっぱいイベント

10月9日日

10月9日日

9:00～15:00
琴平岳展望所

琴平スカイパークを花いっぱ
いに！花壇の植え付け体験や
子どもたちが楽しめるイベント
がいっぱいです。来園者には
球根のプレゼントも。

■琴花園☎8121■琴花園☎8121

ねんりんピック長崎 2016
大村では、3種目を開催。詳し
くは、綴じ込みのチラシをご覧
ください。

市ホームページの左側中央に設置。詳し

いイベント内容を掲載しています。

■ねんりんピック推進室☎3070

もりぞの花フェス

鈴田ふれあい祭り

10月23日日

10月23日日

9:00～15:00
鈴田小学校

鈴田地区の秋まつり。地域の
敬老会や例大祭、文化祭を
集約し、盛大に開催します。舞
台発表や農産物の即売会な
どでにぎわいます。

みうら勘作まつり

9:00～17:00
三浦かんさく会館

三浦地区の秋まつり。「勘作
さん」をモチーフに収穫の秋
を祝います。地域一体となっ
て伝統芸能の披露や舞台発
表、物産販売などを開催。

おむらんちゃん生ごみリサイクル・食育健康フェア

11月5日土
10:00～16:00

ボートレース大村

環境保全に取り組むボラン
ティア団体が出展するさまざ
まなブースで、環境や食育へ
の理解を深め、ご家庭で実
践してみましょう。

■環境保全課（内線143）■環境保全課（内線143）

市民スポーツ大会

開会式 9:00～
市内各所

・ソフトボール（野球場・森園運動広場）

・バレーボール（シーハットおおむら）

・ソフトバレーボール（　　〃　　  ）

・ゲートボール（浄水管理センター）

・グラウンド・ゴルフ（陸上競技場）

■地域げんき課（内線187）■地域げんき課（内線187）

おおむら秋まつり & ご当地自慢グルメフェア in おおむら

市民文化祭
11月3日木㊗

10月1日土～11月27日日

10:00～15:00
さくらホール駐車場

「ご当地自慢グルメフェア」同
時開催！そのほか、郷土芸能
の披露やダンスバトル、特産
品の販売など、文化・食欲の
秋をご堪能ください。

牧場まつり

11月6日日
10:00～14:00

高良谷牧場

安全・安心な大村産畜産物
の「地産地消」を推進する交
流イベント。乳しぼり体験やお
いしい大村産畜産物の販売・
試食コーナーもあります。

文化・芸術の秋を楽しもう！

10月

22日土・23日日

森園公園におしゃれなお庭
が広がります。詳しくは、24㌻

（裏表紙）をご覧ください。
■河川公園課（内線436）

おおむら健康・福祉まつり
子どもからお年寄りまで、楽し
く健康づくりや福祉活動を体
験できる催しがもりだくさん。
■国保けんこう課（内線152）

農林水産まつり「海と大地の感謝祭」
市内の海や大地の恵みが大
集合！新鮮な農林水産物の
即売やイベントを開催。
■同実行委員会☎8010■市文化協会（文化振興課・内線369）

それぞれの秋を

　お楽しみください。

11月27日日
10:00～15:30

JAながさき県央大村中央支店周辺

11月13日日
10:00～15:00

シーハットおおむら

イベントカレンダーをチェック！

10月1日土～2日日
10：00～17：00　市コミセン

市民いけばな展

10月2日日
10：00～15：00　市コミセン

市民茶会

11月27日日
13：30～16：00　さくらホール

市民音楽祭

［第37回］

10月17日月
10：30～15：00　郡コミセン

謡曲秋季大会

11月12日土～13日日
9：00～17：00　中地区公民館

寒蘭展

（26日は13：00～）

11月26日土～27日日
9：00～17：00　　　　　　市コミセン

寒蘭二次展

10月30日日
12：30～16：30　さくらホール　　

舞台芸術祭

入場料200円（高校生以下無料）。市内で活動
する団体が、日ごろの稽古の成果を披露します。

11月14日月～20日日
9：00～18：00　市コミセン

部門は、洋画・日本画・書・写真・彫塑工芸・デザ
イン。作品の応募方法は、14㌻をご覧ください。

市美術展覧会

11月23日水㊗
10：00～17：00　市コミセン

部門は、俳句と短歌。作品の応募方法は、14㌻
をご覧ください。

文芸大会
■観光コンベンション協会☎3605■観光コンベンション協会☎3605■同祭り実行委員会（鈴田住民センター）☎2023■同祭り実行委員会（鈴田住民センター）☎2023

■同まつり実行委員会（三浦住民センター）☎6475■同まつり実行委員会（三浦住民センター）☎6475

■おおむら秋まつり協賛会☎4222■おおむら秋まつり協賛会☎4222

■同まつり実行委員会（農業水産課・内線253）■同まつり実行委員会（農業水産課・内線253）
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