
特集●大村の夏休み！大村の夏休み！特集●大村の夏休み！

県内各地で開催！海フェスタ大村湾

時津町
●とぎつ稚魚体験放流学習会（時津町園児による体験）
9月下旬～10月上旬開催予定：大村湾（時津町浦郷）

川棚町
●海上綱引き大会
7月21日：川棚町大崎自然公園海水浴場

　長与町
●稚魚の放流体験（長与町園児による体験）
10月ごろ開催予定：大村湾（長与町斎藤郷）
●カゴ漁体験・食育事業
7月27日：長与北部地区多目的研修集会施設

東彼杵町
●里山・川・海の生き物でつなぐ大村湾
　［現地調査］10月まで：彼杵川など
　［発表会］11月9日：東彼杵町総合会館

※参加方法など、詳しくは各自治体へお問い合わせください。

親子ふれあい稚魚放流・船釣り体験

■農林水産振興課（内線251）　54・9567

●稚魚（カサゴ）の放流や船釣り体験（キス・メゴチ）

住所・氏名（ふりがな）・性別・生年月日・電話番号を記入
し、はがきかファクスで申し込み。参加費無料
親子ペア（小学生と保護者）20組（４０人）※抽選
〆切：7月16日（火）　宛先：〒856-8686（住所不要）

7月27日土 6時～10時
大村湾（臼島周辺）

親子で船釣り体験！

申 込 方 法

大村湾ZEKKEIライド2019
福祉ソフト Presents

７月１日（月）エントリー開始

■地方創生課（内線286）

●大村湾沿岸の絶景と魅力を体験できる自転車のライドイベン
ト。コースの途中にあるエイドステーションでは、参加者に地元
の特産品を振舞います。

コース：ロングコース（定員400人）、ミドルコース（定員300人）、
ショートコース（定員300人）

10月13日日 6時～
大村湾沿岸

自転車で巡る、大村湾の絶景！

■ボートレース大村☎54・4111

●カヌーや水上遊具体験
●地元長崎にゆかりのあるミュージ
シャンによるサンセットライブ
●レーザー＆音楽＆花火のスペクタク
ルショー

8月1日木 10時～
大村ボートレース場

特集●大村の夏休み！ 特集●大村の夏休み！

ボートレース大村
夏越花火大会とのコラボレーション！

●エイドステーションボランティア（業務内容：入口誘導・エイ
ド誘導・飲食物サービス・出口誘導）
●コース誘導ボランティア（業務内容：コース誘導）
対象：健康で自己管理ができる高校生以上の人
※ボランティア保険に加入します。
詳しくは、「大村湾ZEKKEIライド」ホームページへ。

ボランティアも大募集！

海がもたらす豊かな恵みを感じていただくた
め、日本財団の「海と日本 PROJECT」の助
成を受け、夏休みを中心に「海フェスタ大村
湾」を開催します。
大村湾についてたくさん学び、たくさん遊び
ましょう！
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小学生（3～5人1組）各90人
住民センターやホームページ
にある申込用紙を提出
※申込多数の場合抽選
7月12日（金）

リバーウォッチング
①8月6日火 ②7日水 ③8日木
9時30分～11時30分
①鈴田川 ②郡川 ③大上戸川

■環境保全課（内線149）

対
申

〆

どんな生き物
がいるのかな？

子ども科学館まつり
8月18日日 10時～15時
子ども科学館（プラットおおむら５階）

■社会教育課☎54・3161

科学と身近にふれ合い、実験
や観察をしながら科学の不思
議を体験します。どなたでも自
由に参加できます。

内

不思議な科学の
世界を体感！

ALTと英語を楽しむ活動
小学3～4年生
無料
各学校を通した事前申し込み

インターナショナルデイ
8月23日金 10時～１２時
市コミセン

■学校教育課（内線373）

対

￥

内

申

英会話を
　楽しもう！

ALTと英語の表現を学ぶ活動
中学生
無料（弁当持参）
各学校を通した事前申し込み

イングリッシュデイ
8月19日月 10時～１５時
市コミセン

■学校教育課（内線373）

対
￥

内

申

ALTと英語の
勉強

内容
対象
料金
申込方法
申込締切
休館日
駐車場

内

P

￥

休

対

申

〆

小学生（3～5人1組）120人
住民センターやホームページ
にある申込用紙を提出
※申込多数の場合抽選
7月12日（金）

大村湾ウォッチング
7月30日火 9時30分～11時30分
寺島周辺（久原1丁目）

■環境保全課（内線149）

対
申

〆

大村湾の生物を
探そう！

3,000発の打ち上げ花火。
フィナーレを飾る二尺玉は必
見です。

おおむら夏越まつり
［花火大会］
8月1日木 21時20分ごろ
ボートレース大村付近

■観光コンベンション協会
☎52・3605

大迫力の
打上花火！

内

■同まつり協賛会☎52・2580

［本まつり］
8月2日金、3日土 16時～22時
大村駅前通り周辺

夏越総踊りに参加いただける
団体を募集しています。詳しく
は、協賛会事務局へ。

大村に熱気
が溢れる！ おおむら夏越まつり

内

無料
20台（無料）
桟敷、更衣室、シャワー完備
※13日（土）、11時～海開き式

松原海水浴場
7月13日土～8月12日月
9時～18時　松原海水浴場

■漁協松原支部☎55・8675

P

市内唯一の
海水浴場！

￥

大人600円、小・中学生300円、
スライダー１００円（1人5回）
※小学3年までは保護者同伴
7/16～19、8/5、19

市民プール
7月13日土～8月27日火
10時～18時　市民プール（森園町）

■市民プール☎54・5842

休

￥

家族みんなで
楽しめる！

小学生（定員：各教室20人）
※3年生以下は保護者同伴
公民館窓口、はがき、ファクス
（講座名・住所・氏名・学校名・
学年・電話番号を記入）
7月12日（金）

子どもわくわく広場
7月28日日 10時～12時
市コミセン

■社会教育課☎54・3161 　54・3162

対

申

〆

　  教室名

オルゴールを作ろう※

絵画教室

ガラス絵教室※

スイーツ教室

エコバッグづくり

竹細工教室

材料費

500円

200円

400円

500円

700円

300円

ダンスフェスタやゆかた着コン
テスト、ちびっこ広場など、子
どもたちが参加して楽しめる
催しがもりだくさん。

竹松ゆかたまつり
7月20日土 16時～
竹松商店街通り特設会場

■竹松住民センター☎55・8314

内

竹松の夜が
大盛り上がり

小学5・6年生で25㍍以上泳
げる人
各学校を通した事前申し込み

小学生水泳大会
7月24日水 8時50分～12時
屋内プール

■学校教育課（内線366）

対

泳ぐ力を
伸ばそう！

申

特集●大村の夏休み！ 特集●大村の夏休み！

アイコン説明

①小学5・6年生 ②中学生
無料
往復はがき（講座名・住所・氏名・
学校名・学年・電話番号を記入）
7月16日（火）

ロボット工作教室
7月26日金 ①10時～ ②１３時30分～
子ども科学館（プラットおおむら５階）

■社会教育課☎54・3161

対
￥
申

〆

ロボットが
動きだす！

夏を楽しもう！

FAX

海フェスタ大村湾以外にも、大村の夏を満喫するイベント
が盛りだくさん！夏休みの宿題や、夏の思い出づくりに、友
だちや家族と一緒に参加してみませんか。

Summer Vacation 2019

夏休みイベント情報
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