
大村市での取り組み
「担い手体験取組事業～漁師のお仕事を体験しよう！～」
松原小学校の児童を対象に「イカ漁と稚魚放流」の体験授業
を行いました。体験授業の様子は26ページ「みんなのひろ
ば」に掲載しています。

「大村湾水質改善実証実験事業」
松山町周辺の海岸で、水質の浄化作用がある「セラミック」を
使ってヘドロの分解解消やアオサの増殖を抑え、悪臭低減と
水質の改善を試みています。

西海市
無人島クリーンアップ大作戦（8/4・11・17・24・26）★

長与町
カゴ漁体験・食育体験（7/31）★
第41回長与川まつり（8/22）★
第2回ながよアクアスロン大会（9/26）★
宝の海再生・稚魚放流体験（10月頃）

時津町
とぎつ稚魚放流体験学習会（9月下旬～10月上旬）

波佐見町
シーボルトの川づくりプロジェクト2021（6/27・8/22・10/24）★

大村湾フェスタのイベントは県内各地で行われます！
川棚町

海上綱引き大会（7月中旬）★
長崎川棚大村湾フェスタ2021（9月中旬）★

東彼杵町
里山・川・海の生き物でつなぐ大村湾現地調査（5月～11月）★
里山・川・海の生き物でつなぐ大村湾研究発表（11/13）★

★は一般参加できるイベントです。
※掲載のイベントは、新型コロナウイルス感染症の影響に
より延期・中止する場合があります。詳しくは、各自治体に
お問い合わせください。

特集●大村の夏休み！

こどもペーロン大会
inボートレースおおむら

10月開催（予定）

夏休みおでかけ情報
Summer Vacation 2021

今年の夏もイベント開催！
せっかくの夏休み、いろんなことを
体験してみよう！夏休みの宿題に役
立つかも！？

※掲載しているイベント情報や施設情報は6月15日時点の
ものです。新型コロナウイルス感染症拡大の状況や天候に
より、イベントの中止や施設が閉鎖される場
合があります。最新情報はQRコードから確
認いただくか、各施設などへお問い合わせく
ださい。

小学生（3～5人1組）
60人
7月12日㈪までに、所定の
申込書を提出
※先着順

7月28日㊌
9：30～11：30
寺島周辺（久原1丁目）

〆

対

定

■環境保全課（内線14９）

小学生（3～5人1組）
いずれも50人
7月12日㈪までに、所定の
申込書を提出
※先着順

①8月3日㊋ ②4日㊌
9：30～11：30
①鈴田川 ②郡川

■環境保全課（内線14９）

対

〆

定

8月2日㈪・9日㈪
大人600円
小・中学生300円
※小学3年生までは保護者同伴
※人数制限あり（800人）

7月22日木～8月22日日
10：00～18：00
市民プール（森園町）

休

￥

■市民プール☎54・5842

波が出る
プールもあるよ

川の生物を
調べよう！

特集 大村の夏休み！特集 大村の夏休み！

17日㈯、11時～海開き式
桟敷、更衣室、シャワー、トイ
レ完備
駐車場（20台）
無料

7月17日土～8月12日㊍
9：00～18：00
松原海水浴場（松原2丁目）

￥

■漁協松原支部☎55・8675

市内唯一の
海水浴場

■地方創生課（内線286）

私たちの暮らしにたくさんの恩恵をもたらしてきた宝の海大村湾。今年も日本財団「海と日本PROJECT」の助成を受け
大村湾フェスタを県内各地で開催します。

大村湾ZEKKEIライド2021

300人（1日あたり20人まで）
4,000円
※7月中旬からホームページで受付開始（予定）
大村湾ＺＥＫＫＥＩライド実
行委員会
(地方創生課 内線286）

9月12日日～11月14日日（予定）　
大村湾流域１周コース（波佐見町を含む）約150ｋｍの推奨コース

定

￥

海遊び伝習塾
7月24日土～25日日　10：00～15：00
馬場先ボートパーク

各日250人
300円（保険代）
7月10日ごろまでに電話で申し込み
馬場先ボートパーク自主
管理会
　050・5897・3889（谷
村）

￥

定

〆

小学生
15チーム（150人）
1チーム2,000円
　090・7790・0006（谷村）

￥

定

対

どんな生物が
いるかな！？

松原海水浴場

市民プール

大村湾ウォッチング

リバーウォッチング

対象
定員
料金
締切

￥

定

〆

対
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