
おおむらイベントガイド
2017秋

市ホームページの左中央に設置。詳しい

イベント内容を掲載しています。

イベントカレンダーをチェック！

おむらんちゃん
生ごみリサイクル・食育健康フェア

おおむら秋まつり
ご当地自慢グルメフェア inおおむら

牧場まつり
安全・安心な大村産畜産
物の「地産地消」を推進す
る交流イベントです。

農林水産まつり
おおむら海と大地の感謝祭

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します。

CHECK！→
11月21日火

さくらホール
18:30～20:00

（株）A and Live代表取締役髙田明氏（（株）ジャパネットたかた創業者）に
よる、地元の事業者や市民の皆さんを対象とした、「観光におけるおもてなし
セミナー」を開催します。

定員

申込方法
400人（先着順）

大村市観光コンベンション協会ホームページまたは、住所・氏名・

年齢・性別・電話番号を記入し、ファクス、Eメールでお申し込みく

ださい。
    523652　  info@e-oomura.jp

無料
髙田明氏 観光におけるおもてなしセミナー

■観光コンベンション協会☎523605

11月3日金㊗
10:00～14:00
高良谷牧場

牛の乳搾り

子牛体重当てコンテスト

牧草投げコンテスト

地元野菜や食肉などの販売

東京2020オリンピック・
パラリンピック フラッグツアー

11月15日水
16日木
シーハットおおむら

10:00～15:00
道の駅長崎街道鈴田峠

オリンピックフラッグ・パラリン
ピックフラッグと大会関連パ
ネルを展示します。
主催
東京都／東京2020組織委員
会／JOC／JPC

■スポーツ振興室（内線187）

11月5日日
9：40～15：30
シーハットおおむら
さくらホール駐車場

道の駅　長崎街道鈴田峠

秋の収穫まつり
～家族みんなでワイワイ ! 楽しいイベント盛りだくさん～

農産物・スイーツなどの販売、マルシェ、レコード

喫茶、レトロカー展示、抽選会、新米すくい取り

長崎街道ウォーク、しし鍋振る舞い、DOVOC

（土木の日）パネルと九州・沖縄道の駅パンフ

レット展示・ミニライブ

11月26日日
10:00～14:30
市コミセン
ガレリア広場

とき　11月18日㈯、9：00集合～14：00解散
集合場所　鈴田住民センター
参加費　500円　定員　40人（先着順）
申込期間　11月1日㈬～14日㈫
申込方法　電話または、住所・氏名・年齢・性別・電話
番号を記入し、ファクス、Eメールでお申し込みください。
　nagasakikaido-suzuta@sage.ocn.ne.jp　

大村城南高校農産物販売とフラワーアレンジメン

ト教室、オールデイズ演奏、フラワー大使とジャン

ケンゲーム、餅まき

11月18日土
19日日

11月26日日
10:00～15:30
JAながさき県央

大村中央支店前駐車場

11月25日土
26日日
17:00～21:00

妙宣寺周辺の水田一帯

福重竹灯籠まつり

両日

18日

19日

竹細工体験（13：00～）、
スタンプラリー、じげもん販売

点灯式 16:30から、約2万
本の竹灯籠に点灯します。
ぜひご参加ください。

水ロケット打ち上げ大会
（10：00～）

両日

25日

26日

同時開催

講演会「生ごみリサイクルで元気野菜作り」

　講師　衣川順子氏（県食育推進活動県知事賞受賞）

ドキュメンタリー映画「遺伝子組み換えルーレット」

生ごみ減量相談コーナー　　マイバッグ作り教室　

生ごみ減量化・リサイクル実践団体の展示・即売

■環境保全課（内線143）■環境保全課（内線143）

長崎街道（鈴田峠）ウォーク参加者募集！

■道の駅「長崎街道鈴田峠」☎　536699FAX

太鼓演奏

ダンスバトル

寿古踊
（国指定重要無形民俗文化財）

大村龍踊

三城子供太鼓

■観光コンベンション協会☎523605■観光コンベンション協会☎523605

※両日、大村公園内観光案内所前から、シャトルバスを
　運行します。（9：30～、40分ごと）

※駐車場は、ボート
レース大村をご
利用ください。

FAX

■福重住民センター☎558614

■牧場まつり実行委員会（農業水産課・内線253）■牧場まつり実行委員会（農業水産課・内線257）

全国2位に
輝いた

大村牛を

数量限定販
売！！

■大村商工会議所☎534222■大村商工会議所☎534222

約４.２ｋm

こうらだに

■市農林水産まつり運営委員会
　☎548010
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こおりコミセンまつり

郡コミセンで定期的に活動
しているグループが、日ごろ
の成果を発表します。

■郡コミセン☎553337

11月19日日
10:00～
郡コミセン

舞台発表 詩吟、コーラス、舞踊 など
展示 華道、陶芸、絵画 など
バザー　　 フリーマーケット
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