
第29回市民文化祭
秋のイベント情報

10月

11月

10/3
11/30

史料館企画展「南蛮美術と大村キリシタン史」
◇午前10時～午後6時　◇市立史料館

10/11
・
10/12

市民いけばな展
◇午前9時～午後5時　◇市コミセン

◇4日（土）・5日（日）10時～17時

俳句・短歌・油絵・水彩画・水墨画・写真・ちぎり絵・木彫・彫刻・布の花・革工芸・日本人形
パッチワーク・書道・ペン習字・華道・着物着付け実演など

※休館日／毎週月曜日および10月12日・25日、
 11月2日・23日・25日

コミセンで定期的に活動しているグループが日頃の成果を発表します。
■展示発表

メダリオン 南蛮漆器聖フランシスコ聖龕
せいがん

問市立史料館☎531979

10/12

10/12

10/19

市民茶会
◇午前10時～午後4時　◇市コミセン

第17回大村中学校吹奏楽部定期演奏会
◇午後1時30分開演　◇市民会館　◇入場無料

問古賀野☎531333

第18回郡中学校吹奏楽部定期演奏会
◇午後2時開演　◇市民会館　◇入場無料

問坪田☎558318

市美術展覧会
◇午前9時～午後6時（2日は午後4時まで）　◇市コミセン

荒木十畝展
◇午前10時～午後5時　◇市立史料館　※月曜日は休館

11/15
・
11/16

11/15
・
11/16

第24回西大村中学校吹奏楽部定期演奏会
◇午後1時30分開演　◇市民会館　◇入場無料

問田平☎532360

11/2

11/16

盆栽展
◇午前9時～午後5時（16日は午後4時まで）　◇市コミセン

寒蘭展
◇午前9時～午後5時　◇市コミセン

舞台芸術祭
◇午前11時～午後5時　◇入場料300円　◇市民会館

11/23
文芸大会
◇午前10時～午後5時　◇市コミセン

10/4
・
10/5

第29回コミセンまつり
◇市コミセン、さくらホール

10/5

大村城下町灯籠まつり
※24ページをご覧ください。

とう  ろう

第18回玖島中学校吹奏楽部定期演奏会
◇午後2時開演　◇市民会館　◇入場無料

問市コミセン☎543161

　この秋、長崎のキリシタン文化を広く知って
いただくため、県・関係市町で「長崎信仰の
遺産～時を超えるキリシタン文化の旅～」と
題して、展示会などの連携事業が開催され
ます。市では、当時、西洋との交流から生ま
れた南蛮漆器の特別展示やキリスト教禁教
に関する展示を行います。

出品作品

◇4日（土）11時～16時・5日（日）11時～17時

ウクレレ・合唱・童謡・尺八・文化箏・箏・胡弓・民踊
舞踊・新舞踊・日舞・民謡・ダンス・モダンバレエ
フラダンス・詩吟・体操・カラオケ・バンドなど

ごと

■舞台発表

◇4日（土）12時～14時・5日（日）12時～16時
■体験コーナー

◇4日（土）・5日（日）
■バザー

出演予定

吟道連合会・日舞連合会・民舞連合会・謡曲愛好会・華道連合会
民修会・ミュージックアカデミー・紅の会・豊翔会・大正琴琴和会
相撲甚句会・ハワイアンフラパール

出
演
団
体

市美術展作品募集

文芸大会作品募集

俳句大会

部　門 洋画・日本画・書・写真
彫塑工芸・デザイン

●募集句（3句）
・投稿料/1,000円 ・投稿期限/10月23日（木）
・投稿先/〒856-0835
 久原1丁目419-6  奥村京子宛

川柳大会
　投句受付/当日10：00～11：30
※事前の投句不可
・参加料/1,500円 ・宿題発表/9月中旬予定
・選者/県下吟社の代表

●当日句（2句）
・投稿料/500円（募集句投稿者は不要）
※当日会場付近の写生句に限ります。
※募集句は選者、当日句は参加者による互選で選考。

出品規定 高校生以上の市内在住者、
または市内への通勤・通学者

出品料 大学生・一般 2,000円
高校生 1,000円
※申し込み時に支払い

申込期間

作品規格など詳しくはお問い合わせください。
■申し込み・問い合わせ　市文化協会事務局
　　　　　　　　（文化振興課内・内線372）

■問い合わせ　
　西山常好（俳句部会長）☎552258

■問い合わせ　
　永野重吉（川柳部会長）☎526645

短歌大会
　投稿歌/一首（自作未発表作、200字詰原稿用紙使用）
・出詠料/1,500円（定額小為替）
・投稿期限/10月28日（火）
・投稿先/〒856-0831東本町342-2  嶋崎幸彦宛
※選者4人による選考。
■問い合わせ　
　嶋崎幸彦（短歌部会長）☎522964

10月2日（木）～14日（火）
※水・土日・祝日は受け付けできま
　せん。

芸
a r t c u l t u r e h i s t o r y術 文化 歴史

いろんな 秋 を 楽し みませ ん か？

〜

10/8
10/11
〜

10/27
11/2
〜

10/28
11/30
〜

じっぽ

問い合わせ先の記載のない催し…
 問市文化協会事務局（文化振興課内・内線372）

問笹山☎533401

※見開きにしていますので、3ページからご覧ください。
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