
所で熱戦を展開！

▼第48回市民スポーツ大会各 【優勝チーム】
○ソフトボール
　鬼橋町
○バレーボール
　鬼橋町
○ゲートボール
　大村さくら
○グラウンドゴルフ
Ａ：上久原グラウンド・ゴルフ愛好会
Ｂ：大村シルバー同好会
○インディアカ
男子：放虎さざなみ
女子：さざなみ
○ソフトバレーボール
　坂口

　9月29日から開催された「ぎふ清流国体」（第67
回国民体育大会）に長崎県代表として参加された
皆さんを激励するため、「大村市選手団結団壮行
式」を市コミセンで行いました。
　壮行式にはがんばくんもかけつけ、大村市出身
の選手や監督が岐阜で活躍するよう皆さんを激励
しました。
　2年後はいよいよ「長崎がんばらんば国体」です。
市民一丸となって国体を盛り上げていきましょう！

■長崎がんばらんば国体大村市実行委員会事務局
　（国体推進課内・内線269）

「ぎふ清流国体」での本市出身の選手たちの
活躍を願って行った壮行式の様子と、大村市
で開催する卓球競技について紹介します。

vol.6

　対面した選手が卓球台の中央のネットを挟んで、直
径4ｃｍのセルロイド製のボールをラケットで打ち合い得
点を競うスポーツです。
　狭い台の上で重量2.7ｇの軽くて小さいボールを高
速で打ち合うので、目の離せない迫力あるゲーム展開
が繰り広げられます。

競技紹介（その4）卓球競技とは…「ぎふ清流国体」での活躍を願って

 と  き

 平成26年10月13日㈪㈷～16日㈭

 ところ

 大村市体育文化センター

長崎がんばらんば国体卓球競技会

り一面ヒガンバナのじゅうたん！

▼ひがん花まつり辺9
23・22
/

　市街を一望できる
野岳地区の鉢巻山山
頂で、恒例の「ひがん
花まつり」が開催され
ました。辺りには赤や
白、黄色のヒガンバナ
が咲き誇り、皆さんは
記念撮影するなど花
と景色を楽しみました。

風に吹かれながら花植え体験

▼琴平岳展望所花いっぱい事業秋
　琴平岳展望所で

「花いっぱいイベン
ト」が行われました。
参加した子どもたち
は、花植えやスケッ
チ、ゲームなどを楽し
み、秋風そよぐ山の上
で楽しい休日を過ご
しました。

習の成果を観客の前で披露

▼第33回コミセンまつり練10/

10
7
/

10
7
/

　市コミセンを定期
的に利用し生涯学習
を楽しむ団体が、展
示発表や舞台発表な
どを行う「コミセンま
つり」を行いました。
舞台発表では、ダン
スやコーラスなど、日
頃の成果を十分に発
揮していました。

　市制施行70周年記念音楽祭事業の一環として「城下
町大村秋の音楽祭」が開催され、43日間、市内20会場で
28回に及ぶコンサートが行われました。この日はオープ
ニングを祝って、OMURA室内合奏団の演奏や市内の
合唱団による合唱がガレリア広場で披露されました。

内各所で素敵な音楽をお届け

▼城下町大村秋の音楽祭オープニングコンサート市

　大村出身や県内で活躍するプロ・アマのミュージ
シャンが一堂に集い、「MUSIC FIESTA」をさくらホー
ルで開催しました。これは、市制施行70周年を祝う音楽
祭事業として開催したもので、会場に集まった皆さんは
実力派アーティストのステージに酔いしれていました。

村ゆかりのミュージシャンが共演！

▼70周年記念MUSIC FIESTA大

　市内の幼稚園や保育園の園児に遊びを通して防火
の知識を高めてもらおうと「ちびっ子防火大会」が大
村消防署で行われました。園児たちは消防士のお兄さ
んたちの仕事を見学した後、身近な遊びを体験しなが
ら楽しく「火の用心」について学びました。

びを通して火の用心！

▼第25回ちびっ子防火大会遊

　大村城南高校の水田に稲穂が実り、共に田植えを
行った園児たちを招いて「田んぼアート」の鑑賞会が行
われました。今年は、2014年に開催される「長崎がんば
らんば国体」をＰＲするため、緑米や観賞用のイネで色
分けし「がんばくん」を描きました。

穂で「がんばくん」を描きました

▼田んぼアート観賞会稲

　市制施行70周年記念事業「フラワーガーデンコンテス
ト」を森園公園で開催しました。会場には色とりどりの
花を使ってガーデニングが施され、来場した皆さんが人
気投票を行いました。このほか、ライブイベントや花植
えなども行い、たくさんの家族連れでにぎわいました。

とりどりの花を使って庭自慢

▼フラワーガーデンコンテスト色

　夕暮れの風情ある城下町を楽しむ「大村城下町灯籠
まつり」を開催しました。ライトアップされた旧楠本正
隆屋敷の庭園では「夕暮れさるく」の参加者などが、お
茶会やミニコンサートを楽しみ、幻想的な雰囲気の中
で癒しのひとときを過ごしました。

想的にライトアップ
▼大村城下町灯籠まつり幻10
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