
松原海水浴場

特集●大村の夏休み！

大村湾を

遊びつくす
ぞ

夏休み♪

私たちの生活に多くの恩恵をもたら
してきた宝の海・大村湾。豊かな恵み
を感じていただくため、日本財団の助
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。

■観光振興課（内線242）

●パワーパドラーやハムスターボール、シーカヤック、バンパー
　ボードなどの遊具設置
●地元食材を使用したカレーのふるまい（先着400人、11：30～）
※荒天の場合は22日に順延
※駐車場は、北部運動広場をご利用ください。シャトルバスを
　運行します。

7月21日土　10時～16時
松原海水浴場（松原2丁目）

海の遊具は迫力満点！

特集●大村の夏休み！ 特集●大村の夏休み！

親子稚魚放流・船釣り

■農林水産振興課（内線251）・　 54・9567

●カサゴの放流や実際に船に乗って釣り体験

住所・氏名（ふりがな）・性別・生年月日・電話番号を記入し、は
がきやファクスで申し込み。参加費無料
定員：親子ペア（小学生と保護者）20組（４０人）※抽選
締切：7月18日（水）　宛先：〒856-8686（住所不要）

7月28日土　6時～10時
臼島周辺

親子でふれあい船釣り体験！

申 込 方 法

ボートレース大村

■ボートレース大村☎54・4111

●プロレーサーによるペアボートや、カ
　ヌーなどの水上遊具体験
●プロの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日水　10時～20時45分
大村ボートレース場

夏越花火大会とのコラボレーション！県内各地で開催！海フェスタ大村湾

海遊び伝習塾

■馬場先ボートパーク自主管理会☎050・5897・3889（谷村）

●カヌーや小型ヨット、水上バイク、水上遊具に乗り放題！
※事前に申し込みが必要です。
参加費：300円（子ども会会員は無料）
定員：各日100人（先着順）
締切：７月23日（月）

7月28日土・29日日　10時～15時
馬場先ボートパーク（杭出津１丁目）

夏は海で遊ぼう！

大村湾ZEKKEIライド

■地方創生課（内線286）

●大村湾沿岸の絶景と魅力を体験していただく自転車のライド
　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る舞います。
コース：ロングコース（300人）、ファミリーコース（200組）
詳しくは、「大村湾ZEKKEIライド」のホームページへ。
※ボランティアも募集中。詳しくは、16㌻に記載。

9月30日日　6時～18時
大村湾沿岸

自転車で大村湾の絶景を！

　時津町
●海フェスタ大村湾inとぎつ夏まつり
　［8/26：時津ウォーターフロント公園（時津町浦郷）］

　西海市
●無人島サバイバルイカダレース
　［8/5・15：田島（西海市西彼町）］
●キス・アジをねらえ！無人島魚釣りフェスタ
　［7/23・8/26・9/2・9：田島（西海市西彼町）］

　川棚町
●長崎川棚海フェスタ2018
　［9/22・23：大崎自然公園海水浴場］
●海上綱引き大会
　［7/15：大崎自然公園海水浴場］

　長与町
●海フェスタ大村湾in長与川まつり
　［8/19：長与町ふれあい広場（長与町岡郷）］

　東彼杵町
●里山、川、海の生き物でつなぐ大村湾
　［10月まで：東彼杵町総合会館（発表会:11月18日）］
※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。

最後は盛大な花火！

作った「いかだ」で競争！

家族で浜辺のBBQ！

フィナーレは 2,000 発の花火

みんなでつなぐ大村湾

仲間と優勝を目指せ！

釣った魚の重量を競う

FAX

（※2回目は9月29日に開催）
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　時津町
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（※2回目は9月29日に開催）
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特集●大村の夏休み！ 特集●大村の夏休み！

海フェスタ大村湾以外にも、大村ではさまざまな〝夏休
み〟を楽しめますよ。夏休みの宿題や、夏の思い出づくり
に、友だちと一緒に参加してみませんか。

7/17～20、8/6、20
大人600円、小・中学生300円
※小学3年までは保護者同伴
駐車場に限りがあります。なるべく
公共交通機関をご利用ください。

市民プール
7月14日土～8月28日火
10時～18時　市民プール（森園町）

大村の夏休み情報

■市民プール☎ 54・5842

スライダーは
迫力満点！

休

￥

駐

小・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10日（火）

ラジオ工作教室
7月22日日　14時～16時
中地区公民館

■社会教育課（内線84・154）

対

無料
20台
桟敷、更衣室、シャワー完備
※14日は、海開き式（11時～）

松原海水浴場
7月14日土～8月12日日
9時～18時　松原海水浴場

■漁協松原支部☎ 55・8675

￥
駐

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。ぜひ、遊びに来
てください。

竹松ゆかたまつり
7月21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

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。

子ども科学館まつり
8月19日日　10時～15時
市コミセン

■社会教育課（内線84・154）

アウトドアクッキングとしても役立
つ料理を親子で学びます。
1組500円
親子18組（36人：先着順）
電話

ポリ袋クッキング
summer vacation information7月22日日　10時30分～

プラザおおむら

■プラザおおむら☎ 47・6100

￥

￥

定
申

申

〆

楽しく英語の絵本を読んだり、
簡単な遊びをします。
乳幼児～小学生
無料

親子で英語の
えほんを楽しもう

8月22日水 10時30分～
プラザおおむら

■市立図書館☎52・2457

対
￥

ALTと英語の表現を学びます。
中学生
無料（弁当持参）
※詳しくは、学校で配布するチ
　ラシをご確認ください。

イングリッシュデイ
8月22日水 10時～
市コミセン

■学校教育課（内線373）

対
￥

ALTとゲームなどをしながら英
語を楽しみます。
小学3～6年生
無料
※詳しくは、学校で配布するチ
　ラシをご確認ください。

インターナショナル
デイ

8月23日木 10時～
市コミセン

■学校教育課（内線373）

対

￥

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20日（金）

ロボット工作教室
8月6日月 ①10時～ ②１３時30分～
中地区公民館

■社会教育課（内線84・154）

対
￥
申

〆

3,000発の花火打ち上げ

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

［本まつり］8月2日木～3日金
大村駅前通り周辺

■同まつり協賛会☎52・2580

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、16㌻へ。

小学生（3～5人1組）150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10日（火）

大村湾ウォッチング
7月31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

小学生各20人
公民館窓口、はがき（講座名・
住所・氏名（ふりがな）・学校名・
学年・電話番号を記入）
7月13日（金）

子どもわくわく広場
7月29日日　10時～12時
市コミセン

■市コミセン☎54・3161

対
申

〆

小学5・6年生で25㍍泳げる人
※詳しくは、学校で配布するチ
　ラシをご確認ください。

小学生水泳大会
7月25日水　9時30分～12時30分
屋内プール

■学校教育課（内線366）

対

泳力アップの
チャンス！

　  教室名

木のおもちゃ

カラフル書道

絵画

ペーパークイリング

スイーツ

Tシャツづくり

材料費 

200円

200円

200円

400円

500円

1,400円

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10日（火）

リバーウォッチング
①8月7日火 ②8日水 ③10日金
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

君だけの
ロボットが動

く！

大村湾の生物を
探そう！

大村が熱気に
包まれる

川の生き物を
調査せよ！

不思議な科学の
世界を体感！

英語の絵本に
親しもう

英会話を
　楽しもう！

ALTと英語の
勉強

楽しくて簡単！
役立つレシピ

電波を学んで
ラジオ製作！

市内唯一
の

海水浴場
！

竹松の夜が
大盛り上がり
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竹松商店街通り特設会場

■竹松住民センター☎ 55・8314
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￥
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申
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無料
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対
￥
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￥
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〆
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住所・氏名（ふりがな）・学校名・
学年・電話番号を記入）
7月13日（金）

子どもわくわく広場
7月29日日　10時～12時
市コミセン

■市コミセン☎54・3161

対
申

〆

小学5・6年生で25㍍泳げる人
※詳しくは、学校で配布するチ
　ラシをご確認ください。

小学生水泳大会
7月25日水　9時30分～12時30分
屋内プール

■学校教育課（内線366）

対

泳力アップの
チャンス！

　  教室名

木のおもちゃ

カラフル書道

絵画

ペーパークイリング

スイーツ

Tシャツづくり

材料費 

200円

200円

200円

400円

500円

1,400円

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10日（火）

リバーウォッチング
①8月7日火 ②8日水 ③10日金
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

君だけの
ロボットが動

く！

大村湾の生物を
探そう！

大村が熱気に
包まれる

川の生き物を
調査せよ！

不思議な科学の
世界を体感！

英語の絵本に
親しもう

英会話を
　楽しもう！

ALTと英語の
勉強

楽しくて簡単！
役立つレシピ

電波を学んで
ラジオ製作！

市内唯一
の

海水浴場
！

竹松の夜が
大盛り上がり
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