
大村市制施行70周年記念事業開催中！

☆2月11日
☆2月26日
☆4月21日
☆4月27日
☆4月27日
☆5月18日
☆7月29日
☆8月12日
☆8月11～12日

おむらんちゃん誕生
ＮＨＫのど自慢
大村すいーつバイキング祭り
日本一長い大村角寿司に挑戦
市制施行70周年記念式典
鳥越俊太郎氏講演会
川口淳一郎氏講演会
ドリームベースボール
天正遣欧使節ミュージカル 光る海

◎これまでの主な記念事業

9/15
10/13
10/26
10/27

★
★
★
★

オープニングコンサート：シーハットガレリア広場
ＯＭＵＲＡ室内合奏団と輝ける星たちコンサート：さくらホール
弦楽器マスタークラス：さくらホール
上海クァルテット＆ＯＭＵＲＡ室内合奏団アンサンブルコンサート：さくらホール

10月  8日㈪

10月28日㈰

11月  4日㈰

11月11日㈰

11月18日㈰

11月19日㈪

19月30日㈰

10月  6日㈯
   ～14日㈰

◎これからの主な記念事業

◎今後のイベントスケジュール

城下町大村 秋の音楽祭
ＯＭＵＲＡ室内合奏団を中心に市内各所でコンサート！身近に気軽に音楽を…

と　き   9月15日㈯～10月28日㈰　　　　ところ   市内各所

主　　 な
コンサート

■シーハットおおむら ☎⑳7200
※期間中は土・日曜日を中心に、市内各所でコンサートを行います。詳しくはお問い合わせください。

11月23日㈮
　～25日㈰
11月28日㈬
　～29日㈭

心に残る講演会
草野仁氏講演会

おおむら健康福祉まつり

牧場まつり

食の祭典 カレーライスサミット

ユニバーサルスポーツフェスタ
（全日本リレーオリエンテーリング）

おおむら秋まつり
食の祭典ファイナルイベント

第38期天元戦　5番勝負 第3局

花のまちおおむら
フラワーガーデンコンテスト

心に残る講演会
乙武洋匡氏講演会

花のまちおおむら
ガーデンコンテストLIVE

森園公園

森園公園

シーハットおおむら

さくらホール

高良谷牧場

市民会館

すわの森ほか

長崎インターナショナル
ホテル

シーハットおおむら
駐車場

応募者が公園内で庭造りを行い、市民投票で
コンテストを実施します

自然や動物と触れ合え、子どもも楽しめるイベント

県・市内の人気の「食」が一堂に会します

フリーアナウンサーの草野仁氏の講演会

市民向けのミニ・ロゲイニング大会なども開催します

囲碁の七大タイトル戦の一つを大村で開催します

カレーでまちおこしを展開している市内の店舗が
集結します

健康に関するイベントや展示がもりだくさん

フラワーガーデンコンテストと併催

作家の乙武洋匡氏の講演会

と　き イベント ところ 内　容

◎市制施行70周年記念音楽祭事業

13ｔｈ人づくり夢づくり スペシャルコンサート
国内外で活躍する一流音楽家と中学校吹奏楽部などとの
夢の共演ステージ

と　き ▼9月9日㈰ 開場：午後1時 開演：午後1時30分
ところ ▼市民会館
出　演 ▼ＪＵＳＴ  ＦＲＩＥＮＤＳ
共　演 ▼玖島中学校吹奏楽部、
　　　　ビッグ・カントリー・ジャズ・オーケストラ
入場料 ▼一般2,000円（当日2,300円）
　　　　高校生以下1,000円（〃1,100円）
　　　　親子ペア2,500円（〃2,800円）
　　　　　　■文化振興課（内線369）

◎市制施行70周年「食の祭典」

ご当地自慢グルメフェアin森園公園
「食の祭典」第3弾！ご当地グルメと物産品が一堂に集結！

と　き ▼9月9日㈰ 午前10時
ところ ▼森園公園
※音楽演奏などのステージイベントも行われます。
　　　　　■大村市観光コンベンション協会 ☎523605

記念事業はまだまだ続きます！秋以降のイベントもぜひお楽しみください。

◎市制施行70周年記念音楽祭事業

Ｏｍｕｒａ’ｓ 70ｔｈ Ｂｉｒｔｈｄａｙ ＭＵＳＩＣ ＦＩＥＳＴＡ
大村出身のアーティストなどによる70周年記念ＬＩＶＥ

と　き ▼9月23日㈰ 開場：午後2時 開演：午後3時
ところ ▼さくらホール
出　演 ▼Ｈａｒｕｎａ、カツルミ、Ｓａｎｄｙ Tｒｉｐ
　　　　ＷＡＯＮ、Ｄｅｊｉｍａ ｑｕａｒｔｅｔ
　　　　 80’s Elastic Chica Band
入場料 ▼高校生以上1,000円
　　　　小・中学生500円
　　　　　   ■総務課（内線212）

◎市制施行70周年記念事業

大村市顧問会議公開講座
本市にゆかりのある「大村市顧問」が一堂に会し、大村市
の将来像について語ります
と　き ▼11月9日㈮ 午後1時30分～
ところ ▼さくらホール

▼基調講演 古森重隆（富士フイルムホールディングス㈱代表取締役会長・CEO）

▼パネルディスカッション（敬称略・五十音順）
　紀内隆宏（財団法人全国市町村振興会顧問）
　古森重隆（富士フイルムホールディングス㈱代表取締役会長・CEO）
　杉田亮毅（公益社団法人日本経済研究センター代表理事会長）
　福地茂雄（アサヒグループホールディングス㈱相談役）
　菊森淳文コーディネーター（財団法人ながさき地域政策研究所常務理事）
　　　　　　　　　　　　 ■企画調整課（内線226）

市
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す

上駅通り地区市街地
開発ビルイベント広場
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