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花と歴史と技術のまち

LINE公式アカウントがスタートしました

おおむら

2019年1 0 月

二尺玉と桜田の堀

竹野大志

Facebook

LINE

新たな情報発信ツールとしてLINEの公式アカウントを作成いたしました。今後はイベント情報のみならず、
会員様からのPRやクーポン発行など幅広く活用していきたいと思います。
ぜひお友だち登録してくださいね。

☆観光情報などフェイスブックでも随時発信中！
！

平成３１年度

第１６回通常総会開催

６月１７日（月）大村市コミュニティセンターにおいて第１６回
通常総会を開催しました。
第１号議案「平成３０年度事業報告」から第５号議案「役員改選」
までを審議し、協会会員の満場一致で全議案可決成立しました。

【平成３１年度事業計画】

昨年６月に「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界遺産登録され、長崎県に対する周囲の注目も
高まる中、大村市では「はじまりは大村から」のキャッチフレーズのもと、日本初のキリシタン大名「大村純
忠」をはじめ、純忠が派遣した天正遣欧少年使節の歴史・文化などを踏まえた「キリシタンはじまりの地」とし
てさらにＰＲに励んでまいります。
また、２０２２年度中の開業を目指し着々と準備が進む九州新幹線長崎ルートや、今年１０月に開館を控えた
長崎県立・大村市立一体型図書館となる「ミライｏｎ図書館」の建設などがあり、街の姿も日々変わりつつあります。
そのような中で、国内はもとより海外からもさらに多くの観光客が見込まれています。これら観光客のニーズや
旅行形態の動向を把握し行政及び関連事業者等と連携を図りながら大村への誘客につながる魅力ある新たな観光
商品の開発と観光イベントの提供及びコンベンション誘致を行い、観光の振興及び地域経済の活性化を図るた
め、今後とも次の事業等に取り組んで参ります。

今年度の主な事業

１ 観光部門
2 3 ，6 8 0 ，
０００円
（１）大村フラワー大使選彰事業
１，
２６９，
０００円
（２） イベント事業
１０，
３０５，
０００円
① 花まつりボンボリ設置及び警備
② 桜まつり
「シュガーロード(長崎街道)大村すい〜つまつり」
『さくらカフェ』
③ 花菖蒲まつり
④ 第６９回花火大会
⑤ ご当地自慢グルメフェアｉｎおおむら
（３） 歴史観光立市推進事業
１，
２６３，
０００円
（４） 着地型観光推進事業
８，
３４０，
０００円
（５） 純忠と世界遺産プロモーション事業
１，
３１０，
０００円
（５） 観光宣伝事業
５８１，
０００円
（６） 収益事業（レンタサイクル事業、観光センター賃貸事業、
自動販売機設置事業）
６１２，
０００円
２ コンベンション部門
（１） 誘致活動
（２） 広告宣伝
（３） 支援活動（開催助成金等）

４，
２１２，
０００円

新役員紹介
【会 長】
【副会長】
〃
〃
〃
【専務理事】
【理
事】
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酒井 辰郎
西畑 伸造
山口 成美
御厨 幹正
堀内 敏也
友廣 皇子
高取 和也
松下 眞吾
開
徹也
近藤 真治
勢戸 祥市
相田 正彦
三浦 芳生
山口 啓二
岩永 英治
熊 康一朗

合同タクシー
（株）代表取締役社長
大村商工会議所 副会頭
（有）
シュシュ 代表取締役
（一社）大村市物産振興協会 会長
（株）
中央綜合警備保障 代表取締役
（一社）大村市観光コンベンション協会
大村市産業振興部長
大村市中央商店会 会長
長崎県料飲業生活衛生同業組合大村支部 支部長
大村近代料理業組合 組合長
大村ホテル旅館組合 組合長
（一社）長崎県建設業協会大村支部 副支部長
（株）十八銀行 大村支店 支店長
親和銀行（株） 大村支店 支店長
（有）吉原金物 代表取締役
（株）熊菊一商店 代表取締役

【監
【顧
【職

末永 淳一
長崎インターナショナルホテル（株） 代表取締役
小西 庄一
(株)長崎カステラセンター心泉堂 取締役
島
信行
大村市老人クラブ連合会 会長
竹中 清也
大村商工会議所青年部 会長
中村 友久
（公社）大村青年会議所
笹山 龍太郎 トラベルコンビナート
（株）代表取締役
長岡 和弘
一般財団法人 大村市文化・スポーツ振興財団 常務理事
船橋 修一
九州教具（株） 代表取締役社長
上松 大八郎 大村市体育協会 会長
事】 平松 和子
長崎空港ビルディング
（株） 取締役
矢羽田 修
矢羽田税理士事務所 所長
問】 甲斐田 功
笹山
明
員】 西 久美子（事務局長）
１０月１日より
山下 憲昭（着地型観光マネージャー）
寺山 美夕紀

おおむら花まつり開催 （大村公園３月２５日〜６月２０日）
今年も花まつり期間中にはたくさんの方にお越しいただき美しい花を楽しんでいただきました。
期間中はおまつりや周遊バスの運行、さるくイベントを開催いたしました。

■桜まつり「シュガーロード
（長崎街道）大村すい〜つまつり
『さくらカフェ』」
４月７日（日）大村公園内（大村神社境内）で「さくらカフェ」をオープンしました。
今回は市内から９店舗、市外から６店舗に出店していただき自慢のスイーツを販売してもらいました。初めて開催
した「すい〜つまき」も大好評でした！
また、２０１９年度大村フラワー大使の選彰式も開催し、観光の新たな顔を披露しました。

■花菖蒲まつり

６月１日（土）満開の花菖蒲が咲き誇る中、大村公園板敷櫓下広場において開催しました。昨年に引き続き「熊

本城おもてなし武将隊」を誘致し、初めて大村喜前公にもご参戦いただきました。
ほかにも、大村郡三踊「沖田踊」や、おおむら太鼓連の「くじら太鼓」、姉妹都市である仙北市角館のやま行事
「おやまばやし」が披露されたくさんのお客様に楽しんでいただきました。
また、大村産米１００％で造られた純米酒「純忠」のお披露目会では、ネーミングの表彰式や振る舞い酒を行っ
たほか、１００本の限定販売も即完売となり、華やかなデビューとなりました。

おおむら観光周遊バス
花咲き誇る時期に、大村の魅力をさらに発見していただきたいと毎年恒例の
「おおむら観光周遊バス」を運行しました。
桜の時期は「大村純忠」をテーマに、大村純忠ゆかりの地巡りを行いました。
３月２８日〜３１日の４日間は、エヌケースリードリームプロ代表の渡邉享介氏
に大村純忠役としてガイドをしていただきました。笑いを交えながらわかりやす
くガイドをしてくださり多くの方に喜んでいただきました。
花菖蒲の時期は、花文字山をコースに取り入れ普段見ることのない、長崎空
港の奥に拡がる大村市を見ていただきました。

【桜の時期】
３月２８日〜４月５日

大村公園観光案内所前→大村館跡→三城城址→大村純忠終焉の居館地→
胴塚→森園公園→放虎原殉教地→大村公園観光案内所

【花菖蒲の時期】
５月２８日〜６月２日

大村公園観光案内所前 →旧楠本正隆屋敷→旧円融寺庭園→長崎空港→花文字山→放虎原殉教地→観光案内所
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大村公園さるく
毎年恒例となっている専門家にお願いしての公園さるく。より深く大村公園について教えていただきまし
た。花菖蒲さるくは荒天のため残念ながら中止となりました。

【桜さるく】
４月６日（土）
案内人：為永一夫さん

（農林省認定樹木医、㈱タメナガ造園代表、史談会会員）

今年はさくらマップもリニューアルし、樹林医の視点
から見る為永さんのお話も大変勉強になりました。
ソメイヨシノとヤエザクラが同時に咲くいい時期での
開催だったので、参加者の方々も大変よろこばれてい
ました。

第６９回おおむら夏越花火大会
おおむら夏越まつりの宵まつり
となる「おおむら夏越花火大会」が
８月１日（木）ボートレース大村に
て開催されました。
「海フェスタＩＮボートレース大
村」のレーザー＆音楽＆花火スペク
タクルショーも同時開催されたくさ
んの方々に夏の夜を彩る花火を堪
能していただきました。また、今年
も写真フォトコンテストを行い、多
数の応募の中から右記の方々が選
ばれました。
二尺玉と桜田の堀
最優秀賞 竹野 大志 様

圧巻のフィナーレ
優秀賞 田中 祐大 様

来年は７０回目の節目の年となりますので、会員の皆様のご協力をよろしくお願い致します。

２０１9年度 大村フラワー大使のご紹介
今年度のおおむらフラワー大使です。よろしくお願いいたします。
おおむら桜

大﨑愛実（右）

イベントやテレビ出演など大使としての活動が沢山あり、初めての
ことだらけで気づけば半年が経っていました！前半に県外でのPR活
動に行くことができなかったので、今後県外でのPR活動に行きたい
なと思っています！

花菖蒲

小田﨑結衣（左）

4月から大村フラワー大使として大村市の魅力を発信するなかで、
自分自身がますます大村市を好きになっています！イベント等を通
した様々な出会いを大切にして、残りの任期を全うしたいと思います。
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協会トピックス
★ 大村公園裏マップが完成しました！
観光パンフレットには掲載されていない
「裏」の情報を集めた大村公園裏マップが完
成しました！ネタは協会女性職員で集め、デ
ザインはおかじ屋の久米さんに依頼。オール
女子で仕上げた可愛いマップになっています。
長崎新聞やおおむらケーブルテレビなどで取
り上げられ多くの反響をいただきました。ぜ
ひマップを片手に公園散策してみてください。

★ 念願の大村の酒「純忠」誕生！
この度、大村産米１００％の純米酒「純忠」が販売開始となりました。諫早市土師野尾町の(株)
杵の川に製造をお願いし６月に完成。現在市内の酒店を中心に販売中です。すっきりした飲み口で、
フルーティーな味わいを楽しむことができます。大村名産のゆでぴーにも
合う大村のお酒をぜひご賞味ください。
また、ネーミングについては桜まつりの会場や観光コンベンション協会
のフェイスブックで募集し集まった１７９の候補より決定いたしました。
ラベルの文字は大村市在住の書家、佐藤鳳水氏に依頼。元となった書は
(株)杵の川 代表取締役 瀬頭様より寄贈していただきました。

７２０㎖ １，
１００円

１５００㎖２，
２００円

（それぞれ税別）

★表彰おめでとうございます！！
日頃より当協会の事業だけでなく大村市の観光に長年貢献されている方々に表彰が贈られました。

日本観光振興協会協会長表彰

福田正三郎さん

平成１８年からおおむら歴史・観光ボランティアガイ
ドとして観光資源の有効活用など、市の観光振興に
貢献されています。

観光振興事業功労者団体表彰

松原宿活性化協議会

長崎街道の宿場町として栄えた松原地区で、平成１６
年度の発足以降、四季折々の活動を行い、賑わいの創出
に貢献されています。協会の事業である、松原宿さるくな
どにも積極的にご協力をいただいております。
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★第９回おおむらじげたまグランプリにて「純忠」がお土産賞を受賞
９月２３日（月・祝）大村市コミュニティセンター大会議室において、第９
回おおむらじげたまグランプリが開催されました。市内から１３事業所１４
商品が出品され、大村酒販協力会から出品された「純米酒 純忠」が見事
「お土産賞」を受賞しました。お土産、ご贈答にはぜひ「純忠」をご利用く
ださい。
その他の受賞商品
最優秀グランプリ 『大村名産 四種の大村バター』
(株)フルカワ
準グランプリ 『シュシュ〜っと飲むジュレ』
（有）
シュシュ
優秀賞 『カカオ』 シュクルボワ

着地型観光推進事業について
●通訳サポートガイドによるおもてなしサポート進行中！
昨年度行った「通訳サポートガイド養成講座」参加者の方に、今年度は
インバウンド観光客目線での着地型観光商品の企画をお手伝いいただい
ています。
現在はツアーコースの検討中で９月下旬にモニターツアーを開催しコー
スを決定、その後インバウンド旅行会社へ売り込みを行う予定です。

●福岡で大村市のＰＲをしてきました！
９月２６日（木）１３時３０分〜福岡銀行本店セミナールーム（福岡市中
央区天神）にて旅行会社向けの観光情報説明会を開催しました。
また同日１１時３０分からは福岡銀行本店１Ｆ広場におきまして、一般
向けの物産販売も行いました。
当日は大村市物産振興協会にお手伝いいただいたほか、大村市内の
観光受入施設8社の方にもお越しいただき全力で大村市のＰＲをしていた
だきました。

純忠と世界遺産プロモーション事業
昨年７月、世界遺産に登録された「長崎と天草地方の潜伏キ
リシタン関連遺産」を受けて、大村市ではキリシタンの歴史と大
村純忠公のプロモーション事業を行っています。

●キリシタン史跡ツアーへの助成

旅行会社

向け

旅行会社を対象にツアー商品造成のための助成を行っ
ていて７月は２本のツアーが実施されました。１１月にも
２本が実施される予定です。

●キリシタン周遊タクシー助成で
お得にラクラク

一般
の方
向け

市内のタクシー会社を利用し、キリシタン関連史跡を
２ヶ所以上巡った方を対象にタクシー料金の一部を助成
しています。9月末の時点で１9件の利用がありました。
遠方からお越しのお客様などをご案内される際にぜひご
利用ください。
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● 純忠御膳

まもなく開始！

２年ほど前に発見された大村家のおもてなし献立をもとに市内

の飲食店で、オリジナルの純忠御膳を創作していただいています。
参加店舗は市内約１０店舗で、１１月頃のリリースに向けて進めて
います。純忠公にちなんだ各店舗のオリジナル御膳で大村市内で
の飲食がさらに楽しくなること間違いなしです！お楽しみに！
また、リリースを記念した「純忠御膳と歴史さるく」を下記の日程
で開催します。熊本城おもてなし武将隊より、大村喜前公と黒田官
兵衛公がやってきます！たくさんのお申込みお待ちしております。
日時：令和元年１１月１０日（日）１１時〜１６時

コース：大村公園観光案内所 大村市歴史資料館 大村純忠終焉
の居館地 花さんさん（昼食） (株)杵の川（純忠試飲付き）
参加費：2500円

申込方法：協会ホームページのプラン予約からエントリーしてください。
応募締め切り：令和元年１０月２０日（日）応募多数の場合は抽選
※熊本城おもてなし武将隊は昼食時のみの参戦となります。
※抽選となった場合は１０月２２日までに当選者のみご連絡します。

ご当地自慢グルメフェアinおおむら
「 発 見 ! 探 検 ! 食 ぶっけ ん ! 2 0 1 9 」

開催！
年も
今

長崎県下の「ご当地グルメ」(代表的な郷土料理や名物料理、或いは、地元の食材を活かした新しい創作料
理やファストフードで、長崎の魅力を発信することができる長崎グルメ)を一堂に集めご来場頂いたお客様に
長崎の魅力を「食」を通じて体感して頂き、長崎の魅力を発見!体験!してもらうために開催します。現在は、岩
永委員長をはじめとする「イベント企画・運営委員会」の皆
様で内容の検討をしていただいている真っ最中です！今年
もバラエティーにとんだグルメが多数出展されますので、ぜ
ひお越しください！

開催日時：令和元年１１月３日
（日）９：４０〜１５：３０
場
所：シーハットおおむら・さくらホール駐車場
出店数：38店舗

※会場内のグルメ・飲食ブースでの販売は現金販売とします。
※当イベントは軽減税率対象外となります。
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コンベンション開催助成金・サービスについて
長崎県内で大会・会議等（各種スポーツ大会・スポーツ合宿を含む）
を開催し、大村市内
に宿泊される主催団体に対し、
サービスの提供を行っています。

●述べ宿泊者数に対しての開催助成金
延べ宿泊人数

助成基準額

５０〜９９

5万円

１００〜１４９

10万円

１５０〜１９９

15万円

２００〜２４９

20万円

２５０〜２９９

25万円

３００〜４９９

30万円

５００〜９９９

50万円

１０００〜

100万円

●歓迎看板、生花の提供
●パンフレット、
キャリーバッグ等の提供
●大会・会議等の会場の紹介

詳細については
（一社）大村市観光コンベンション協会に
お問い合わせください。

●弁当、
お土産品の紹介・斡旋

ＴＥＬ ０９５７−５２−３６０５

●ホテル、飲食店、
その他関連業者の紹介

飲食宿の掲載店舗を募集します！
！
２年に１度発行している
「飲食宿スポット」が今年度改訂されます。協会会
員様で掲載をご希望の方はお申込書をお渡ししますのでご連絡ください。記
事の大きさによって掲載料は異なりますので詳しくは事務局へお尋ねくだ
さい。
（0957-52-3605）
※料飲業生活衛生同業組合大村支部、大村近代料理業組合にご加入の方は
組合の方からお申し込みください。
※掲載は大村市内の飲食店、
宿泊所のみとさせていただきます。

ご寄付ありがとうございました
Ｄステーション
大村店 様

スナック チルチル
林 千重子 様

酒のカワゾエ
川添 勝征 様

いただいた寄付金は観光振興のため
有効に活用させていただきます。

長崎県大村市の観光情報ガイド 長崎観光・佐世保観光の途中に「よって行かんねおおむら」

長崎県大村市観光ガイド
ご覧いただけます。

は、一部コンテンツを携帯電話からも
右のQRコードより、URLを読み取ることが出来ます。＞＞＞＞

協会ホームページＵＲＬ http://www.e-oomura.jp
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http://www.facebook.com/oomurakanko

