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澄み切った空気と木々の香り、野鳥のさえずり…。
くにみ山麓音楽祭は、そうした大自然を感じながら楽
しめる世知原ならではのイベントです。24回目を迎
える今回のゲストは、三浦和人（雅夢「愛はかげろう」
でレコードデビュー）、サンディトリップ、喜一郎など。
心に染みるライブを披露します。

場公共の宿「山暖簾」（世知原町上野原）
料3,500円

今回で6回目を迎える佐
世保の夏の一大イベント。
8月7日の夜には、九州最
大級の花火が佐世保の夜
を彩ります。昨年好評
だった「親子ものづくり
体験エリア」をバージョ
ンアップし、白熱のダ
ンスバトルも豪華ゲスト
を招いて開催されます。
間近で迫力ある水中花火
が見られる有料観覧席も
発売中です。詳しくは
ホームページをご覧くだ
さい。

場佐世保駅みなと口広場、海上自衛隊の岸壁
花火の打ち上げ→8月7日賞20時～21時

※荒天の場合は8月21日賞に順延。

ハウステンボス特設会場が、超
人気アニメ「ONEPIECE」の世

ワンピース

界に大変身!!数々の名シーンを
再現し、麦わらの一味の冒険を一
気に体験できるイベントです。
ご家族そろってお楽しみください。

会場では、一味の冒険が追体験できるアトラクションや、
イベント限定グッズを販売するほか、レストランでは
「ONEPIECE」にちなんだとっても楽しいメニューが登場!
海 リー
ハウステンボス内6カ所のポイントを巡るとオリジナルの
手配書がもらえます。料金300円
らの の写真館
撮った写真が缶バッジになる写真館です。
料金500円（台紙のみ）、600円（缶バッジ）

場ハウステンボス内特設会場
料一般500円（ファミリエ会員・とくとくチケットをお持ち
の人400円） ※別途ハウステンボス入場料が必要です。

問ハウステンボス総合案内センター 緯27-0001
主催：㈱H.I.S. 共催：ハウステンボス

の一味 夏の に 九州
サマーキングダム

ONEPIECEメモリアルログ inハウステンボス
詳 裳

H.I.S.
プレゼンツ

大自然に美しい きま !

佐世保くにみ山麓音楽祭2010
賞

楽しいイベント り くさん!

させぼシーサイドフェスティバル
賞 裳

三浦和人（左）、サンディトリップ（右）

小・中学生
を対象にし

た

楽しく学べ
るイベント

も

たくさんあ
るよ!

佐世保の

夏のイベ
ント

大特集!!

問国見山麓芸術祭実行委員会事務局 緯76-2516
問させぼシーサイドフェスティバル実行委員会緯42-4151
http://www.soup-up.jp/seafes2010/
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市内の花屋さんを講師に迎えます。
アレンジした花かごは持ち帰るこ
とができます。
場花市場（干尽町）
料無料
対小学生とその保護者
定14組28人（先着順）

小型ヨットやカヌー、スキンダイビン
グの基礎習得、海の生物観察、キャン
プファイヤーなどを行います。
場鹿町海洋スポーツ基地、松原海浜
公園一帯

料10,000円（食費、保険料など）
対小学4年～中学3年生
定20人（先着順）

いろんな生き物を探しながら、川を
じゃぶじゃぶ上ってみよう!
場 世知原少年自然の家・沢のぼりB
コース

対市内在住の小学生以上の人
※小学生は保護者同伴。

料無料 定50人（先着順）
※佐世保駅前から無料送迎バスあり。

福祉用具の体験や車椅子を使った
高齢者の擬似体験などを行います。
場バリアフリー生活館（花園町）
対市内の小・中学校に通学している
児童とその保護者

料無料
定各20人程度

魚、カニ、貝など、佐々川には生き物
がいっぱい!川の生き物を観察し
ます。
場世知原町上野原河川公園
対市内、佐々町在住の人
※小学生以下は保護者同伴。

料無料
定50人（先着順）

天神公園内でセミのぬけがらを調査
し、環境マップづくりを体験します。
場天神公園
対小・中学生とその保護者
料無料
定40人（先着順）

ぼ !
じゃぶじゃぶ沢のぼり

賞

フラワーアレンジメント教室
詳

と ぼ
させぼ海洋スクール

賞 詔

夏 み
福祉用具体験学習

証 詔 詳 詳

象 賞

生き 大
佐々川サマースクール

詔

ップの くり
セミのぬけがらを調査しよう

裳

申電話かファクス（34-4477）、Eメール
（kanhoz@city.sasebo.lg.jp）で、住所、
氏名、学年、電話番号を環境保全課へ
（7月12日訟から受付、7月30日象締切）

問環境保全課 緯26-1787 問環境保全課 緯26-1787 問バリアフリー生活館 緯22-0993

問環境保全課 緯26-1787 問させぼ海洋スクール 緯24-9915 問卸売市場 緯31-6479

申電話で、住所、氏名、学年、電話番号
を環境保全課へ（7月20日証から受付、
8月11日詔締切）

申住所、氏名、年齢、電話番号、学校名、
参加人数、希望日を書き、郵送（〒
857-0024・花園町101-1）、ファクス
（22-0993）でバリアフリー生活館か、
Eメール（hokfuk@city.sasebo.lg.jp）
で保健福祉政策課へ

申電話で、住所、氏名、学年、電話番号、
送迎バス利用の有無を環境保全課へ
（7月12日訟から受付、7月21日詔締切）

申電話で佐世保海洋スクール事務局へ
（7月10日賞から受付）

申電話で、住所、氏名、年齢、電話番号を、
卸売市場へ（7月12日訟から受付、7月
21日詔締切）

※現在、環境マップコンクール作品を募
集しています。詳しくはP20をご覧く
ださい。
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イベント

松竹特別公演清&直美
抱腹絶倒！前川清&藤山直美、待望の
全国初巡演。
時7月15日詳昼の部13時30分開演、夜
の部18時30分開演 場大ホール

小山実稚恵ピアノリサイタル
「ショパン国際ピアノコンクール」と
「チャイコフスキー国際コンクール」で
日本人として初めて入賞したピアニスト。
時7月18日裳15時開演 場大ホール

ホールオペラ「秘密の結婚」
時8月7日賞18時、8日裳14時開演
場イベントホール

させぼ競輪「トップくん夏祭り」
時7月19日訟 蕉

10時～16時 場佐
世保競輪場 内大
フリーマーケッ
ト、トップくん
ふわふわバルー
ンなど 問競輪事務所 緯31-4797

県中学校総合体育大会
時7月24日賞～26日訟 場 総合グラウ
ンド体育館ほか6会場 内バレーボール、
ハンドボール、バドミントン、ソフト
テニス 問スポーツ振興課 緯24-1111

九州中学校体育大会ソフトテニス競技
時8月6日象～8日裳（6日は開会式）
場総合グラウンド庭球場
問スポーツ振興課 緯24-1111

第37回長崎せちばるロードレース
大会
時9月12日裳 場

世知原地区生涯
学習センター周
辺道路 内 一般・
高校生（10灼）な
ど 料一般3,000円、高校・中学生1,500円、
小学生1,000円 〆8月6日象必着
※応募方法など詳しくは、同センター
やスポーツ振興課に設置している募集
要項をご覧ください。
問世知原地区生涯学習センター
緯76-2516

緯42-1111

普段何気なく食べているお肉がどの
ような工程・検査を経て市場に出てい
くのかを学習します。
場佐世保市食肉センター（干尽町）
対 市内在住の小学5年生～中学生と
その保護者

料無料
定10組20人（応募多数の場合抽選）

生体検査や細菌検査など、食肉の安
全に欠かせない「と畜検査員」の仕事
を体験します。
場佐世保市食肉センター（干尽町）
対市内在住の中学生 料無料
定5人（応募多数の場合抽選）

縄文時代の技法で土器を作ります。
古代人の知恵と技が体験できます!
場児童文化館
対小学3年生以上の人
料1,000円
定20人（応募多数の場合抽選）

「勾玉（まがたま）作り」「火起こし」を
体験し、貸切バスで史跡を巡ります。
場広田地区公民館ほか
対小学3年生以上の人
料無料
定50人（応募多数の場合抽選）

夏 み
土器づくり体験

賞

中学生 体
「と畜検査員」

詔 象

と 学会
「お肉ができるまで」

詔

夏 み
古代技術に挑戦&夏休み歴史めぐり

賞

問社会教育課 緯24-1111 問食肉衛生検査所 緯33-5843

申電話かファクス（25-9682）、Eメール
（syakai@city.sasebo.lg.jp）、はがき
（〒857-8585・住所不要）のいずれか
で、住所、氏名、年齢、電話番号を社
会教育課へ（7月21日詔必着）

申ファクス（33-5846）か、Eメール
（syokun@city.sasebo.lg.jp）で、住所、
氏名、性別、学年、電話番号を食肉衛
生検査所へ（7月12日訟から受付、7
月16日象必着）

問社会教育課 緯24-1111 問食肉衛生検査所 緯33-5843

申電話かファクス（25-9682）、Eメール
（syakai@city.sasebo.lg.jp）、はがき
（〒857-8585・住所不要）のいずれか
で、住所、氏名、年齢、電話番号を社
会教育課へ（8月4日詔必着）

申ファクス（33-5846）か、Eメール
（syokun@city.sasebo.lg.jp）で、住所、
氏名、性別、学年（年齢）、電話番号を
食肉衛生検査所へ（7月12日訟から受
付、7月16日象必着）

大切な人、お世話になっている人へ贈る夏のギフト。ことしは佐世保の「よかもん」

「うまかもん」約800点を一堂に集めた「させぼ四季彩館」で選んでみませんか?

ふるさとの香りと愛情が感じられる地元の逸品は、贈られた人もきっと温かい気持ち

になっていただけるはず。ことしのギフトはぜひ佐世保の特産品をご利用ください。

夏の
ギフト

佐世保の特産品情報「させぼ物産よかもん！」紙http://sasebo-bussan.com/
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各各各各各各各各各各222222222288888888884444444444円円円円円円円円円円 法法法法法法法法法法本本本本本本本本本本胡胡胡胡胡胡胡胡胡胡麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆腐腐腐腐腐腐腐腐腐腐各284円法本胡麻豆腐店店店店店店店店店店店

「かき炊込みめしの素」
840円宇久食品

「煮干いりこ」350円
九十九島漁業協同組合

胸胸

胸

自自自自自自自自自自家家家家家家家家家家焙焙焙焙焙焙焙焙焙焙煎煎煎煎煎煎煎煎煎煎胡胡胡胡胡胡胡胡胡胡麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻自家焙煎胡麻!!!!!!!!!!!
天天天天天天天天天天然然然然然然然然然然本本本本本本本本本本葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛111111111100000000000000000000%%%%%%%%%%天然本葛100%!!!!!!!!!!!

九十九島かきの旨みを凝縮!
味も生産量も日本一!

かんころ餅525円
草加家

ふる里の土の香り
胸

世知原茶（上白折）
420円前田製茶

霧と高原に育まれた
香り高い茶葉

胸

胸
胸

※写真はさせぼ四季彩館で買う
ことができる商品の一例です。

お好みギフトBOX
店内のよかもん、うまかもん
を集めて、「オリジナル詰め合
わせギフト」をお作りください。
ギフト箱（透明）の大きさは3
種類から選ぶことができます
（箱代無料。郵送料は別途必要）。

津田水産
3,000円

内容
真あじ開き4枚
飛魚開き2枚
かます開き3枚
さばみりん2枚
味付けいか2枚

人気ランキング第1位SASEBO
よかもんギフト
カタログ

長崎県産限定干し物詰め合わせ

「九十九島サンセット」

※通信販売専用の商品です（季節によって内容が変わります）。

させぼ四季彩館 三川内本町289-1（三川内支所横）
緯30-7744 営業時間9時～18時（年末年始は休館）

※「SASEBOお中元ギフトカタログ」を7月から、させぼ四季彩館で配布します
（受付期間は8月中旬まで）。詳しくはお尋ねください。


