
夏から秋にかけてハウステンボス
で開催され、さまざまな受賞歴を
持つ世界の花火師たちがそれぞれ
の国の特色を生かした技を披露し、
その技を競い合い、たくさんの感
動と興奮を与えてくれる「世界花
火師競技会」。第3回となる今回は、
さらなる競技レベルの向上を目指
し、ゴールデンウイークに国内予
選、夏に海外予選を実施。その勝
利チームが9月24日の決勝大会で
世界最高峰の技を競い合います。

※当日はフリーゾーンも有料ゾー
ンになります。
※「特別観覧席」2,000円（4歳以上）
もご用意しています。

問ハウステンボス（ナビダイヤル）
緯0570-064-110 12

佐世保の夏を全身で感じる2日間

させぼシーサイドフェスティバル2011

ことしで7回目を迎える、佐世保の夏を代表するイベント。
今回は「日本の絆」をテーマにチャリティーブースを設ける

きずな

など、東日本大震災の被災地に佐世保の元気を発信します。
6日の夜は九州最大級の大花火が佐世保の夜を彩るほか、音楽
やダンスなど、楽しいイベントが盛りだくさん！ますます充
実する「シーフェス」をお楽しみください。
内容 親子ものづくり体験、キッズダンス、音楽イベント、

ビーチバレー、海上綱引きなど

と き 8月6日（土）、7日（日）※花火大会は6日20時予定。

ところ 佐世保駅みなと口広場、海上自衛隊岸壁など

音楽を通じて山里の美しさと文化を守り
育むこのイベントも、今回で25回目を迎え
ます。永井龍雲（写真）、南佳孝、サンディ
トリップなどの多彩なミュージシャンが
出演。アコースティックサウンドを中心
に、美しいメロディーを奏でます。
時8月6日賞15時（14時30分開場）
場くにみの森公園（豪雨時は世知原地区生
涯学習センター）

料当日4,500円、前売り券3,500円
問国見山麓芸術祭実行委員会事務局
緯76-2516

ハウステンボス

第3回世界花火師競技会「海外予選」

花火クルーズ 料大人3,000円、中学生以下2,000円 申同実行委員会ホームページで販売

花火有料観覧席 料1人1,000円 申佐世保観光情報センター（緯22-6630）で販売

問同フェスティバル実行委員会
緯42-4151

http://sasebo-fes.com

25THANNIVERSARY
アニバーサリー

佐世保くにみ山麓音楽祭2011

海外チーム予選日程
（20時～21時予定）

7月16日賞イギリス代表
パイロヴィジョン社
7月30日賞マカオ代表
マカオファイアーワークス社
8月13日賞オーストラリア代表
フォーティインターナショナル
ファイアワークス社
8月20日賞アメリカ代表
メルローズパイロテクニクス社
8月27日賞ドイツ代表
イノヴェイティブパイロテクニーク社

イベント情報
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白浜海水浴場
時7月9日賞～8月20日賞

9時～17時（土・日曜、祝日は18時まで）
料中学生以上400円
3歳～小学生250円（シャワー使用料込）
海の家利用料（桟敷1枚）500円

問白浜海水浴場運営委員会 緯28-5771

大浜海水浴場（宇久町平）
時7月9日賞～8月20日賞9時～17時
料無料（コインシャワー1回100円）
問宇久行政センター 緯0959-57-3113

鹿町海洋スポーツ基地
（鹿町町下歌ヶ浦）

時7月10日裳～8月31日詔9時～17時
料無料
問鹿町海洋スポーツ基地 緯73-2050

海と遊ぼう！
第20回佐世保海洋スクール

小型ヨットやカヌー、スキンダイビング
にチャレンジ!!
時7月27日詔～30日賞（3泊4日）
場鹿町海洋スポーツ基地

対小学4年～中学3年生
料10,000円（食費、保険料など）
定20人（先着順）
申7月11日訟から電話で同事務局へ
問させぼ海洋スクール事務局
緯24-9915

8月3日（水）、えぼし岳高原リゾートスポーツの里に市営
のドッグラン施設「ドッグランえぼし」がオープンします。
愛犬家の皆さんの多くのご来場をお待ちしています。な
お入場には以下の手続きが必要ですので、あらかじめご確
認ください。

登録条件（①～④すべての条件が必要です）

①飼い主が18歳以上であること②畜犬登録済みで1年
以内に狂犬病予防接種を受けていること③予防接種
（各種ワクチン）を受けていること④闘犬または攻撃的
な犬種でないこと
登録時に必要なもの

①犬鑑札②狂犬病予防接種済証③予防接種済みが確認
できるもの④飼い主の身分証明書
登録料 500円（1年間有効）
※申し込みは、所定の登録申請書に必要事項を記入し、
ドッグラン管理事務所へ提出を。詳しくは公園緑地課
へお尋ねいただくか、市ホームページをご覧ください。

問公園緑地課 緯24-1111

マルタ・アルゲリッチ国際コンクール
で優勝、世界を舞台に活躍する若手ピ
アニスト。ショパンなどクラシックの
名曲を奏でます。
時8月21日裳15時開演
場中ホール
料全席指定：一般1,000円・学生500円
問アルカスSASEBO 緯42-1111

時9月11日裳8時開会
場世知原地区生涯学習センター周辺
内一般・高校生（10灼）、中学生（3灼）
小学5、6年生（1.5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10日詔必着
※詳しくは世知原地区生涯学習センターかスポーツ振興
課に設置している募集要項をご覧ください。

問同大会実行委員会 緯76-2516

烏帽子スポーツの里に誕生

「ドッグランえぼし」がオープン!

第38回

長崎せちばるロードレース大会

海水浴場がオープン!

アルカスSASEBOフレッシュコンサート

広瀬悦子ピアノリサイタル

開園日時=水・土・日曜、祝日 9時～18時
利用料=1日1匹300円、年間パスポート（1匹）=3,000円
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夏休みは楽しく学ぼう！体験型イベントなど

第61回社会を明るくする運動

中学校・高等学校弁論大会
時7月16日賞12時
場アルカスSASEBO料無料
問同運動佐世保地区推進委員会
緯25-3188

花市場
フラワーアレンジメント教室

花屋さんを講師に迎えます。アレンジ
した花は持ち帰ることができます。
時7月26日証午前の部11時～12時30
分、午後の部13時～14時30分

場花市場（干尽町）
対小学生とその保護者 料無料
定各18組36人（先着順）
申7月11日訟8時30分から電話で住所、
氏名、年齢、電話番号を卸売市場へ

問卸売市場 緯31-6479

夏休み
福祉用具体験学習

車いすなどを使った高齢者の疑似体験
や福祉用具の工作体験を行います。
時7月26日証～28日詳、8月3日詔～5
日象 ※13時30分～15時30分

場バリアフリー生活館（花園町）
対市内の小・中学生とその保護者
料無料 定各20人
申住所、氏名、年齢、電話番号、学校
名、参加人数、希望日を明記の上、
郵送（〒857-0024、花園町101-1）かE

メール（hokfuk@city.sasebo.lg.jp）、
ファクス（22-0993）で同館へ

問バリアフリー生活館 緯22-0993

職場体験「体験!!と畜検査員」
時7月27日詔～29日象（3日間）
場食肉衛生検査所（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）
申7月1日象～13日詔に、ファクス（33-
5846）かEメール（syokun@city.sas
ebo.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
13日詔必着）

問食肉衛生検査所 緯33-5843

と畜場見学
「お肉ができるまで」

普段何気なく食べている食肉がどのよ
うな過程を経て食卓に並ぶのかを学び
ます。
時8月3日詔13時～16時
場と畜場（干尽町）
対市内在住の小学5年～中学生とその
保護者 ※保護者同伴が必要です。

料無料
定10組20人（応募多数の場合抽選）
申7月1日象～13日詔に、ファクス（33-
5846）かEメール（syokun@city.sas
ebo.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
13日詔必着）

問食肉衛生検査所 緯33-5843

B&G親と子のふれあいキャンプ
親子でサバイバルゲームなどに挑戦!
時8月6日賞13時30分～7日裳14時
（1泊2日）
場世知原少年自然の家
対小・中学生と保護者

料大人1,500円、子ども500円
定12組（親1人と子ども2人まで）
申7月11日訟～26日証に電話でス
ポーツ振興課へ ※先着順。

問スポーツ振興課 緯24-1111

川であそぼう！
じゃぶじゃぶ沢のぼり

生き物を探しながら川を上ってみよう。
時8月6日賞9時～12時（8時50分集合）
場世知原少年自然の家
（沢のぼりBコース）
対小学生以上の市内在住者
※小学生は保護者同伴。

料無料 定50人（先着順）
申7月11日訟～25日訟に電話で住所、
氏名、学年、電話番号を環境保全課へ

※帽子、着替え、タオル、水筒を持参。
滑りにくい運動靴などで参加を（サ
ンダル不可）。

問環境保全課 緯26-1787

発見！田んぼのアカトンボ
時8月20日賞10時～12時
場世知原地域
※佐世保駅前から送迎バス有り。

対市内在住の人
※小学生以下は保護者同伴。

料無料 定30人（応募多数の場合抽選）
申8月12日象正午までに電話かEメー
ル（kanhoz@city.sasebo.lg.jp）、
ファクス（34-4477）で住所、氏名、
学年、電話番号と送迎バス利用の有
無を環境保全課へ

問環境保全課 緯26-178715
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市職員・市立総合病院の

採 用 試 験
求む!

熱き
挑戦者

市職員採用試験

受験資格採用予定
人員

試験職種

昭和59年4月2日以降に生まれ、大
学またはこれと同等と認められる
学校を卒業した人か、来年3月卒業
見込みの人

若干名暫事務（大学）

昭和56年4月2日以降に生まれ、大
学またはこれと同等と認められる
学校でそれぞれの専門課程を卒業
した人か、来年3月卒業見込みの人

10人暫土木（大学）

若干名暫建築（大学）

4人暫化学（大学）

1人暫造園（大学）

昭和54年4月2日以降に生まれ、薬
剤師の免許を持つ人か、来年5月ま
でに免許取得見込みの人

1人暫薬剤師

昭和56年4月2日以降に生まれ、保
健師の免許を持つ人か、来年5月ま
でに免許取得見込みの人

1人暫保健師

次の要件のいずれかを満たす人
①昭和50年4月2日以降に生まれ、
獣医師免許を持つ人か、来年4月
までに免許取得見込みの人
②昭和46年4月2日以降に生まれ、
公衆衛生従事の経験があり、獣医
師免許を持つ人

2人暫獣医師

昭和51年4月2日から昭和60年4月1
日までに生まれ、民間企業での実務
経験が通算して7年以上ある人
※学歴は問いません。

若干名暫事務
（民間経験者）

昭和47年4月2日以降に生まれ、一
級建築士の資格を持ち、建築分野に
おける計画・設計または工事監理に
ついて、民間企業等での実務経験が
通算して8年以上ある人

若干名暫建築
（民間経験者）

試 験 日 8月28日（日）
試験会場 長崎県立大学佐世保校
受付期間 7月19日（火）～8月15日（月）
試験案内、申込書の配布場所

市役所玄関案内、職員課（6階）、中央保健福祉センター
玄関案内、各支所・行政センター
※市ホームページからもダウンロードできます。

問職員課 緯24-1111

市立総合病院採用試験

受験資格採用予定
人員

試験職種

昭和51年4月2日以降に生まれ、薬剤師
の免許を持つ人か、来年5月までに免
許取得見込みの人

2人虚薬剤師

昭和46年4月2日以降に生まれ、薬剤師
の免許を持ち、100床以上の病院で薬
剤師として実務経験がある人

昭和51年4月2日以降に生まれ、診療放
射線技師の免許を持ち、100床以上の
病院で診療放射線技師として実務経験
がある人

1人許診療放射線
技師

昭和51年4月2日以降に生まれ、臨床検
査技師の免許を持つ人か、来年5月ま
でに免許取得見込みの人

2人距臨床検査技師

昭和46年4月2日以降に生まれ、臨床検
査技師の免許と超音波検査認定証（領
域不問）を持ち、超音波検査の実務経
験がある人

昭和51年4月2日以降に生まれ、作業療
法士の免許を持つ人か、来年5月まで
に免許取得見込みの人

1人鋸作業療法士

昭和51年4月2日以降に生まれ、臨床工
学技士の免許を持つ人か、来年5月ま
でに免許取得見込みの人

3人漁臨床工学技士

昭和46年4月2日以降に生まれ、臨床工
学技士の免許を持ち、臨床工学技士と
して実務経験が10年以上ある人

昭和46年4月2日以降に生まれ、社会福
祉士の免許を持つ人か、来年5月まで
に免許取得見込みの人

3人禦社会福祉士

昭和51年4月2日以降に生まれ、診療情
報管理士の免許を持つ人か、来年5月
までに免許取得見込みの人

2人魚診療情報
管理士

昭和41年4月2日以降に生まれ、診療情
報管理士の免許を持ち、病院での実務
経験がある人

試 験 日 8月6日（土）虚～漁、8月7日（日）禦魚

試験会場 市立総合病院
受付期間 7月1日（金）～29日（金）
試験案内、申込書の配布場所

市立総合病院総務課、市役所玄関案内、職員課（6階）、
各支所・行政センター
※市立総合病院ホームページからもダウンロードできます。

問市立総合病院総務課 緯24-1515


