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4月7日（木）

西海橋公民館
針尾支所

鹿町行政センター
南鹿町公民館
志戸氏公民館

9:40～10:10
10:30～11:00

10:00～11:10
11:25～11:55
12:20～12:50

4月8日（金）

日宇支所
東浜1組公会堂

吉田乃館
小川内公民館

9:30～10:30
10:50～11:10

9:30～10:10
10:25～10:50

4月12日（火）

大岳台町公民館
北大和公民館

船越町公民館
愛宕地区公民館
東鵜渡越町公民館

9:20～10:30
10:50～11:15

9:20～10:00
10:20～10:40
11:10～11:40

4月13日（水）

前平公民館
三川内山公園
重尾町公民館

江迎町中央公民館
鹿町町褥崎公民館

9:30～ 9:45
10:05～10:35
10:55～11:15

10:00～11:40
12:10～13:00

4月14日（木）

江迎町文化会館
鹿町町活性化センター前
神崎公民館

木風2組公民館
山祇公民館
田代町公民館

9:40～10:30
10:55～11:55
12:30～13:00

9:20～ 9:55
10:10～10:30
10:55～11:10

4月15日（金）

東明公園
江上支所
稲荷町3組公民館

棚方町第2公園（ニュータウン内）
大潟町1組公民館
母ヶ浦公民館

9:30～10:00
10:15～10:35
11:05～11:40

9:30～10:00
10:25～10:50
11:10～11:35

4月17日（日）

宮支所
広田公園
早岐支所

吉井地区公民館体育室
世知原行政センター

柚木地区公民館
大野支所
北地区公民館

9:20～10:05
10:30～11:20
11:40～13:20

9:30～11:10
11:30～13:10

9:20～11:00
11:15～12:45
13:00～13:50

4月19日（火）

上原町公民館
花高第3公園
山澄地区公民館

俵ヶ浦公民館
野崎公民館
庵浦公民館

9:20～ 9:50
10:05～10:35
11:10～11:45

9:30～ 9:50
10:05～10:20
10:35～10:50

4月20日（水）

宮津町公民館
南風崎町1区公民館

坂の上公民館
吉岡公園集会所（吉岡第3集会所）
下本山公民館

9:40～10:00
10:15～10:35

9:20～ 9:50
10:15～10:35
10:55～11:20

4月21日（木）

高島
黒島港
黒島支所

船時間による
11:00～11:10
11:20～11:50

4月22日（金）

小佐々町新田公民館
浅子町公民館

上直谷公民館
岩谷口集会所
潜木町公民館

9:30～10:10
10:25～10:50

9:30～10:10
10:30～10:50
11:15～11:35

4月29日（金・祝）

若竹台公民館
三川内支所
黒髪小正門前

天神公園
鹿子前2組公民館
中央保健福祉センター

相浦文化センター
小佐々町田原地区公民館
小佐々町漁村センター

9:20～10:10
10:30～11:20
11:40～13:20

9:20～11:00
11:25～12:05
12:25～13:50

9:20～10:30
10:55～11:35
12:00～12:40

5月15日（日）

旧神ノ浦支所
宇久行政センター

13:40～14:00
14:20～15:20

上記会場での注射料金

繋登録済みの犬の場合 狂犬病予防注射料3,050円
罫未登録の犬の場合 登録料3,000円＋狂犬病予防注射料3,050円
※狂犬病予防注射は、本市と北松浦郡佐々町の動物病院でも受け
られます。注射料金は各病院にお尋ねください。

冗生活衛生課 緯24-1111

暫狂犬病予防注射は、上記のいずれの会場でも受けられます。
暫未登録の犬は上記会場か動物病院で登録してください。
暫本市以外で登録が済んでいる犬は、注射前に保健所（中央保
健福祉センター内）で、「犬の転居届」を済ませてください。
上記会場や動物病院では、手続きができません。

暫予防注射の際に犬の健康状態に不安がある場合は、注射会
場か、かかりつけの獣医師にご相談ください。

※5月15日（日）のフェリーが欠航した場合は、
5月22日（日）に延期します。

生後91日以上のすべての飼い犬が対象です!

狂犬病予防集合注射日程表

PU
BLIC

RELATIO
N
S

SA
SEBO

2011_3

13

イベント情報

スペシャルイベント

マジックキャッスル

ハリウッドにあるマジシャンの聖地「マ
ジックキャッスル」の全面協力を受け、
アンドリュー・ゴールデンハーシュ（写
真上）やブライアン・ギリス（下）など、世
界レベルのマジシャンがハウステンボ
スに登場します。
時3月19日賞～5月8日裳

場ハウステンボス・ムーンシャワー
料VIP席3,000円、自由席 一般1,500円、
高校生以上の学生1,000円、小・中学生
500円 ※未就学児は無料。ハウステ
ンボス入場料は別途必要。

問ハウステンボス総合案内センター
緯27-0001

ことしで20年目を迎える、春のハウス
テンボスの人気イベント。ニュース
タッド地区モンドリアン通りでは、パ
ンジーやビオラをはじめとする季節の
花や、カラーサンド、ウッドチップなど
の自然素材を使った絵画が登場（フラ
ワーカーペット）。地元食材や花苗がそ
ろうマーケット、劇団スイセイ・ミュー
ジカルによるステージやパレード、長
崎県産のいちごを使った春のスイーツ
フェアなども開催します。
時3月5日賞～4月7日詳

問ハウステンボス総合案内センター
緯27-0001

花あふれる季節到来！

花の王国 チューリップ祭

桜とうず潮の名勝「西海橋公園」。
ソメイヨシノをはじめとする
桜と、見ごろを迎えるうず潮
をお楽しみください。
時3月19日賞～4月10日裳

場西海橋公園
内 アンケート&春の花苗と
ハーブ苗プレゼント（9時～

16時受け付け、初日から先
着300セット）
20日日子ふれあい動物園
（10時～16時、タッチング
コーナーなど）

問西海橋公園管理事務所
緯58-2004

春の桜と
うず潮まつり

園内をぼんぼりでライトアッ
プし、綱引き大会も開催します。
時3月26日賞～4月10日裳

4月2日賞子植樹式、ステー
ジイベント、綱引き大会等

場佐世保公園
綱引き大会

1チーム男子3人・女子2人

（男子で代替可、ハンディ
有り） ※ほかに交代要員2
人まで登録可。

料1チーム1,000円
申3月25日象までに電話で同
まつり実行委員会事務局へ

問同まつり実行委員会事務局
緯24-9915

第4回

国際親善
させぼ桜まつり

時①総合開会式子4月10日裳10時
②ナイター子4月11日訟から
③早朝子4月17日裳から

場①総合グラウンド運動広場
②③中央公園スポーツ広場

申3月12日賞から14日訟までに市ソフ
トボール協会連絡事務所で手続きを
（受付時間18時30分～20時30分）

問同協会連絡事務所 緯25-2620
問同協会松永理事長 緯31-1911

市民の皆さんが主役の音楽祭です。日
ごろの練習の成果をアルカスの舞台で
思い切り披露します。応援、よろしくお
願いします！
時3月26日賞、27日裳 場全館
料無料（入場パスはアルカスSASEBO
チケットカウンターで配布）

問アルカスSASEBO 緯42-1111

アルカス市民音楽祭2011

アンデルセンの名作「人魚
姫」の世界を朗読とバイオ
リンの音色で綴ります。
出演：吉田恭子（バイオリン）、

きようこ

鈴木慎崇（ピアノ）、中村
よしたか

有
ゆう

志（朗読、パントマイム）
じ

時4月16日賞14時開演
場中ホール
料全席自由
大人1,000円、3歳～高校生500円

問アルカスSASEBO 緯42-1111

佐世保市民
第44回早朝ソフトボール大会
第38回ナイターソフトボール大会

3歳からのクラシック

親子で
楽しむコンサート

吉田恭子

鴎ハウステンボス/J-13689


