
早岐茶市

お茶や海産物など約 350 軒の出店が
海岸通りに並びます。400 年以上の
歴史がある本市を代表する伝統行事、
早岐茶市にお出掛けください。
日程　初市＝ 5月 7 日㊐～ 9 日㊋、
中市＝ 17日㊌～ 19 日㊎、後市＝
27 日㊏～ 29 日㊊、梅市＝ 6月 7
日㊌～ 9日㊎
場所　早岐瀬戸周辺
※駐車場に限りがありますので、
公共交通機関をご利用ください。

問早岐商工振興会　☎ 38-1503

ハウステンボス
2,000 品種 120 万本のバラ祭

ハウステンボスでアジア最大級の
「2,000 品種 120 万本のバラ祭」を
開催します。ことしは「光るバラの
ガーデン」が初登場。約 1万本の色
とりどりに輝くバラが音楽に合わせ
て光のショーを奏でます。他にも、
一流アーティストによる生演奏や、
食べられるバラの提供などのイベン
トも充実。ヨーロッパの街並みを彩
るバラのさまざまな魅力に出会えるハ
ウステンボスにぜひお越しください。
日程　5月 13日㊏～ 6月 5日㊊
問ハウステンボス総合案内ナビダイ
ヤル　☎ 0570-064-110

白岳自然公園　写真撮影会
白岳自然公園内の風景などの撮影会
を行います。
日程　5月 14日㊐ 10時
場所　白岳自然公園
料金　無料
「白岳の自然写真」展示会の作品募集
日程　5月 23日㊋～ 26日㊎
場所　アルカス SASEBO
申込　5 月 20日㊏までに白岳自然    　　　　　　
　公園内（白岳神社、白岳を含む）で　　
　撮影し、A4 サイズに印刷した作　
　品（2点まで）を直接白岳自然公園へ
※展示期間終了後、作品は返却します。
※詳しくはお尋ねください。
問白岳自然公園　☎ 66-9334

第 50回記念佐世保市民展
日程　5月 17日㊌～ 28日㊐
※ 10 時～ 18 時。最終入館は 17
時30分。28日㊐は16時まで。
23日㊋は休館日。

場所　島瀬美術センター
料金　無料
問社会教育課　☎ 24-1111

景観の日 パネル展
6月1日の「景観の日」にちなみ、大切
にしたい身近なまちの風景「させぼ
景観100選」のパネル展を開催します。
日程　5月 29日㊊～ 6月 9日㊎
※ 8 時 30 分～ 17 時 15 分。土・
日曜を除く。

場所　市役所・すこやかプラザ連絡
通路
問まち整備課　☎ 24-1111

佐世保市中学校体育大会
日程　6月 10 日㊏～ 12 日㊊（総合
開会式は 10日㊏ 9時 30分開始予
定、水泳競技は 16 日㊎、駅伝競
技は 10月 3日㊋）
場所　総合グラウンド陸上競技場ほか
問学校保健課　☎ 24-1111

アルカス SASEBO公演情報
☎ 42-1111

吹奏楽 meets JAZZ
Shion× 中川英二郎

日本で最も長い歴史を持つプロの吹
奏楽団「オオサカ・シオン・ウイン
ド・オーケストラ」と世界的トロン
ボーン奏者、中川英二郎が吹奏楽と
JAZZ の魅力をたっぷりとお届けし
ます。
日程　5月 21日㊐ 14時開演
場所　大ホール
料金　全席指定　S席4,000円、A席

3,500円、学生各席1,000円

ドレミであそぼう！
～ 0才からのクラシック～

0 歳から入場できる 1時間のファミ
リー向けコンサート。若手実力派の
ソプラノ歌手、小林沙羅が紡ぐいろ
いろな国の子守歌など、優しい歌の
数々をお楽しみください。
日程　6月 11日㊐ 11時開演
場所　イベントホール
料金　全席自由　一般1,000円、0歳

～高校生 500 円
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イルカ展示・プログラムの休止

イルカプールのメンテナンス工事に
伴い、ハンドウイルカの展示、プロ
グラムを休止します。休止期間中、
イルカは大分県つくみイルカ島に移
り、繁殖に取り組みます。
日程　5 月 10 日㊌～ 7月 14 日㊎
※日程は変更になる場合があります。

記念撮影コーナー新設

巨大な巻き貝に入り、ヤドカリにな
りきった姿の写真撮影をどうぞ。
日程　5 月 13 日㊏～

ヨットセーリング100分満足コース
船上ティータイム付きのヨットセーリ
ングで贅沢な時間を過ごしませんか。
日程　10 月 29 日㊐までの土・日曜、
祝日（繁忙期を除く）。出航は13
時 15分ごろ（約 1時間 40分）。
※前日 16時までの予約制です。

九十九島箱「七夕飾り」
お願いごとなどを笹に飾り付けます。
日程　6 月 3日㊏～ 7月 7日㊎
場所　こどもひろば あまもば

九十九島を出前します
西海国立公園を楽しく学ぶための出
前講座を実施しています。希望日や
内容などお気軽にご相談ください。
内容　九十九島の自然環境の話や自
然観察など

対象　小学校や子ども会など

バラの春期管理講習会
春に行うバラの管理について学習し
ます。
日程　5月20日㊏10時30分～12時
料金　200 円（入園料が別途必要）
定員　先着 30人
申込　5月1日㊊から電話かEメール
（shokubutsu@morikirara.jp）で
森きららへ

コモンリスザルの赤ちゃん
昨年 9月に生まれた
リオ（雄）は枝から枝
に跳んだり、葉っぱ
の匂いをかいだりと
好奇心旺盛。これか
ら大好物の虫が増え
る季節を迎えますが、初めて虫を見
るリオの反応が楽しみです。

ヤマボウシ

ミズキ科の落葉高木。白い総
そう

苞
ほう

片
へん

が頭巾をかぶった法師に見えるこ
とが名前の由来です。美しい花は
5月下旬まで見ることができます。

今月のおすすめ図書

もしもあの動物と暮らしたら !?
小菅正夫 著（新星出版社）

「ライオンやパンダと暮らしてみたい」
なんて思ったことはありませんか。そ
んな憧れの動物たちとの暮らしに関す
る疑問に答えてくれる、大人も子ども
も楽しめる一冊です。

ハリスおばさんパリへ行く
ポール・ギャリコ 著　亀山龍樹 訳

（ブッキング）
ハリスおばさんはロンドンでお手伝いを
しています。ドレスを買うためにお金を
貯めて、憧れのパリへと向かいます。パ
リの人たちとの交流に心が温かくなる物
語です。

プラネタリウム
（投映時間 約 45分・火曜休館）

料金　高校生以上 310 円、4歳～中学
生 150 円
※市民は学習投映が無料です。
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【九十九島パールシーリゾート】〒 858-0922  鹿子前町 1008  ☎ 28-4187
【九十九島ビジターセンター】鹿子前町1053-2  ☎28-7919 
【九十九島動植物園】〒857-1231  船越町2172　☎28-0011
【市立図書館】〒 857-0026  宮地町 3-4　☎ 22-5618
【少年科学館】 〒 857-0031  保立町 12-31（市総合教育センター内）☎ 23-1517


