
九十九島たのしみマンス
9月 16日㊏～ 10月 9日㊊㊗

9 月 19 日の「九十九島の日」にち
なみ、9月下旬から 10 月上旬の約
1カ月間、九十九島を舞台にさまざ
まなイベントを行います。
夜の海きらら
開館時間を 21 時まで延長し、夜の
生き物たちの様子をスタッフが解説
するプログラムなどを開催します。
※入館は 20時 30分まで。
日程　9 月 17 日㊐、10月 8日㊐
ヨガきらら
朝日が差し込む大水槽前でヨガ教室
を開催します。
日程　9 月 24 日㊐、10月 1日㊐
　※ 7 時 30 分～８時 30 分。7 時

20分から受け付け。
料金　2,000 円（入館料含む）
　※九十九島CLUB 会員は割り引
き有り。

定員　各日先着 15人
申込　前日までに電話か公式HP予
約フォームで海きららへ
パールクィーン就航 15周年記念　
サンセットライブクルーズ
日程　9月 16日㊏、23日㊏㊗、30
日㊏、10月7日㊏
　※出航予定時間はお尋ねを。
料金　高校生以上 1,400 円、4歳～
中学生 700 円

九十九島箱「おさかな風船づくり」
ヨーヨー風船で魚を作る紙工作です。
日程　9 月 19 日㊋ 9時～ 18時
場所　こどもひろば あまもば

対象　幼児～（小学 3年生以下は保
護者同伴）
料金　無料（入館料が別途必要）

九十九島遊覧船秋の特別クルーズ
パールクィーン観月会

九十九島の夕景と中秋の名月を眺め
る特別クルーズです。
日程　10 月 4 日㊌ 17 時ごろ出航
（約 1時間 15分）
料金　3,800 円（月見弁当、月見団
子、ワンドリンク付き）
　※九十九島CLUB 会員は割り引
き有り。

定員　先着 60人
申込　10 月 1 日㊐までに九十九島
遊覧船事務所（☎ 28-1999）へ
　※小学生以下は乗船不可。

こどもひろば　お楽しみ会
日程　毎週土曜 11時 30 分、14 時
30分（約 30分）
場所　こどもひろば あまもば
内容　読みがたりなど
対象　幼児～（小学 3年生以下は保
護者同伴）
料金　無料（入館料が別途必要）

子どもエコツーリズム in九十九島
日程　10月15日㊐9時～15時30分
場所　九十九島の無人島
内容　午前⇨「自然観察コース」か
「釣りコース」のどちらかを選択
午後⇨無人島の磯にすむ生き物の
観察、海岸清掃
対象　小・中学生と保護者
料金　1 人 500 円
定員　30人（応募者多数の場合抽選）
申込　9 月 10 日㊐～ 30 日㊏に参
加者全員の住所、氏名、年齢（学
年）、性別、電話番号、希望体験コー
スを記入し、往復はがきで「九十九

島の会 平尾哲朗」宛て（〒 857-
1152、黒髪町 49-6）へ

将冠岳トレッキング

佐世保の真ん中にそびえる弓張岳、
将冠岳の片道 6kmのコースを自然
観察しながらトレッキングします。
日程　10 月 8 日㊐ 10 時～ 15 時
30分
場所　弓張岳展望台駐車場集合
対象　小学 3年生以上（小学 3年生
は保護者も参加）
料金　1 人 300 円　定員　20 人
〆切　9 月 22 日㊎必着（応募者多
数の場合は抽選）

安満岳春日コーストレッキング
安満岳の登山口から山頂まで登り、
下山は春日の潜伏キリシタンが通っ
た少し険しい古道を歩きます。
日程　10 月 21 日㊏ 9 時～ 16 時
15分
場所　安満岳登山口駐車場集合
　　　（平戸市）
対象　高校生以上
料金　300 円　定員　20 人
〆切　10 月 6 日㊎必着（応募者多
数の場合は抽選）

申込　いずれも参加者全員の氏名
（ふりがな）、生年月日（学年）、
性別、代表者の住所と電話番号、
イベント名を記入し、はがきか
ファクスでビジターセンターへ。
ホームページからの申し込みも可
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（パールシー）〒 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  ファクス 28-7351
　HP http://www.kujukushima-visitorcenter.jp/
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秋の特別展 エコロZOO
～いきものたちの知恵袋～

動植物の暑さ、寒さ対策や、自然界
を生き抜くためのさまざまな知恵な
どを紹介します。
日程　9 月 16 日㊏～ 11月 26日㊐
料金　無料（別途入園料が必要）

エアプランツで
グラスガーデン作り

エアプランツや動物のフィギュアを

使ってグラスガーデンを作成します。
日程　9 月 17 日㊐
料金　500 円（別途入園料が必要）
定員　先着 20人
申込　9月1日㊎から参加者の氏名、
代表者の携帯電話番号、参加人数
を記入してメール（shokubutsu@
morikirara.jp）で森きららへ。電
話での申し込みも可

朝の森きらら
開園前の森きららで、ライオン、チー
ターの獣舎、ペンギンたちの朝の様
子を見学することができる初開催の
プログラムです。
日程　9 月 17 日㊐、24 日㊐、10
月 1日㊐、8日㊐

料金　高校生以上 960 円、4 歳～
中学生 470 円、3歳以下 100 円
申込　電話で森きららへ

バラと木の実の
クリスマスリース作り体験

日程　10 月 22 日㊐、29 日㊐、11
月 5日㊐
　※ 13時～ 14時。
料金　500 円（別途入園料が必要）
定員　各日先着 20人
申込　9月25日㊊から電話かEメール
（shokubutsu@morikirara.jp）で
希望日の前日までに森きららへ
※小学生以下は保護者同伴。

〒 857-1231　船越町 2172　☎ 28-0011

今月のおすすめ図書

弁当づくりで身につく力
竹下和男 著（講談社）

弁当づくりを一から一人で行う「弁当の日」。子
どもたちは弁当の日を通じて、感謝、自信、喜び
を見いだしていきます。食べることだけではなく、
作ることにも興味を持てる 1冊です。

ねこの京都
岩合光昭 著（クレヴィス）

動物写真家の岩合光昭氏が 1年以上かけて京都の
猫たちを撮影した写真集です。猫を通して京都の
美しい街並みや自然を楽しむことができます。

〒 857-0026  宮地町 3-4　☎ 22-5618〒 857-0031  保立町 12-31（市総合教育センター内）
☎ 23-1517

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。
※休館日は火曜、祝日（9月 18日㊊㊗、23日㊏㊗）。

プラネタリウム（投映時間 約 45分・火曜休館）
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秋の天体観望会～「星きらり」でスター
ウォッチングをしませんか？～

日程　9 月 30 日㊏ 18時 30分～ 20時
料金　高校生以上 310 円、小・中学生 150 円
定員　50 人　申込　電話で少年科学館へ
※中学生以下は保護者同伴。
※雨天や曇天などの場合はプラネタリウムで当日
の星空解説を行います。


