
相浦愛宕市
春の訪れを告げる「愛宕市」。430年以上の歴
史を誇り、沿道に植木や苗木、竹細工などの
特産品が並ぶ伝統的なお祭りです。鉢花など
が当たる毎年恒例の福袋付きシャモジも販売
されますので、本年の運試しにどうぞ！
日程　2月 23日㊎～ 25日㊐　
場所　相浦橋～相浦港の歩行者天国
問相浦商工振興会内・愛宕祭協賛会
☎ 47-2754

交通規制
•車両通行止め
　相浦橋～相浦郵便局そば交差点
　※ 10時～ 17時。
•市営バスの運行経路変更
日野木宮経由・相浦桟橋行き
⇨日野大潟経由に変更
大野木宮経由・相浦桟橋行き
⇨大野大潟経由に変更
※一部、終点バス停が変更になる場合があり
ます。詳しくは各乗車バス停でご確認くだ
さい。

問交通局業務課　☎ 25-5111

梅ヶ枝酒造　春の蔵開き
日本酒の新酒や焼酎、リキュール、甘酒など、
いろいろなお酒の飲み比べができます。名水
を使い、米作りから酒造りまで手作りにこだ
わった地元の酒をご賞味ください。
日程　2月10日㊏、11日㊐㊗10時～15時
場所　梅ヶ枝酒造（城間町）
※期間中はハウステンボス駅からシャトルバ
スを運行する予定です（9時 30 分から 20
分間隔で運行）。
問梅ヶ枝酒造　☎ 59-2311
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海彦・山彦 
～魚とお茶のフェスティバル～

世知原茶の試飲販売や東浜の海産物の
試食会のほか、佐世保商業高校による
「S

さしよう

ASHO-C
カフエ

afe」の出店、「全国お茶まつり長
崎大会」の SASEBOスイーツ総選挙でグラン
プリに輝いた「サクっと幸福」の販売などを行
います。
日程　2月24日㊏、25日㊐　※10時～16時。
場所　島瀬公園
内容　世知原茶の手釜炒り茶の実演・体験、

地元農産物の販売、東浜一風干しの試
食・販売会など

問農業畜産課　☎ 24-1111

ハウステンボス　チューリップ祭
ヨーロッパの街並みに日本最多700品種が咲
き誇る「100 万本の大チューリップ祭」。風車
が回る田園風景やレストランなど場内のさま
ざまな場所が色鮮やかなチューリップで彩ら
れます。スペシャルウィーク（3月 17日㊏～
4月 9日㊊）にはパレス ハウステンボス前庭
に世界的ガーデンデザイナーが監修する巨大
ブーケのような庭園が登場し、ガイドツアー
や花束づくりなどイベントも盛りだくさん。
夜には世界初の有機 EL チューリップが音楽
に合わせて輝く「光のチューリップガーデン」
が登場するなど一日中見どころが満載です。
日程　2月 10日㊏～ 4月 15日㊐
問ハウステンボス総合案内ナビダイヤル
　☎ 0570-064-110

第20回火の用心バザー

日程　3月 4日㊐ 11時 50分～
場所　島瀬公園
内容　市消防団第 2中隊のチャリティーバ

ザー、餅つき・即売会、餅まき、市消
防音楽隊の演奏、消防体験コーナーな
ど

問消防局総務課　☎ 23-5121
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春の植木市
日程　2月 9日㊎～ 18日㊐
　　　9時～ 17時
　　　※ 18日㊐は 16時まで。
場所　松浦公園
内容　庭木、花苗、果樹苗、盆栽、

金物などの展示販売、植木の
相談コーナーなど

※ 2 月 9 日㊎ 10 時 30 分から花苗
を無料配布します（先着 100人、1
人 1袋）。
問佐世保みどりの会（倉富さん）
☎ 080-5274-1636

エコライフフェス 2017
家庭で使わなくなった物の交換や食
品廃棄について考えるフードロス
キッチンなど、持続可能なライフス
タイルを体験できるイベントを開催
します。
日程　2月 10日㊏ 10時～ 16時
場所　させぼエコプラザ（戸尾町）
問させぼエコプラザ　☎ 25-0055

あつまれ！エコキッズ！
パズルやぬり絵などの工作を通して、
海の生き物などについて楽しく学ぶ
体験型のイベントです。
日程　2月 12日㊊ 14時～ 16時
場所　海きらら こどもひろばあまもば
対象　小学生以下
料金　無料（海きらら入館料が別途必要）
問環境保全課　☎ 26-1787

お絵かきたこ揚げ
クレヨンや絵の具で自由に絵を描き、
広い芝生の上で空高くたこ揚げをし
てみませんか。
日程　2月 18日㊐ 12時～ 15時
場所　白岳自然公園
料金　350円　
問白岳自然公園　☎ 66-9334

長尾半島ガイドウォーク
日程　3月 3日㊏ 14時～ 16時
　　　※雨天中止。
場所　九十九島パールシーリゾート

大芝生広場集合
対象　市内在住の小学生以上の人

※小学生は保護者同伴。
料金　無料
定員　20人（応募多数の場合抽選）
申込　2月 22日㊍までに電話で環境

保全課へ
問環境保全課　☎ 26-1787

長崎県内「道の駅」大集結祭

県内にある 11の道の駅が「させぼっ
くす 99」に大集結。各地の特産品や
人気商品などを持ち寄り、１日限り
の販売会を行います。当日は地元食
材を使用した「長崎イレブン鍋」や
「入港ぜんざい」の無料振る舞い、甘
酒やそのぎ茶の試飲会を行います。
日程　2月 18日㊐ 10時～ 16時
場所　道の駅させぼっくす 99（相浦

中里 ICそば）
※長崎イレブン鍋（10時～）と入港ぜ
んざい（13時 30 分～）の振る舞い
は、各先着 200人。
問道の駅させぼっくす99　☎42-6077

春の特別ツアー♪春の菜の花鑑賞
と美しい九十九島遊覧

九十九島を望む2つの展望台と15万
本の菜の花、春の美しい九十九島を堪
能できる魅力いっぱいのツアーです。
リラクルーズでは九十九島の小さな
入り江に入り、大型船とは違った景
色がご覧いただけます。昼食は九十九

島名物のカキ焼きをお楽しみください。
日程　3月 24日㊏ 10時 40分～ 16
　　　時 15分
場所　佐世保観光情報センター集合
　　 （佐世保駅構内）
料金　9,500 円

※バス代、ガイド料、体験料、
昼食、保険を含む。

定員　30人（最少催行 15人）
申込　3月 17日㊏までに電話で佐世

保観光情報センターへ
【行程】10 時 40 分集合⇨弓張岳⇨
九十九島リラクルーズ乗船⇨昼食
⇨展海峰⇨道の駅させぼっくす 99
　⇨ 16時 15分 到着・解散　
問佐世保観光情報センター
　☎ 22-6630

第 7回佐世保－島原
ウルトラウォークラリー

日程　5月 3日㊍㊗、4日㊎㊗
場所　中部地区公民館入口周辺集合
内容　① 105kmコース  市内⇨東彼

杵町⇨大村市⇨諫早市⇨島原
市内(制限時間 24時間）
② 32kmコース  市内⇨東彼
杵町内（制限時間7時間30分）

対象　① 20歳以上②中学生以上
※①②とも健康な人。未成年
は保護者同伴。

料金　① 10,000 円② 5,000 円
定員　①先着 1,200 人②先着 150人
※参加希望者は 2月 28 日㊌までに
電話 ( 平日 9 時～ 17 時）かファ
　クス（59-8151）、ホームページ
　（http://www.uwr105.com/）のい
ずれかで同ウォークラリー実行委員
会へ申込用紙等を請求してください。
問同ウォークラリー実行委員会
　☎ 46-6868
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実力派 2人による能楽をテーマにしたオ
リジナル企画。デーモン閣下がナビゲー
ターを務め、能楽の古典からシューベル
トの「魔王」、オリジナル作品までお届け
する必見のコンサートです。
日程　2月 18日㊐ 14時開演
場所　大ホール
料金　全席指定　Ｓ席 4,000 円、Ａ席

3,000 円、高校生以下 1,000 円
※託児サービスあり。

©
Junko Kaisato

アルカス映画祭

佐世保が舞台！「坂道のアポロン」の上映

デーモン閣下と一 幸弘が贈る
能楽コンサート　幽玄悪魔

本市出身の漫画家・小玉ユキさん原作で、市内が舞台と
なる映画「坂道のアポロン」が 3月 10日㊏から全国で一
斉に公開されます。この作品は昨年 4月～ 6月にかけて
佐世保北高校や黒島天主堂、白浜海水浴場など市内各所
で撮影が行われました。馴染み深い風景などがたくさん
盛り込まれていますので、どうぞお楽しみに！

ストーリー
医師として病院に勤める西見薫。忙しい毎日を送る薫の
デスクには 1枚の写真が飾られていた。笑顔で写る 3人
の高校生。10 年前の夏、二度と戻らない、特別なあの
頃の写真…あの夏、転校先の高校で、薫は誰もが恐れる
不良、川渕千太郎と運命的な出会いを果たす。2人は音
楽で繋がれ、荒っぽい千太郎に、不思議と薫は惹かれて
いく。ピアノとドラムでセッションし、千太郎の幼なじ
みの迎律子と 3人で過ごす日々。やがて薫は律子に恋心
を抱くが、律子の想い人は千太郎だと知ってしまう。切
ない三角関係ながら、2人で奏でる音楽はいつも最高だっ
た。しかしそんな幸せな青春は長くは続かず－
キャスト
知念侑李、中川大志、小松菜奈
真野恵里菜 ／ 山下容莉枝、松村北斗（SixTONES ／
ジャニーズ Jr.）、野間口徹
中村梅雀、ディーン・フジオカ
原作
小玉ユキ「坂道のアポロン」（小学館「月刊 flowers」FC
α刊）
監督：三木孝浩　脚本：髙橋泉　音楽：鈴木正人　
制作プロダクション：アスミック・エース、C&I エンタ
テインメント　配給：東宝＝アスミック・エース
問観光課　☎ 24-1111

毎年、世界各国の旬な話題作をお届けす
るアルカス映画祭。今回は全 7作品のさ
まざまなヒューマンドラマを上映します。
上映内容
「いつまた、君と～何日君再来～」「ラ・
ラ・ランド」「光」「ローサは密告された」
「オン・ザ・ミルキー・ロード」「ヴィッ
ク・ムニーズ／ごみアートの奇跡」「あ
りがとう、トニ・エルドマン」
日程　2月 9日㊎～ 11日㊐㊗
場所　イベントホール
料金　全席自由　1作品鑑賞券 1,000 円、

3作品鑑賞券 2,000 円　
※上映時間など詳しくは、チラシやアル
カス SASEBOホームページをご覧くだ
さい。

ⓒ2018 映画「坂道のアポロン」製作委員会 ⓒ 2008 小玉ユキ／小学館
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アルカス SASEBO
公演情報  ☎ 42-1111


