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させぼ四季彩館 10周年祭
日程　12 月 21 日㊏、22 日㊐
場所　させぼ四季彩館（三川内本町）
内容　本市特産品の販売、豚汁の振る

舞い、ガラポン抽選会、当日限
定のお買い得商品の販売など

問させぼ四季彩館 ☎ 30-7744

クリスマスコンサート
冬の白岳高原でギターと歌の自然に溶
け込むラプソディをどうぞ。
日程　12 月 22 日㊐ 15 時～ 17 時
場所　白岳自然公園
料金　1,000 円（ケーキセット込み）
定員　先着 20 人
申込　12 月 10 日㊋～ 20 日㊎に電話 

で白岳自然公園へ
問白岳自然公園 ☎ 66-9334

ハウステンボス
カウントダウン 2019-2020

見る人全ての心を奪うほど迫力満点の
花火は 20 分間に 8,000 発と日本最大
級。そして冬の寒さを吹き飛ばすライ
ブ。ライブにはケツメイシのリーダー
大蔵やトラックメーカーの DJ KEIN、
シンガーソングエンターテイナーのハ
ジーなど豪華アーティストの出演が決
定。さらに場内では圧巻のファイヤー
パフォーマンスに加え、バルーンカウ
ントダウンなど、さまざまなイベント
が開催されます。街全体がお祭り騒ぎ
の感動と興奮が止まらないハウステン
ボスにどうぞお越しください
日程　12 月 31 日㊋～ 1 月 1 日㊌㊗
場所　ハウステンボス
問総合案内ナビダイヤル
　☎ 0570-064-110

第 16回新春独
こま

楽廻し大会
「息

いきながしようもんしようくら
長勝問勝競べ」の掛け声で始める

佐世保独楽の大会です。大人から幼児
まで部門別で開催します。
日程　1 月 2 日㊍ 13 時
場所　島地公園
問佐世保独楽本舗 ☎ 22-7934

令和 2年佐世保市消防出初式

日程　いずれも 1 月 6 日㊊
（式　　典）10 時～ 11 時 20 分
　　　　　　アルカス SASEBO

（パレード）11 時 45 分～ 12 時 15 分
　　　　　　新みなと暫定広場

（一斉放水）12 時 20 分～ 12 時 25 分
　　　　　　佐世保港国際ターミナル
※各会場での時間帯は前後する場合が

あります。
問消防局総務課 ☎ 23-9251

令和 2年成人式典

日程　1 月 12 日㊐ 12 時開式
場所　アルカス SASEBO
対象　平成 11 年 4 月 2 日～平成 12

年 4 月 1 日に生まれた人
※式典の参加に案内状は不要です。市

外在住の本市出身者も自由に参加可。
問社会教育課 ☎ 24-1111

小柳賞佐世保シティロードレース大
会に伴う交通規制

大会当日は交通規制を行いますので、
ご理解とご協力をお願いします。
日程　1月12 日㊐ 10 時～ 11時 10 分
場所　総合グラウンド～相浦中里 IC ～

下本山交差点～真
まさる

申入口～光町
簡易郵便局～九州電力前～県立
大学前

※本山トンネル（国道 204 号線）は真申
入口交差点から通行止め、嘘越方面
への迂回となります。相浦中里 IC も
通行が制限される場合があります。

問スポーツ振興課 ☎ 24-1111

在宅医療・介護連携推進事業
市民啓発公開講座「人生100年時代
をいかに元気に生きていくか」

日程　1 月 18 日㊏ 14 時～ 15 時 30 分
場所　アルカス SASEBO
講師　菊田あや子さん（リポーター）
料金　無料　定員　先着 500 人
申込　電話かファクスで①または②へ①

在宅医療・介護連携サポートセ
ンター（☎ 22-5901、ファクス
22-5952）②医療政策課（☎ 24-
1111、ファクス 25-9684）

※申し込みは11月から開始しています。
問在宅医療・介護連携サポートセンター 

☎ 22-5901

文化茶話スペシャル「チェンバー・
ソロイスツ・佐世保」を 100倍
楽しむレクチャー&コンサート

ヴァイオリニスト豊嶋泰嗣を音楽監督
に迎えた、オリジナル室内オーケスト
ラ「チェンバー・ソロイスツ・佐世保」

（令和 2 年 2 月）を楽しむためのお話
をヴァイオリンとチェンバロによる一
流の演奏と共にお楽しみください。
日程　12 月 20 日㊎ 18 時 30 分開演
場所　中ホール
料金　全席自由　ゴールド・オレンジ

会員無料、ホワイト会員 500 円
一般 1,200 円、学生 500 円

アルカス SASEBO 公演情報
 ☎ 42-1111

   「佐世保時間」を発行しました
　「佐世保時間」は、佐世保暮らしの魅力を発信し
本市への移住を PR する冊子で、平成 28 年度か
ら年 1 回発行しています。本市へのふるさと納税
者に返礼品カタログと一緒に送付するほか、首都
圏等での移住相談会などで配布し、市民の皆さん
には町内会等の回覧で見ていただいています。
　本年度の「佐世保時間」（11 月 1 日発行）では、
ローカルな暮らしを未来へつなぐ「俵ヶ浦半島」
の特集をはじめ、一度ハマったら抜けられない佐
世保の魅力を 5 つの沼として紹介する「佐世保沼
にハマった人々」、男性目線で移住生活を語る「俺
たちのシゴト×推しメシ。」「移住者トーク・男た
ちの座談会」など、さまざまな視点から佐世保暮
らしの魅力をお知らせしています。
　市外在住者だけでなく市民の皆さんも楽しめ
る、読み応えのある冊子となっていますので、ど
うぞご覧ください。

問秘書課 ☎ 24-1111
パソコンやスマホでの閲覧は右の
画像を読み取ってご覧ください。

佐世保市移住促進ＰＲ冊子

ジャズの沼 釣りの沼 YOSAKOI の沼

ローカルな暮らしを未来へつなぐ「
俵ヶ浦半島」

移住者トーク
男たちの座談会

「佐世保時間」は、佐世保暮らしの良さを県外の親戚やお知り合い
などに PR していただける方に無料で配布しています。希望され
る方は、お手数ですが、市役所本庁舎玄関案内か 5 階秘書課へお
越しください。
※佐世保観光情報センター（JR 佐世保駅構内）や観光施設などにも設

置していますが、在庫がない場合もありますので、ご了承ください。

PR に協力していただける方に無料配布！


