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えぼし冬まつり
日程　1 月 11 日㊏～ 13 日㊊㊗
場所　えぼしスポーツの里
内容　凧

たこ
作り教室やお年玉ビンゴ大会 

（先着 180 人）、豚汁無料振る
舞い（先着 300 杯）など

※詳しくはお尋ねください。
問えぼしスポーツの里☎ 24-6669

親向け結婚応援セミナー（無料）

羽
はねばやしゆず

林由鶴さんを講師に迎え、子どもと
の向き合い方セミナーを実施します。
日程　1 月 19 日㊐ 13 時 30 分～ 15

時 30 分
場所　アルカス SASEBO
対象　未婚の子どもを持つ家族、結婚

を応援したい人など
定員　先着 100 人
申込　参加者の氏名（ふりがな）、電

話番号を明記し、電話かファ
クスでさせぼ婚活サポートプ
ラザかコミュニティ・協働推
進課へ

問同プラザ ☎22-1165（FAXも同番号）
　同課 ☎ 24-1111（FAX 25-9675）

佐世保のヤモード祭り
松原・矢峰両町の氏

うじこ
子が前年収穫した

稲わらで神社の大しめ縄を作り、鳥居
に架け五穀豊

ほうじよう
穣を祈願する正月恒例

の行事です。江戸時代の風習を現代に
伝える行事として、県の無形民俗文化
財に指定されています。
日程　1 月 26 日㊐ 8 時～ 16 時
場所　淀姫神社（松原町）
問文化財課 ☎ 24-1111

ペットと一緒に
三川内焼 肉球絵付け体験

お気に入りのペットの肉球をお皿やマ
グカップに絵付けし、世界で一つだけ
のオリジナル三川内焼を作ります。
日程　1 月 26 日㊐ 9 時～ 16 時
場所　三川内焼伝統産業会館
料金　1,500 円～（送料が別途必要）
申込　電話か専用フォームで日本理工

医学研究所へ（要予約）
※右の画像から専用フォー

ムにアクセスできます。
問日本理工医学研究所 
　☎ 0120-40-8121

高齢者いきいきフォーラム
県民大会

日程　1 月 31 日㊎ 13 時～ 16 時 30 分
場所　アルカス SASEBO
内容　若宮正子氏による講演やパネル

ディスカッション、地域文化
伝承活動の発表など

料金　無料
※申し込み方法など、詳しくはお尋ね

ください。
問すこやか長寿財団 ☎ 095-847-5212

させぼエコライフフェス 2020
省エネやリサイクルなど、未来の生活
がお得になるヒントの詰まった体験イ
ベントが盛りだくさんのお祭りです。
昨年大好評だった餅まきも行います。
日程　2 月 8 日㊏ 10 時～ 15 時 30 分
場所　させぼエコプラザ（旧戸尾小）
問させぼエコプラザ ☎ 25-0055

あつまれ！エコキッズ！
工作を通して生き物と環境の関係につ
いて学ぶ体験型のイベントです。
日程　2 月 9 日㊐ 14 時～ 16 時
場所　九十九島水族館海きらら
対象　5 ～ 6 歳児
料金　無料（水族館入館料が別途必要）
※詳しくはお尋ねください。
問環境政策課 ☎ 31-6520

地域コミュニティ活性化
シンポジウム

地域コミュニティの活性化に向けた取
り組みについて考える機会として全住
民アンケートに関する講演会や地区自
治協議会での活動事例発表を行うシン
ポジウムを開催します。
日程　2 月 10 日㊊ 14 時～ 16 時
場所　アルカス SASEBO
内容　テーマ＝「全住民調査の始め方・

進め方・活かし方」、講師＝都
つ

岐
き

沙羅パートナーズセンター・
斎藤主

ちから
税氏

料金　無料
※詳しくはお尋ねください。
問コミュニティ・協働推進課
　☎ 24-1111

　　　

藤原道山× SINSKE
～尺八とマリンバによる世界最小
オーケストラ～和★ SHOWA ★

尺八の新たな魅力を開く第一人者と
して、邦楽だけでなく幅広いジャン
ルで活躍する藤原道山。5 オクターブ
のマリンバを自在に操り、唯一無二の
世界観でさまざまなジャンルを奏でる
SINSKE（シンスケ）がデュオで長崎に
初登場！「昭和」をテーマに時代を彩っ
たクラシックや日本唱歌、ポップスな
ど、ジャンルを超えた名曲の数々にオ
リジナル楽曲を交えてお届けします。
日程　1 月 26 日㊐ 14 時開演
場所　中ホール
料金　全席指定　一般 4,000 円、25

歳以下 2,000 円

第 19 回九十九島かき食うカキ祭り・冬の陣

アルカス SASEBO 公演情報
 ☎ 42-1111

カキのシーズン真っ只中の 2 月に九十九
島かきを炭火で豪快に焼いて楽しむこと
ができる食の一大イベントです。
日程　2月1日㊏、2日㊐、8日㊏、9日㊐、

11 日 ㊋ ㊗、15 日 ㊏、16 日 ㊐、
22 日㊏、23 日㊐㊗、24 日㊊㊡、
29 日㊏、3 月 1 日㊐

　　　※ 10 時～ 16 時（焼き台の利用は
16 時 45 分まで）。

場所　九十九島パールシーリゾート大芝
生広場

料金　九十九島殻付き生カキ 800 円（1
キロ）、木炭 250 円、軍手・カキ
開けナイフセット 250 円

※焼き台の使用は無料です。
※会場外からの飲食物（生肉や生魚など）

の持ち込みはできません。
※カキは売り切れになる場合もあります。

問九十九島パールシーリゾート
　 ☎ 28-4187

ハウステンボス　大胡蝶蘭展
国内最多となる 200 品種の胡蝶蘭がパ
レス ハウステンボスを埋め尽くす「大胡
蝶蘭展」を開催中。今回は「ひと足早い
春」をテーマにした新スポット「蘭でお花
見」が登場。部屋の中央には高さ約 3.5m
の大木から、ピンク色の胡蝶蘭が満開に
咲いている桜のように降りそそぎ、下か
らは菜の花を思わせる黄色の蘭を装飾
し、屋内であることを忘れさせるような
お花見空間に。さらに、「春色トンネル」
や「蘭カフェ」など多種多様な胡蝶蘭を一
堂にご覧いただける華やかな魅力で満た
されるハウステンボスへどうぞお越しく
ださい。
日程　3 月 15 日㊐まで
場所　ハウステンボス

問総合案内ナビダイヤル
　☎ 0570-064-110


