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海賊船みらいの謎Ⅲ～九十九島
海賊団の新しい仲間を探せ～

海賊船みらいの船内を舞台にした夏休
み限定の謎解きクルーズ。難問を解い
て、九十九島海賊団の仲間入りを目指
そう。
日程　7月 18日㊏～ 8月 31日㊊

※10時30分頃、11時30分頃、
13時30分頃、14時30分頃、
15時 30 分頃出航予定。臨時
便あり（所要時間 50分）。

料金　高校生以上 1,500 円、4歳～中
学生 750円、3歳以下無料

九十九島遊覧船パールクィーン
「サンセットクルーズ」

日程　8月1日㊏～10月31日㊏の土・
日曜、祝日（所要時間 60分）。
※出航予定時刻はお尋ねくださ
い。

料金　高校生以上 1,500 円、4歳～中
学生 750円、3歳以下無料

無人島上陸と
エサやり体験クルーズ

九十九島の無人島に上陸し、島の自然
を観察後、マダイの養殖筏

いかだ
に移動して

餌やり体験ができるクルーズです。
日程　7月 21日㊋～ 8月 31日㊊

※ 10 時 30 分頃、11 時 45 分
頃、13時頃出航予定。土・日
曜、祝日は 14時 15分頃もあ
り（所要時間 60分）。

対象　4歳以上
料金　高校生以上 2,200 円、4歳～中

学生 1,100 円

シーカヤック体験
日程　7月 21日㊋～ 8月 31日㊊

※受け付けは 11 時～ 15 時 30
分（所要時間 45分）。

対象　4歳以上
料金　1人乗り艇 600円、2人乗り艇

1,200 円

夏の特別展「生きた化石展」

1 億 5千年前から姿を変えていない魚
「スポテッドナイフフィッシュ」や肺呼
吸をする魚「プロトプテルスエチオピ
クス」など、古代から生き続けている
生き物たち 15種 200匹が大集合。
日程　7月 18日㊏～ 10月 25日㊐
料金　無料（入館料が別途必要）

朝の海きらら

オープン前の水族館と九十九島のク
ルージングがセットになった期間限定
の大人気プログラムです。水族館では
朝の魚たちやイルカの健康チェックの
様子などを見学できます。
日程　8月 2日㊐、9日㊐、10日㊊㊗、

16日㊐、23日㊐、30日㊐
※受け付けは 7時 50分。

料金　高校生以上3,950円、4歳～中
学生2,350円、3歳以下100円
※保険料、入館料、遊覧船乗船
料を含む。

定員　各日先着 20人
申込　希望日の前日までに電話または

公式サイトの予約フォームから

申し込んでください
※小学生以下は保護者同伴。ヨットは
4歳から乗船できます。

イルカのプログラム
「スプラッシュドルフィン」

スピンジャンプ、フロントフリップな
どのジャンプやイルカの尾びれでバ
シャバシャと容赦なく水しぶきをかけ
る夏限定の人気プログラムです。ず
ぶ濡れ覚悟でお楽しみください。日本
初の大技「イルカ同士のジャンピング
キャッチボール」も披露します。
日程　7月 23日㊍㊗～ 8月 31日㊊

※ 10 時 20 分、13 時 20 分、
15時 20分（約 20分間）。

料金　無料（入館料が別途必要）

海の日特別イベント
「海で楽しくあそぼう！」

飼育スタッフが「磯」や「海水浴場」を
テーマにクイズを出題し、パネルや動
画を使って解説する海の日特別イベン
トです。生き物の観察方法や磯での遊
び方なども紹介します。
日程　7月 23日㊍㊗ 11時、16時（約

20分間）
料金　無料（入館料が別途必要）

九十九島なんでもクイズ
初心者大歓迎！ビジターセンターを
回って、九十九島に関するクイズを解
こう。挑戦は随時受け付けています。
日程　7月 18日㊏～ 8月 31日㊊
料金　無料

九十九島パールシーリゾート  
☎ 28-4187

九十九島ビジターセンター
☎ 28-7919 

動物たちへおもちゃをプレゼント

飼育スタッフと一緒におもちゃを作
り、動物たちにプレゼントします。
アライグマ　7月 18日㊏、25日㊏
リスザル　7月 19日㊐、26日㊐
※全て 13時～ 14時。
対象　小学生以上
料金　無料（入園料が別途必要）
定員　各日先着 5組（1組 5人まで）
※申し込みなど詳しくはお尋ねを。

夜の森きらら～のぞいてみよう！
夜のどうしょくぶつたち～

日程　8月 1日㊏、8日㊏、13 日㊍、
14 日 ㊎、15 日 ㊏、22 日 ㊏、
29 日㊏　※営業時間を 20 時
30分まで延長します（最終入園
は 20時まで）。

内容　動物たちのガイドなど
料金　無料（入園料が別途必要）

カノコユリ

カノコユリが見頃を迎えます。名前の
由来にもなっている鹿の子模様の斑点
が特徴的で、佐世保市の花として親し
まれています。日本では四国や九州に
自生しており、九十九島でも見られま
すが、絶滅が危惧されている希少な花
です。
日程　7月下旬～ 8月上旬
料金　無料（入園料が別途必要）

プラネタリウム新番組の投影開始
小惑星探査機はやぶさ 2

～太陽系の起源を探る大いなる冒険～

太陽系の起源を探るという壮大な冒険
に溢れたプロジェクトをCGで分かり
やすくご覧いただける作品です。

よもやま学園 天文部
～地球・月・太陽、身近な天体たち～

地球上と宇宙空間。2つの異なる視点
から天体の動きを見る、ちょっと変わっ
た方法で分かりやすく解説します。

投映日程（7月 25日㊏以降）

※ 7 月中の平日 10 時 10 分～ 15 時
は幼稚園・学校等の団体予約を受け
付けています。
※休館日は火曜、祝日（7月 23日㊍㊗、
24日㊎㊗）です。
料金　高校生以上 320円、4歳～中学

生 150円

天体観望会～星きらりで
スターウォッチングしませんか？～
日程　8月 8日㊏ 19時 30分
料金　高校生以上 320 円、小・中学

生 150円
定員　30人
申込　7月 18 日㊏以降に電話で少年

科学館へ
※天候、気象条件によって観測できな
い場合があります。
※中学生以下は保護者同伴です。
※雨天・曇天の場合はプラネタリウム
で当日の星空解説を行います。

市民ギャラリー展示会
終戦 75 年企画「戦艦大和進水 80 年

模型で綴る芳井一夫氏の生涯」
日程　7月 7日㊋～ 8月 7日㊎

今月のおすすめ図書

九州の 100 冊
西日本新聞「九州の 100 冊」取材班 著
（九州文化協会 発行　忘羊社 発売）
九州・沖縄にゆかりのある作品を紹介
しています。まだ知らない佐世保のこ
とを発見できるかもしれません。明治、
昭和、平成。どの時代にタイムスリッ
プしましょうか。

ヒロシマ  消えたかぞく
指田和 著  鈴木六郎 写真（ポプラ社）
家族のアルバムが載った本。ページを
めくるたび愛があふれています。違う
のはこの後、家族は原爆で全滅したと
いうこと。戦争は人の力で止めること
ができます。この夏、そのことをまた
かみしめましょう。

市立図書館  ☎ 22-5618

九十九島動植物園  ☎ 28-0011
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少年科学館  ☎ 23-1517
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