
 

第 15 回佐世保市近代化遺産写真
展「空から見た日本遺産 VOL.2」
佐世保鎮守府開庁 130 年を記念して
制作した日本遺産「鎮守府」DVD の制
作過程で撮影した空中映像から切り
取った写真を映像とともに展示しま
す。また 10 月 3 日㊏には撮影者で
S
サンディトリップ

andyTrip のメンバーである葛城和久
さんを迎え、撮影中の裏話などを交え
たギャラリートークも行います。
日程　9 月 19 日㊏～ 10 月 11 日㊐
場所　博物館島瀬美術センター
料金　無料
問文化財課　☎ 24-1111

近代の職人技めぐり
～針尾送信所電信室先行公開～

10 月の日本遺産ウイークに合わせ、
これまで非公開だった針尾送信所
電信室を先行して見学できるほか、
無
むきゆうどう

窮洞や西海橋の見学も行います。
日程　10 月10日㊏ 9 時～12 時 30 分
場所　佐世保駅前集合（バス移動）
料金　中学生以上 1,200 円、小学生

以下 600 円
定員　40 人（応募多数の場合抽選）
申込　参加者の住所、氏名、年齢、電

話番号、生年月日、「近代の職
人技めぐり」を明記し、はがき

（〒 857-8585、住所不要）か
ファクス（25-9682）、E メール

（bunzai@city.sasebo.jp）
で文化財課へ

　　　※電話でも申し込みできます。
〆切　9 月 23 日㊌必着
問文化財課　☎ 24-1111

木工教室（鳥の巣箱作り）
毎年 10 月は「木づかい推進月間」です。
市内で伐採された間伐材を利用した木
工教室（鳥の巣箱作り）を開催します。
日程　10 月 11 日㊐ 9 時、13 時（全

2 回、3 時間）。
場所　烏帽子岳散策の森内 森林体験

館
対象　市内在住の小学生（当日は保護

者同伴）
料金　無料　
定員　各回6組（応募多数の場合抽選)
申込　住所、氏名（ふりがな）、年齢、

電 話 番 号 を 明 記 し、 は が き
（〒 857-8585、住所不要）か
ファクス（25-1710）で農林整
備課へ

〆切　9 月 30 日㊌必着
問農林整備課　☎ 24-1111

「海風の国」観光マイスター
シルバー検定試験

日程　11 月 9 日㊊ 15 時～ 16 時、11
月 10 日㊋ 19 時～ 20 時

場所　アルカス SASEBO
内容　佐世保・小値賀の観光に関す

る筆記試験
対象　どなたでも可
料金　無料
申込　受験申込書に必要事項を記入

し、郵送（〒 857-0863、三浦
町 21-1）かファクス（23-675
0）、または直接佐世保観光情
報センター（佐世保駅構内）ヘ

〆切　10 月 16 日㊎
※受験申込書の配布場所など、詳し

くはお尋ねください。
問佐世保観光コンベンション協会
　☎ 23-3369

市看祭中止のお知らせ
毎年 10 月に実施している市立看護専門
学校の「市看祭」は新型コロナウイルス

感染症の拡大防止のため中止します。
問市立看護専門学校　☎ 24-7329

こどものためのバレエ劇場 2020
「竜宮 りゅうぐう」
～亀と姫と季

とき

の庭～
多彩な作品創りで観客を魅了し続け
る森山開次氏と、新国立劇場バレエ
団による新作バレエ・ファンタジー
です。
日程　9 月 19 日㊏ 14 時開演
場所　大ホール
料金　全席指定　S 席 4,500 円、A

席 3,500 円、4 歳～高校生各
席 2,000 円

　　　※当日は500円増しになります。

おとなが愉しむアン・サリー
おやこで楽しむアン・サリー

前回大好評だったアン・サリーが再
びアルカス SASEBO に登場します。

【おとなが愉
たの

しむアン・サリー】
日程　9 月 25 日㊎ 19 時開演
場所　イベントホール
料金　全席指定　3,500 円
※未就学児の入場はできません。

【おやこで楽しむアン・サリー】
日程　9 月 26 日㊏ 14 時開演
場所　イベントホール
料金　3,500 円、中学生以下 500 円
※どちらも当日は 500 円増しになり

ます。

アルカス SASEBO 公演情報
 ☎ 42-1111
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「３つの部隊のカレー」を楽しめるのは佐世保だけ！

2020 させぼ自衛隊グルメ

「させぼ自衛隊グルメ」とは、市内 24 店舗の飲食店が海上自衛隊、

陸上自衛隊、海上保安部で作られているカレーをレシピを元に忠

実に再現し、皆さんに味わってもらうキャンペーンです。3 つの

部隊のカレーを一気に楽しめるのは佐世保だけ！この機会に新た

な佐世保のグルメをどうぞ堪能してください。期間中はオリジナ

ルグッズがもらえるスタンプラリーなども行います。

提供期間　来年 3 月 31 日（水）まで

※詳しくは海風の国観光圏 HP をご覧になるか、お尋ねください。

させぼ自衛隊グルメ  提供飲食店

◦長崎和牛 愛山亭　本島町 7-25 1F　☎ 25-2764
◦ avanti　下京町 6-15 YY ビル 5F　☎ 59-9329
◦憩いの店 久美子と…　下京町 1-10　☎ 22-8276
◦五十鈴うどん　大和町 98-1　☎ 31-0171
◦一魚一会　針尾東町 2371-1　☎ 20-2525
◦エバーカフェ　ハウステンボス町 8-4　☎ 27-0324
◦九十九島海遊　鹿子前町 1058-1　☎ 28-0655
◦カレーハウス西風　船越町 386-4　☎ 55-3238
◦ご飯屋ぐーぐー　下京町 9-17 2F　☎ 090-3199-2902
◦カプセルホテル サウナ・サン　塩浜町 6-15
　☎ 23-3000
◦道の駅 させぼっくす 99　愛宕町 11　☎ 42-6077
◦させぼっくす 99 ＋ 1　三浦町 21-1 えきマチ 1 丁目

佐世保　☎ 070-7652-2300
◦佐世保バーガー本店　船越町 190-1　☎ 28-5533

◦スマイルホテル佐世保「ぽーる」　常盤町 8-8
　☎ 24-5931
◦セントラルホテル佐世保　上京町 3-2　☎ 25-0001
◦くわ焼きの店 たこ政　上京町 4-18 第 2SOHO ビル 1F　

☎ 24-8631
◦Cafe' ないしょ　卸本町 21-334 ハンバーグ家 SS389 2F　

☎ 80-1579
◦肉バル にはち 佐世保店　山県町 4-8　☎ 60-9300
◦蜂の家　栄町 5-9 サンクル 2 番館 1 階　☎ 24-4522
◦ Bar JiNA　栄町 3-12 face21ビル 402　☎ 23-5989
◦ふじ若丸 中里店　上本山町 1044-2　☎ 41-0299
◦ふじ・なが 本店　大野町 50-14　☎ 49-2487
◦長崎佐世保らーめん 麺処あきら　新港町 3-6 させぼ

五番街　☎ 24-0035
◦つじ商店 2F レストラン　鹿子前町 942-3

☎ 28-1811

問佐世保商工会議所　☎ 22-6121
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提供飲食店の情報やスタンプラリー台紙
が付いたパンフレットを配布中です。
配布場所など詳しくはお尋ねください。


