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年末年始に向けて「かかりつけ医」への早めの受診を

　市立急病診療所では、例年、年末年始は患者数が多く
なり、待ち時間が長くなる傾向があります。適切な治療
や検査を受け、急病の人の待ち時間を減らすためにも、
持病のある人や体調が優れない状態が続いている人は、
年末年始の医療機関の休診に備え、早めにかかりつけ医
を受診してください。また、発熱や倦

けんたい
怠感などの症状が

ある人は、急病診療所に来る前に必ず電話をしてくださ
い。
※今年度は新型コロナウイルス感染症対策として、受付・

問診や熱のある人の診察を急病診療所の外（高砂駐車

場内など）で行います。
※インフルエンザ検査など感染リスクを伴う検査や PCR

検査は行いません。
年末年始の市立急病診療所の診療時間
・12 月 29 日（火）、30 日（水）20 時～ 23 時⇨内科、小

児科
・12 月 31 日（木）～ 1 月 3 日（日）10 時～ 18 時⇨内科、

小児科、外科
※受け付けは診察終了時間の 15 分前まで。

問急病診療所　☎ 25-3352

年末のごみの持ち込みは計画的に

　年末はクリーンセンターへのごみの持ち込みが集中
し、道路が混雑しますので、計画的なごみの排出にご
協力をお願いします。また、臨時のごみステーション
を設置しますので、どうぞご利用ください。
臨時のごみステーションを設置します
　環境センター（稲荷町 1-8・競輪場横）に臨時のごみス
テーションを設置し、家庭から出たごみを受け入れます。
日程　12 月 29 日（火）、30 日（水）9 時～ 16 時
対象　①燃やせるごみ②燃やせないごみ③資源物
※事業活動によって出たごみは持ち込めません。
※①②は指定袋に、紙おむつや落ち葉などは透明か半

透明の袋に入れてください。
※③は品目ごとにごみカレンダーに書いてあるとおり

にまとめてください。
※剪

せんてい
定枝は 80cm 以下に切り、ひもで縛ってください。

※ごみの出し方は通常のごみステーションと同じです。
詳しくはお尋ねください。

問環境政策課　☎ 31-6520

12 月から西九州自動車道 4 車線化
工事に伴うトンネル掘削工事を開始

　西九州自動車道（佐々 IC ～佐世保大塔 IC 間）の 4 車
線化工事に伴い、12 月から「弓張トンネル」（相浦中里
IC ～佐世保中央 IC 間、延長 2.7km）の掘削工事が開始
されます。
　工事は相浦中里 IC 方面（小野町）から着手し、令和 5
年内に佐世保中央 IC 方面（矢岳町）に貫通する予定です。
トンネル掘削中も本線は従来どおり通行できます。
　工事の際は周辺環境に配慮しながら進めていきます
ので、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
期間　12 月～令和 5 年内（予定）
場所　相浦中里 IC ～佐世保中央 IC 間の「弓張トンネル」

問 NEXCO 西日本 佐世保工事事務所　☎ 59-8777
問土木政策・管理課　☎ 24-1111
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佐世保ふるさと市場サセボーノ‼
お歳暮キャンペーン

インターネット販売サイト「サセボー
ノ‼」で佐世保のよかもん！うまかも
ん！を集めた「年の瀬間近！お歳暮
キャンペーン」を実施しています。併
せて実施している送料無料、15％ポ
イント還元キャンペーンは予算がなく
なり次第終了しますので、早めにご利
用ください。

問佐世保物産振興協会　☎ 30-7744

黒島天主堂
見学台からの見学終了

現在、耐震化・保存修理工事に伴い見
学台を設置している国重要文化財「黒
島天主堂」は、仮設足場の撤去等工事
のため、12 月 14 日㊊以降しばらく
の間見学できなくなります。
※詳しくはお尋ねください。
問文化財課　 ☎ 24-1111

開設 70周年記念佐世保競輪
九十九島賞争奪戦（GⅢ）

期間中はたくさんのイベントを実施し
ます。
日程　12 月 17 日㊍～ 20 日㊐

場所　佐世保競輪場
※詳しくはさせぼ競輪ホームページを

ご覧ください。
問佐世保競輪事務所　☎ 31-4797

ハウステンボス
光の街のクリスマス

ことしの冬をロマンティックに盛り上
げるクリスマスシーズンが到来！街中
がシャンパンゴールドの輝きを放ち、
ベルギーの人気観光地ブルージュのク
リスマスを再現した風景は、旅行気分
を味わえます。冬のハウステンボスを
どうぞお楽しみください。
日程　12 月 25 日㊎まで
※詳しくは公式ホームページをご覧く

ださい。
問ハウステンボス総合案内ナビダイヤル　

☎ 0570-064-110

第 16回させぼシーサイド
フェスティバル 2020

県内初！市内 15 カ所（予定）で一斉
にサプライズ花火が上がります。
日程　12 月 26 日㊏
※会場でのイベント・出店はありません。
問同フェスティバル実行委員会

☎ 46-6855

令和 3年成人式典

日程　1 月 10 日㊐ 12 時開式
場所　アルカス SASEBO
対象　平成 12 年 4 月 2 日～平成 13

年 4 月 1 日に生まれた人
※式典の参加に案内状は不要。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

令和 3年佐世保市消防出初式
日程　1 月 6 日㊌

（式　　 　典）10 時～ 11 時 15 分
　　　　　　　アルカス SASEBO
※一般参観はご遠慮ください。

（車両パレード）11 時 35 分～ 45 分
　　　　　　新みなと暫定広場

（一 斉 放 水）11 時 50 分～ 55 分
　　　　　　佐世保港国際ターミナル

問消防局総務課　 ☎ 23-9251

世知原のアーチ橋巡り
～世知原の石橋群～（無料）

日程　1 月 30 日㊏ 9 時～ 16 時
場所　世知原町内（佐世保駅集合）
定員　20 人（応募多数の場合抽選）
〆切　1 月 5 日㊋必着
※詳しくはお尋ねください。
問文化財課　☎ 24-1111

「水産加工品まつりイン佐世保」
中止のお知らせ

師走の恒例イベント「水産加工品まつ
りイン佐世保」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。
問水産課　☎ 24-1111

小柳賞佐世保シティロードレース
大会中止のお知らせ

来年 1 月に予定していた大会は新型
コロナウイルス感染症の拡大防止のた
め中止します。
問同実行委員会事務局（スポーツ振興

課内）　☎ 24-1111

令和 3年度アルカス SASEBO
ロビーコンサート出演者募集

生の音楽の素晴らしさを伝えること
などを目的に開催している「アルカス
SASEBO ロビーコンサート」。令和 3
年度の出演者を募集しています。
※詳しくはお尋ねください。

アルカス SASEBO 公演情報
 ☎ 42-1111

※ホームぺージは右の画像
からご覧ください。

高級白身魚干物「百花繚乱」


