
ハウステンボス情報

場内を包むように 1300 万球のイル
ミネーションが街並みを照らします。
ことしは運河で繰り広げられる幻想的
な「光のアート作品」が楽しめるカナ
ルアートフェスティバルが登場。運河
の両岸や橋、水辺など各所で展示を行
うほか、「ウォーターマジック」や「光
と噴水の運河クルーズ」など運河を舞
台とした光と音楽のショーを景色と一
緒にゆったりと楽しめます。また、1
月 25 日㊊までは「栄光のオランダ絵
画とレンブラント」を開催しています。
世界で 80 点ほどしかない貴重なレン
ブラント原版のうちハウステンボス美
術館が所蔵する 2 点を特別に展示して
いるほか、ライスダールやパラメデス
など 17 世紀から 19 世紀までのさま
ざまなジャンルの油彩画や版画を展示
しています。この機会にどうぞオラン
ダ絵画の世界をお楽しみください。
日程　2 月 26 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

プロバスケットボールクラブ
「長崎ヴェルカ」誕生

長崎にプロバスケットボールクラブが
誕生しました。クラブ名は「長崎ヴェ
ルカ」で、2021 ～ 22 年シーズンの
B3（ジャパン・バスケットボールリー
グ）参入に向けて準備を進めています。
佐世保でも試合が開催される予定です
ので、応援をよろしくお願いします。
問長崎ヴェルカ　☎ 095-818-2200

えぼし冬まつり
日程　1 月 9 日㊏～ 11 日㊊㊗
場所　えぼしスポーツの里
内容　新年お年玉ビンゴ大会、佐世保
　　　独

こま

楽回し体験、たこ作り教室など
問えぼしスポーツの里　☎ 24-6669

九十九島かき食うカキ祭り・冬の陣

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 6 日 ㊏、7 日 ㊐、11 日 ㊍

㊗、13 日㊏、14 日㊐、20 日㊏、
21日㊐、23 日㊋㊗、27 日㊏、
28 日㊐　※ 11 時～ 16 時（焼
き台の利用は 16 時 45 分まで）。

※料金など詳しくはお尋ねください。
問九十九島パールシーリゾート
　☎ 28-4187

2 千年前にもあった⁉
バレンタインデー

銅鏡についての講座の後、銅鏡をかた
どったチョコレートづくりを行います。
日程　2 月 13 日㊏ 9 時～ 12 時、13

時～ 16 時
場所　吉井地区公民館
対象　中学生以下の子どもと保護者
料金　400 円（材料費）
定員　各回 10 組（計 20 人）
申込　参加者の住所、氏名（年齢）、電

話番号、生年月日、講座名を書
いてはがき（〒 857-8585、住
所不要）かファクス（25-9682）、
E メール（bunzai@city.sasebo.
lg.jp）で文化財課へ

〆切　1 月 19 日㊋必着
問文化財課　☎ 24-1111

佐世保のヤモード祭り
中止のお知らせ

毎年 1 月に開催している「佐世保のヤ
モード祭り」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。
問文化財課 　☎ 24-1111

愛宕市中止のお知らせ
毎年 2 月に開催している「愛宕市」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。
問相浦商工振興会内・愛宕祭協賛会
　☎ 47-2754

ザ・ニュースペーパー
佐世保 NEW YEAR ライブ 2021
大爆笑をさらった「今を生きる社会風
刺コント集団」が 2 年ぶりに登場しま
す。尋常ではなかった令和 2 年を笑い
飛ばして、令和 3 年が尋常な年である
ように、爆笑はマスク越しでお願いし
ます。
日程　1 月 24 日㊐ 14 時、17 時 30

分開演（全 2 回）
場所　大ホール
料金　全席指定 4,500 円（当日は 500

円増し）

ランチタイムコンサート Vol.23
～ピアノ＆ヴァイオリンで贈る

ロマンの名曲 in JAZZ ～
今回は 2017 年にアルカス SASEBO に
初登場し、大好評だった盟友・森下滋

（ピアノ）と真部裕（バイオリン）によ
るデュオ・コンサートで、映画音楽か
ら JAZZ の名曲まで幅広くお楽しみ
いただけます。
日程　2 月 5 日㊎ 11 時 30 分開演
場所　中ホール
料金　一般 700 円、ペア券 1,000 円、

アルカスクラブ会員 500 円

アルカス SASEBO 公演情報
 ☎ 42-1111
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ふわふわイソギンチャクの
メモスタンド

ふわふわの毛糸を使って、かわいいイソ
ギンチャクのメモスタンドを作ります。
日程　1 月 17 日㊐ 11 時、14 時（約

60 分）
場所　こどもひろば あまもば前
対象　幼児以上（小学 3 年生以下は保

護者同伴）
料金　500 円（保険料を含む、入館料

が別途必要）
定員　各回 10 人

節分水槽
節分にちなみ、背中のこぶが鬼のよう
に見える「キメンガニ」や名前に鬼が付
いている生き物を展示します。
日程　1 月 18 日㊊～ 2 月 2 日㊋
料金　無料（入館料が別途必要）
※内容を変更する場合があります。

お楽しみ会
日程　毎週土曜11時 30 分、14 時 30 分
内容　スタッフによるお話や工作など
対象　幼児以上（小学 3 年生以下は保

護者同伴）
料金　無料（入館料が別途必要）
※ 1 月 2 日㊏は中止します。

森きらら花言葉おみくじ
2021 年の運勢を占う花言葉おみくじ
看板を設置します。おみくじで出た植
物を園内で探してみてください。
日程　1 月 1 日㊎㊗～ 31 日㊐

場所　森きらら 入園口付近
料金　無料（入園料が別途必要）

寒さに強い動物たち

レッサーパンダは、体はもちろん足の
裏までもふもふの毛で覆われているの
で、寒さなんてへっちゃらです。森き
ららのレッサーパンダたちも冬が大好
きで、雪が積もった日は雪の上で跳ね
たり、掘ってみたりと元気に遊ぶ姿が
見られます。また日本の在来馬である
対
たいしゆうば

州馬も寒さに強く、秋から冬にかけ
て冬毛に生え変わります。夏とは違う
もふもふの冬毛にも注目してみてくだ
さい。

サイエンス広場で遊ぼう！
3 カ所のブースで科学の不思議や面白
さを体験しよう！
日程　1月 31日㊐ 12 時 30 分～ 16 時
料金　無料
※詳しくは少年科学館ホームページを

ご覧ください。

冬の天体観望会
～すばる・火星・冬の星座～

月、火星、すばる（プレアデス星団）、
天王星、冬の星座を観察します。
日程　2 月 20 日㊏ 18 時 30 分～ 20 時
料金　高校生以上 320 円、小・中学

生 150 円
定員　40 人程度
申込　1 月 30 日㊏以降に電話で少年

科学館へ
※中学生以下は保護者同伴。
※雨天や曇天のときは、中止か延期に

なる場合があります。

プラネタリウムの投映休止
プラネタリウム機器のリニューアル工
事に伴い、プラネタリウムの投映を１
月から 3 月まで休止します。リニュー
アルオープンは 3 月末を予定していま
すので、詳しい日程は少年科学館ホー
ムページをご覧ください。

市民ギャラリー展示会
高校生書道パフォーマンス作品展
日程　1 月 31 日㊐まで
私の散歩道（写真展）
日程　1 月 5 日㊋～ 24 日㊐

令和 3 年度
市立図書館雑誌スポンサーを募集

スポンサーになると、雑誌の最新号のカ
バーと図書館ホームページに広告を掲
載します。対象雑誌は 160 種類以上あ
り、1 種類から申し込むことができます。
対象　企業、個人事業者、団体
申込　１月 5 日㊋～ 2 月 28 日㊐に応

募用紙を市立図書館へ
※詳しくはお尋ねください。

今月のおすすめ図書

きみの存在を意識する
梨屋アリエ 著（ポプラ社）

本を読むのが苦手な子、字を書くのが
苦手な子、女にも男にも分けられたく
ない子など、さまざまな見えにくい困
難を抱える中学生たち。クラスメイト
が葛藤を乗り越え何かをつかんでいく
姿を描く短編集です。他人の「見えな
い生きづらさ」を見過ごして生きるこ
とがもったいないと思わせてくれる、
多様な考えが求められる今のヒントに
なる 1 冊です。

少年科学館  ☎ 23-1517

市立図書館  ☎ 22-5618

九十九島動植物園  ☎ 28-0011

九十九島パールシーリゾート  
☎ 28-4187
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