
九十九島箱 「七夕かざり」

クラゲ型の短冊を作り、願い事を書い
てあまもば前のササに飾ります。作っ
た短冊は持ち帰ることもできます。
日程　6 月 8 日㊋～ 7 月 7 日㊌ 9 時

～ 17時
場所　こどもひろば あまもば
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）

九十九島工房
「海のカタカタおもちゃ」

段ボールとストローを使って海の生き
物がカタカタと音を立てながら降りて
いくおもちゃを作ります。
日程　6月 27日㊐ 11時、14時
場所　こどもひろば あまもば
対象　幼児以上（小学 3年生以下は保

護者同伴）
料金　500 円（保険料含む、入館料が

別途必要）
定員　各回 10人

フォトきらら
「キラキラ」をテーマに海きらら館内
で撮影した写真を募集します。インス
タグラムで同リゾートをフォローして
「＃フォトきらら 2021」「＃キラキラ」
を付けて写真を投稿してください。
期間　6月 1日㊋～ 8月 31日㊋
※優秀作品は館内に掲示するほか、同
リゾート公式 SNSなどで紹介する予
定です。応募方法など詳しくは海き
らら公式サイトをご覧ください。

九十九島自然教室
ビジターセンターでは、標本を用いた
九十九島の生き物の話や西海国立公園
のことを楽しく学べる講義を行ってい
ます。要望に応じて出前教室も行いま
す。
料金　無料
※日程や申し込み方法など、詳しくは
同センターHPをご覧ください。

動植物園開園 60周年記念
ザリガニを釣って

日本の生きものを守ろう！
ザリガニ釣り体験のほか、園内に生息
している外来種のアメリカザリガニに
ついてガイドを行います。外来種が在
来種へ及ぼす影響を知り、一緒に生物
の環境について考えましょう。
日程　7 月 17 日㊏、8 月 7 日㊏ 14

時～ 15 時（受け付けは 13 時
30分から）

料金　200円（入園料が別途必要）
定員　各回先着 20人
申込　住所、氏名、電話番号を電話
　　　か Eメール（shokubutsu@mor
　　　ikirara.jp）で同動植物園へ
※雨天中止。小学生以下は保護者同伴。

アジサイのスポットガイド

梅雨の時期の花として親しまれているア
ジサイのスポットガイドを行います。
日程　6月の毎週日曜 10時 30分
　　　※雨天中止。
場所　リスザル池付近

プラネタリウム
（投映時間約 45分、火曜、祝日休館）
料金　高校生以上 320円、4歳～中学

生 150円　
※ 3歳以下無料、4歳以上の未就学児
は大人 1人につき 1人無料。
※投映スケジュールなど詳しくは同館
ホームページをご覧ください。

市民ギャラリー展示会
～色えんぴつ画展～「動物と小人」
日程　7月 3日㊏～ 31日㊏

図書館活用講座
テレビ・Web会議ツール「Z

ズーム

oom」を活
用し、図書館司書がインターネットでで
きる市立図書館の活用術や便利なオン
ラインデータベースの紹介をします。
日程　7月4日㊐14時30分～16時
対象　市内在住または通勤・通学し、

Zoomが利用できる人
定員　20人（応募多数の場合抽選）
※申し込み方法など詳しくは図書館
ホームページをご覧ください。

今月のおすすめ図書

ずっと読みたい
0才から 100才の広告コピー

W
ライツ

RITES P
パブリッシング

UBLISHING  編（ライツ社）
0 歳から 100歳まで、その年齢ごとに
ぴったりな心に残る広告コピーを紹介
します。本のカバーに浮かぶ星々を 0
から 100 まで順につなぐと…？アイ
デアと遊び心にあふれた 1冊です。

少年科学館  ☎ 23-1517

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

九十九島ビジターセンター
☎28-7919 

市立図書館  ☎ 22-5618
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あじさい祭

ヨーロッパの街並みを日本最多1,250
品種のアジサイが彩る「あじさい祭」。
花と音楽に包まれた「花の広場」や場
内に流れる運河を彩る「あじさいの運
河」、宮殿へと向かう参道に色とりど
りのアジサイが咲く「あじさいロー
ド」など、さまざまなスポットで初夏
の訪れをお楽しみいただけます。また、
ハウステンボスの名を冠した品種「ハ
ウステンボス」がことし初登場。ガク
がバラの形に似て咲く「八重ボール咲
き」で印象的なピンクのアジサイが場
内をさらに彩ります。持ち帰り用の
アジサイを購入できる「あじさいマー
ケット」も開催し、ハウステンボスで
鑑賞したアジサイを家で育てることも
できます。「フラワーフェスティバル」
も開催中で、季節に沿ったショーやグ
ルメ、グッズをお楽しみいただけます。
期間　6月 27日㊐まで
問ハウステンボス総合案内ナビダイヤル
☎ 0570-064-110

佐世保市中学校体育大会
日程　6月 12日㊏～ 14日㊊
　　　（水泳競技）6月 18日㊎
　　　（駅伝競技）10月 5日㊋
場所　総合グラウンド陸上競技場など

問学校保健課　☎ 24-1111

あじさいまつり
日程　6月 20日㊐～ 27日㊐
場所　えぼしスポーツの里
問えぼしスポーツの里　☎ 24-6669

プール開き
小佐々海洋センタープール
日程　6 月 5 日㊏～ 9 月 30 日㊍ 9

時～ 21 時　※毎週火曜休み
（夏休み期間は除く）。6月 27
日㊐までは土・日曜だけ開場
します。

料金　一般220円、高校生以下110円
※スイミングキャップを必ず着用して
ください。
問小佐々海洋センター　☎ 68-3377
総合グラウンドプール
日程　6 月 27 日㊐～ 9 月 5 日㊐ 9

時 ～ 11 時 30 分、13 時 30
分～ 16 時　※毎週火曜休み
（夏休み期間は除く）。

料金　高校生以上 500 円、小・中学
生 200 円、幼児 120 円（市民
料金、証明書必要）

問総合グラウンド管理事務所
　☎ 47-3125

宇久島オリジナル「うくじマスク」

宇久町観光協会がwith コロナの生活
の中でも明るく快適に過ごせるように
マスクを作りました。宇久島のシンボ
ルの「灯台」や「クジラ」「ツバキ」など
がプリントされています。
※宇久町観光協会または通販サイトで
販売しています。

問宇久町観光協会  
　☎ 0959-57-3935

入り江で迎える まちの駅 おおたや
リニューアルオープン

おおたやが 6月上旬にリニューアル
オープンします。店内が明るく広くな
るほか、「恢

かいふく

復」をテーマに塩こうじ
や甘酒などの江迎の発酵食文化と地
元で採れた食材を組み合わせた新メ
ニューも登場します。新しくなったお
おたやへ、どうぞお越しください。
場所　江迎町長坂 129
問おおたや　☎ 80-4279

アルカスジャズナイト
ウィリアムス浩子カルテット

ボーカルのウィリアムス浩子さんとピ
アノ、ベース、ドラムスのカルテット
で佐世保の夜を彩ります。柔らかで温
かみのある歌声で、ジャズのスタン
ダードナンバーからオリジナルアレン
ジナンバーまで存分にお楽しみくださ
い。
日程　6月 11日㊎ 19時開演
場所　イベントホール
料金　全席指定 3,000 円（当日 500

円増し）

劇団HIT!STAGE公演
「田丸家をぶっ壊せ！」

田丸家のあるじ、76歳の田丸誠があ
る日突然姿を消した。離れて暮らす四
姉妹の出動だ。行方を追うごとに父の
深い孤独を知る娘たち。四姉妹を通し、
誰もが直面する社会問題を提起する。
日程　6月 19日㊏19時開演、20日

㊐ 11時、15時開演
場所　イベントホール
料金　日時指定・全席自由  一般

1,500 円、高校生以下 1,000
円

アルカス SASEBO公演情報
☎42-1111

通販サイトはこちら
からどうぞ
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