
対州馬の乗馬体験

夜の森きららを開催する次の日程は、
乗馬体験の時間を変更します。
日程　8月13日㊎～15日㊐、21日㊏、
　　　28日㊏　※17時30分～18時　　
　　　30分（チケット販売は17時～）。
場所　対

たいしゆうば

州馬展示場
対象　3歳～小学 6年生
料金　300円（入園料が別途必要）
定員　各日先着 20人

バラの夏期剪定講習会
秋の開花量を左右する夏の時期の剪

せんてい

定
方法に関する講習会を行います。
日程　9月4日㊏①11時～11時45分

②13時～13時45分（雨天中止）
場所　バラ園
対象　小学生以上（小学生は保護者同

伴）
料金　200円（入園料が別途必要）
定員　各回先着 10人
申込　8 月 9 日㊊㊡～ 9 月 3 日㊎に

電話またはEメール（shokubut
　　  su@morikirara.jp）で申し込ん

でください

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
定員　30人程度
※ 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。
※投映スケジュールは少年科学館 HP

をご覧ください。

夏の特別投映
「あなたのためのプラネタリウム」

季節の星座や見頃の天体、当日参加さ
れた皆さんの誕生日や結婚記念日など
にちなんだ星空解説を行います。また、
参加者全員に記念日の星空をプリント
した写真をプレゼントします。
日程　8月 11日㊌～ 13日㊎　
          ※ 19 時～ 19時 45分。
料金　高校生以上 320円、4歳～中学

生 150円
定員　各日 5組

※高校生以下は保護者同伴。
申込　電話で少年科学館へ

秋の天体観望会
天体望遠鏡で中秋の名月（9 月 21 日
㊋）前の美しい月や惑星を観察します。
日程　9月 18日㊏ 19時 30分
料金　高校生以上 320円、4歳～中学

生 150円
定員　30人程度
　　　※高校生以下は保護者同伴。
申込　9月 4日㊏以降に電話で同館へ
※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。

オンライン講演会「本の作り手に聞い
てみよう‼一冊の絵本ができるまで」
科学絵本雑誌「かがくのとも」を例にし
て、絵本ができる過程をWeb会議シ
ステム「Z

ズーム

oom」で説明します。
日程　8月 21 日㊏ 10 時 30 分～ 11

時 45分
内容　講師＝田中健一氏（子どもの本

出版社、福音館書店勤務）
対象　小学生以上（応募多数の場合、

小学生を優先して抽選）

料金　無料　定員　40人　
申込　8 月 12 日㊍ 17 時までに図書

館HPから申し込んでください

市民ギャラリー展示会
山村壽男写真展
日程　9月 1日㊌～ 30日㊍

第 21回ビブリオバトル
発表者が本を 5分間で紹介し、観客が
読みたい 1冊を選ぶ「ビブリオバトル」
をオンラインで開催します。
日程　9月 23日㊍㊗ 14時 30分
定員　①発表者（バトラー）5人②観覧

者（オーディエンス）10人
※応募多数の場合抽選。

申込　① 8月１日㊐～ 19日㊍② 8月
20 日㊎～ 9 月 10 日㊎に図書
館HPから申し込んでください

今月のおすすめ図書

よくわかる がんの話②
がんの治療と生活は？
林  和彦  著（保育社）

がんになって初めて知る治療や生活の
悩みに関する対処法を、がん専門医が
イラストを用いて易しく解説します。
ふりがな付きで小学校高学年から一般
の方まで学べるシリーズの第2巻です。

アレクサンダとぜんまいねずみ
レオ・レオニ  作 ／ 谷川  俊太郎  訳

（好学社）
ネズミのアレクサンダは、みんなにちや
ほやされるぜんまいネズミのウィリーが
うらやましかった。自分もぜんまいネズ
ミにしてもらおうと、魔法を使うトカゲ
にお願いしたのだが…。思いやりと友情
に溢れた心温まる絵本です。

九十九島動植物園  ☎ 28-0011

17

少年科学館  ☎ 23-1517
市立図書館  ☎ 22-5618

16

九十九島遊覧船パールクィーン
バックヤードツアー

普段は入れない操舵室や機関室で、船
長や機関長が船の仕組みなどを分かり
やすく紹介します。
日程　8月 20 日㊎ 16 時 15 分～ 16

時 55分（所要時間約 40分）
料金　4歳以上 200円、3歳以下無料
定員　先着10人（小学生以下は保護者

同伴）
申込　電話で九十九島遊覧船事務所

（☎ 28-1999）へ
※空きがあれば当日も受け付けます。

クラゲクイズワールド
～目指せクラゲ博士～

クラゲ展示エリアにパネルを設置し、
クラゲに関するクイズを出題します。
期間中の毎週日曜（15 時 40 分～ 16

時）は、クラゲの解説プログラムも実

施します。
日程　8月 31日㊋まで　※9時～ 18

時（最終入館は 17 時 30 分、8
月 15日㊐は除く）。

料金　無料（入館料が別途必要）

夏の工作教室
貝殻やサンゴなどを使って、手軽に工
作を楽しめます。
日程　8月31日㊋まで　※11時～16

時30分（最終受け付けは16時）。
料金　800円（入館料が別途必要）
※作品の種類によって売り切れる場合
があります。
※土・日曜はイベント開催のため、11
時50分～12時30分は休止します。

こどもひろばあまもば「お楽しみ会」

日程　毎週土曜①11時 30分～ 12時
② 14時 30分～ 15時

料金　無料（入館料が別途必要）

九十九島サロン  身近に潜むナゾの
物体 ～ "UNCO"の秘密をさぐれ！～
諫早市こどもの城の主任専門員・福
薗恵子氏を講師に招き、謎の物体
U
ユーエヌシーオー

NCO の実物を見たり、匂いを嗅い
だりして、身近な生き物の「多様性」と
「つながり」の秘密を探ります。
日程　8月21日㊏14時～15時30分
場所　九十九島ビジターセンター
料金　無料
※感染症の状況に応じて人数制限を行
う場合があります。詳しくは同セン
ターHPをご覧ください。

九十九島ビジターセンター
☎28-7919 

九十九島パールシーリゾート  ☎ 28-4187

ことし6月に就航したカタマランヨット「9
クジユウクトリトン

9TRITON」。
「九十九島の魅力の再発見」をテーマとした双胴船
で、安定性に優れ、お子さまや年配の人でも安心
して乗船できます。九十九島の美しい夕日を満喫
できるサンセットクルーズや西海みかん・ブルー
ベリーなどの地元産食材を使ったスイーツ付きク
ルーズなどもありますので、どうぞお楽しみくだ
さい。
料金　❶通常便

高校生以上3,200円、4歳～中学生1,600
円、3歳以下無料（所要時間約 1時間）
❷サンセットクルーズ
高校生以上3,800円、4歳～中学生1,900
円、3歳以下無料（所要時間約 1時間）
❸スイーツ付きクルーズ

　　　　高校生以上7,700円（所要時間約2時間）
申込　99TRITONホームページから申し込んでく

ださい

カタマラン「99TRITON」で九十九島の魅力を再発見！

99TRITONホームページは
右の画像からどうぞ


