
えぼし秋まつり
日程　10月24日㊐～11月3日㊌㊗
場所　えぼしスポーツの里
内容　インラインスケート教室、ス

タンプラリーなど
問えぼしスポーツの里　 ☎ 24-6669

第 66回長崎県美術展覧会
県下最大の美の祭典が開催されます。
期間　10 月 7 日㊍～ 17 日㊐ 10 時

～ 18時　※ 12日㊋は休館。
場所　博物館島瀬美術センター
料金　一般 250 円（前売券は 200

円）、70歳以上 200 円、高校
生 150円、中学生以下無料

問文化振興課　☎ 24-1111

道の駅得々ドライブキャンペーン
道の駅を巡って使える商品券（1,000
円分× 2駅分）を配布します。
日程　10月 10日㊐～
場所　道の駅させぼっくす 99、道の

駅伊万里、道の駅彼杵の荘
対象　1,500 円以上買い物をした人
定員　各道の駅先着 230人
問ふるさと物産振興課　☎ 24-1111

西海橋国重要文化財指定記念
Web講演会

令和 2年 12月 23日に国の重要文化
財（建造物）に指定された西海橋に関
する講演会の動画を西海市HPに掲載
しますので、どうぞご覧ください。
日程　10 月 16 日㊏ 12 時～ 11 月

17日㊌ 17時

問文化財課　☎ 24-1111

第 16回佐世保市近代化遺産写真展
「私たちの西海橋」（無料）

昨年度に皆さまからご提供いただい
た写真を中心に重要文化財としての
価値などを紹介します。

日程　10 月 22 日㊎～ 31 日㊐ 10
時～ 18時

場所　博物館島瀬美術センター
問文化財課　☎ 24-1111

日本遺産WEEK佐世保の日本遺産展
日程　10月 22日㊎～ 31日㊐
場所　博物館島瀬美術センター
内容　日本遺産に関する写真等の展示
問観光課  ☎ 24-1111

第 23回 YOSAKOI させぼ祭り
会場数を減らし、感染症対策を講じ
た上で開催します。
日程　10月 22日㊎～ 24日㊐
場所　体育文化館ほか 3施設
問同祭り実行委員会　☎ 33-4351

高原の秋を感じるキャンプ
日程　10月 23日㊏、24日㊐
場所　白岳自然公園
料金　1 グループ（6 人まで）4,500

円
定員　先着 2グループ
申込　10 月 21 日㊍までに電話で白

岳自然公園へ
問白岳自然公園　☎ 66-9334

西九州させぼ広域都市圏共同物産展
・かっちぇてアイラブ西九州フェア
西九州させぼ広域都市圏連携市町 9
市町から農水産物が集まる共同物産展
と佐世保の物産展「かっちぇてアイラ
ブ西九州フェア」を同時開催します。
日程　10月 30日㊏、31日㊐
場所　佐世保駅新みなと口広場
問（一社）佐世保物産振興協会
　 ☎ 30-7744

第 51回佐世保市シルバー作品展
日程　11月 4日㊍～ 8日㊊ 10時～

17時　※8日㊊は13時まで。
場所　博物館島瀬美術センター
問佐世保市老人クラブ連合会事務局
　☎ 22-5788

「海風の国」
観光マイスターシルバー検定

日程　11 月 8 日㊊ 15 時～ 16 時、
9日㊋ 19時～ 20時

場所　アルカス SASEBO
申込　10 月 17 日㊐までに申込書を

佐世保観光情報センターへ
※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

第 5回郷土史体験講座
「近代化遺産　佐世保の誇り」
日程　11月 12日㊎ 9時～ 17時
場所　佐世保駅前集合
内容　針尾送信所や無窮洞などの見学
定員　60人（応募多数の場合抽選）
料金　中学生以上 1,500 円、小学生

以下 800円（バス代）
申込　10月 25日㊊までに文化財課へ
※詳しくはお尋ねください。
問文化財課　☎ 24-1111

ドレミであそぼう！
0才からのクラシック

アンサンブル・リュネット

絵画と関連のあるクラシック作品や
音楽付き紙芝居の読み聞かせの他、
クイズコーナーに楽器対決と、目で
も耳でも楽しめるステージをお届け
します。
日程　10月 30日㊏ 11時開演
場所　イベントホール
料金　全席自由 一般 1,000 円、高校

生以下 500円

13

アルカス SASEBO公演情報
☎42-1111

講演会の動画は
右の画像からどうぞ
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みかわちコスモスさんぽ

三川内町の小森川一帯にある約 1.5km
のコスモすまいる街道で「みかわちコス
モスさんぽ」が開催されます。当日は三
川内農家直売の野菜やお米、陶器、飲食
店など、さまざまなお店が出店します。
10月はイベントが開催される日以外で
もコスモスを楽しむことができますの
で、どうぞお越しください。
日 程　10月 10日㊐ 10時～ 15時
場 所　三川内小森川一帯（コスモすま

いる街道）
※車でお越しの場合は、三川内
焼伝統産業会館へ駐車してく
ださい。

問三川内地区自治協議会事務局
　☎ 30-7557（火・水曜の午前中だけ）

花の街の大収穫祭
光り輝くハロウィーンナイト

秋限定のショーを楽しみながら、旬
の味覚を堪能できる「花の街の大収穫
祭」を開催中。世界中から集めた 100
種類のワインを飲み比べできる「ワイ
ン祭」をはじめ、海外から直輸入した
チーズをそろえた「チーズ祭」、カス
テラを使用したスイーツなどを展開
する「カステラ祭」など、秋の味覚を
存分に味わえます。また、夜には場
内がハロウィーンの世界に変身！パ
レス ハウステンボスへと続く道にカ

ボチャのランタンが集まり、ハウス
テンボス史上最大のハロウィーンの
世界を楽しめる「ハロウィーンナイト
ウォーク」などが登場。昼夜問わず楽
しめるハウステンボスで思い出に残
るひとときを過ごしませんか。
日程　11月 3日㊌㊗まで
問ハウステンボス総合案内ナビダイヤル
　☎ 0570-064-110

市民体育祭
日程　10月 10日㊐ほか
場所　総合グラウンドほか
※新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、総合開会式は中止しま
す。
※開催競技など詳しくは市HPか市ス
ポーツ協会HPをご覧ください。
問スポーツ振興課　☎ 24-1111

市民体育祭
レクリエーション体験の部

日程　10 月 10 日㊐ 10 時～ 14 時
30分　※雨天中止。

場所　佐世保公園
内容　ニュースポーツ体験など
料金　無料　※申し込み不要。
問スポーツ振興課　☎ 24-1111

歩いて走って目指せ自治体No1！
オクトーバーランアンドウォーク
1 カ月間のランニング・ウオーキング
の累計距離をアプリで集計し、個人
や自治体対抗で競うイベントです。
日程　10月 1日㊎～ 31日㊐
料金　無料

問スポーツ振興課　☎ 24-1111

詳しくはイベントHPを
ご覧ください

詳しくはイベントHPを
ご覧ください


