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光の街のクリスマス

本場ヨーロッパの街並みをモチーフ
にした「クリスマスマーケット」では、
雑貨やグルメが楽しめ、特設ステー
ジでは毎夜開催のライティングセレ
モニーなどがご覧いただけます。ま
た、海外アーティストの歌声に合わせ
て街が一斉に白銀に染まる「白銀の点
灯式」に、ことしはプロジェクション
マッピングの演出も加わって、より幻
想的な世界をお楽しみいただけます。
他にも場内各所ではクリスマスをイ
メージしたイルミネーションが楽しめ
ます。本場ヨーロッパの街並みと世界
最大のイルミネーションとともに、特
別なひとときをお過ごしください。
期間　12月 26日㊐まで
問ハウステンボス総合案内ナビダイヤル
☎ 0570-064-110

羽生結弦 共に、前へ 東日本大震災
あの日、そして今（無料）

東日本大震災を経験した羽生結弦選手
が現地を訪れた際の被災状況などを写
真パネルなどで紹介し、天災について
改めて考える展覧会です。
日程　12月 11日㊏～ 27日㊊ 10時

～ 18時（土曜は 20時まで）
場所　博物館島瀬美術センター
問博物館島瀬美術センター　☎22-7213

福井洞窟ミュージアム企画展示会
「洞窟と縄文」

日程　12月 14日㊋～ 2月 27日㊐
　　　※ 12月 18 日㊏には長崎国際

大学生による勾
まがたま
玉・縄文ア

クセサリーや弓矢づくり体
験を行います（有料）。

場所　福井洞窟ミュージアム
問福井洞窟ミュージアム　☎64-3830

どうくつ体験リレー講座（第 4回）
宮崎大学の鈴木良幸氏を講師に、「吉
井の祭り」について学びます。
日程　12月18日㊏10時～11時30分
場所　吉井地区コミュニティセンター
定員　30人（応募多数の場合抽選）
申込　12 月 10 日㊎までに福井洞窟

ミュージアムへ
問福井洞窟ミュージアム　☎64-3830

開設 71周年記念佐世保競輪
九十九島賞争奪戦（GⅢ）

日程 12月 23日㊍～26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

福井洞窟ミュージアム
サポーター養成講座（第 3回）

日程　12月25日㊏13時～14時30分
場所　福井洞窟ミュージアム
定員　10人
〆切　12月 17日㊎
※詳しくはお尋ねください。
問福井洞窟ミュージアム　☎64-3830

令和 4年佐世保市消防出初式
日程　1月 6日㊍ 10時～ 12時
場所 アルカス SASEBOほか
※詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい。
問消防局総務課  ☎ 23-9251

小柳賞佐世保シティ
オンラインロードレース 2022
新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のため、集合形式による大会に代わり
オンライン方式のロードレース大会を
開催します。
日程　1月 9日㊐～ 22日㊏

※ 1 月 9 日㊐は総合グラウン
ド陸上競技場を開放します。

内容　GPS アプリ「T
タッタ
ATTA」を利用し

て、目標距離を走行します
料金　3,000 円
申込　12 月 31 日㊎までに同大会ホー

ムページから申し込んでください

問スポーツ振興課　☎ 24-1111

陶磁器で巡る
日本遺産～三川内・波佐見～

大型バスでうつわ歴史館、三川内焼美術
館、波佐見ミュージアムを見学します。
日程　1月 22日㊏ 9時～ 16時
定員　30人（応募多数の場合抽選）
料金　中学生以上 1,300 円、小学生

以下 700円
〆切　1月 5日㊌
※詳しくはお尋ねください。
問文化財課　☎ 24-1111

宝くじふるさとワクワク劇場
in 佐世保

桂米助やU字工事などによる「お笑い
オンステージ」と「吉本新喜劇」による
2部構成でお届けします。
日程　12月 18日㊏ 18時開演
場所　大ホール
料金　全席指定 2,000 円

※宝くじの助成による特別料
金です。

アルカス SASEBO公演情報
☎42-1111
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詳しくは同大会ホーム
ページをご覧ください

フォトきらら
「写真で大喜利」をテーマに、海きらら館
内で撮影され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、
「# フォトきらら 2021」「# 写真で大
喜利」を付けて投稿してください。
期間　12月1日㊌～ 2月 28日㊊
※優秀作品は館内に掲示する他、同リ
ゾート公式 SNSでも紹介します。詳
しくは海きらら公式サイトをご覧く
ださい。

海きららのクリスマス
サンタやトナカイ姿のダイバーが大水
槽に登場する他、クリスマスにちなん
だ装飾や特設水槽を展示します。
日程　12月 1日㊌～ 25 日㊏ 9時～

17時（最終入館は16時30分）
料金　無料（入館料が別途必要）

お正月イベント
来年の干支「寅」の衣装でダイバーが大
水槽に登場する他、お正月にちなんだ
装飾や特設水槽を展示します。
日程　12月 26日㊐～ 1月 16日㊐ 9

時～ 17 時（最終入館は 16 時
30分）

料金　無料（入館料が別途必要）

年末年始の特別クルーズ
①大晦日サンセットクルーズ
日程　12月 31日㊎ 16時 35分ごろ
内容　年越しそばの振る舞いなど
②初日の出クルーズ
日程　1月1日㊏㊗7時 20分ごろ
内容　ぜんざいの振る舞いなど
定員　①②とも各200人
料金　①②とも高校生以上 2,600 円、

４才～中学生 1,300 円
申込　①②とも電話で九十九島遊覧

船事務所（☎ 28-1999）へ
※詳しくは同リゾート公式サイトをご
覧ください。

赤崎岳ガイドウォーク
日程　1月 23 日㊐ 10 時 30 分～ 14

時　※荒天延期。
場所　森きらら駐車場集合
対象　小学 3年生以上（小学生は保護

者も参加）
定員　15人（応募多数の場合抽選）
料金 500 円（保険料を含む） 
※申し込み方法など、詳しくは同セン
ターホームページをご覧ください。

森きらら年末年始イベント
動物のスペシャルガイドや「森きらら
花言葉おみくじ」など、年末年始限定
のイベントが盛りだくさんです。
日程　12月 29日㊌～ 1月 3日㊊
料金　無料（入園料が別途必要）
※詳しくは森きらら公式サイトをご覧
ください。

園長と行くツアー納めと初ツアー
園長と一緒に園内を巡ります。園長が
紹介する動物はその日の気分次第！
日程　12 月 31 日㊎、1 月 1 日㊏㊗

13時～ 14時
定員　各日先着 10人
　　　※小学生以下は保護者同伴。
料金　無料（入園料が別途必要）
申込　12月 10日㊎～ 27日㊊に公式

サイト予約フォームから申し込
んでください

星きらりの冬のイベント
①クリスマスコンサート
ピアノとハープの演奏をプラネタリウ
ムで行います。
日程　12月25日㊏14時、15時30分
内容　ツインズ・ハーモニーによる演奏
②ナイトプラネタリウム

「ベツレヘムの星」の投影と当日の星空
解説を行います。
日程　12月17日㊎19時～19時45分
定員　①②とも 60人程度
料金　①②とも高校生以上 320 円、4

歳～中学生 150円
申込　① 12 月 11 日㊏ 9時以降②随

時電話で少年科学館へ

※ 12 月 29 日㊌～ 1月 4日㊋は休館
します。

子ども向けクリスマスイベント
「みつけて！クリスマス」（無料）
児童室に隠れているものを探すゲーム
を行います。正解者にはプレゼント（各
日先着 30個）があります。
日程　12月 18日㊏、19日㊐
※申し込み不要。

今月のおすすめ図書

葉っぱ切り絵コレクション
いつでも君のそばにいる

リト＠葉っぱ切り絵　著（講談社）
葉っぱ切り絵アーティストが作る、絵
本作品のような葉っぱの切り絵作品集
です。忙しい毎日にページをめくって
見ているだけで、ほっこりと心が和み
ます。

コンパスエッセイ
小西宗十　著（長崎文献社）

小値賀町出身である著者の自伝的エッ
セイで、「アルカス SASEBO」情報誌
への連載などがまとめられています。
人とのつながりを考えるとき、家族の
話が心に染みる１冊です。

※ 12 月 29 日㊌～ 1月 3日㊊は休館
します。

市立図書館  ☎ 22-5618

九十九島動植物園  ☎ 28-0011
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九十九島ビジターセンター
☎28-7919 

少年科学館  ☎ 23-1517

九十九島パールシーリゾート  
☎ 28-4187


