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節分特設水槽
口から水鉄砲を飛ばす習性を豆まきに
見立てたテッポウウオの展示をします。
日程　１月 15日㊏～２月３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）

パールクィーン スタンプラリー
九十九島遊覧船パールクィーン船内で
スタンプラリーを開催します。
日程　2月 1日㊋～ 28日㊊
※出航予定時刻や乗船料金など、詳し
くは公式サイトをご覧ください。

「北半球のペンギン」
カンムリウミスズメの話（無料）
天然記念物であるカンムリウミスズメ
の生態や渡り行動について、長崎大学大
学院水産・環境科学総合研究科准教授の
山口典之氏に話をしていただきます。
日程　1月22日㊏14時～15時30分
※状況に応じて人数制限を行う場合が
あります。

バラの冬期剪定講習会
春バラの開花量を左右する冬の時期の
剪
せんてい
定方法やお手入れについてバラ園で

講習会を行います。
日程　１月22日㊏① 11時～ 12時②

13時～ 14時　※雨天中止。
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員　各回先着 10人
　　　※空きがあれば当日も受け付け

ます。
料金　200円（入園料が別途必要）
申込　１月 10 日㊊㊗～ 21 日㊎に参

加者の氏名と電話番号、住所を
電話かEメール（shokubutsu@

morikirara.jp）で森きららへ

みなとのバースデー
3 歳になるキリンの「みなと」の成長過
程の紹介や葉っぱ・果物で作ったケー
キをプレゼントします。
日程　2月6日㊐11時～11時30分
場所　キリン展示場
料金　無料（入園料が別途必要）

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
※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。

ナイトプラネタリウム
プラネタリウム「見えない宇宙に挑む」
の投映と当日の星空解説を行います。
日程　1月21日㊎19時～19時45分
定員　67人程度
料金　高校生以上 320円、4歳～中学

生 150円
※３歳以下は無料。4歳以上の
未就学児は大人 1人につき 1
人無料。

※申し込み方法など詳しくは同館ホー
ムページをご覧ください。

冬の天体観望会
「星きらり」の天体望遠鏡で、すばるや
火星、水星、冬の星座などを観察する
他、講師が天文の説明や当日の星空解
説を行います。
日程　① 1月 22 日㊏ 18 時～② 2月

12日㊏ 18時 30分～
定員　①②とも 40人程度
料金　①②とも高校生以上 320 円、4

歳～中学生 150円 
申込　①１月 8日㊏②１月 29 日㊏ 9

時以降に電話で少年科学館へ
※雨天・曇天の場合、プラネタリウムで
天文に関する話や星空解説を行います。

市立図書館雑誌スポンサー募集
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
掲載できます。対象は170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　2月 27 日㊐までに応募用紙を

市立図書館へ

市民ギャラリー展示会
私の散歩道（写真展示）
日程　1月 5日㊌～ 23日㊐

特別整理休館
蔵書点検のため休館します。
日程　1月 31日㊊～ 2月 7日㊊
対象　市立図書館、早岐・相浦・世知原・

宇久地区コミュニティセンター
図書室、移動図書館

今月のおすすめ図書

めぐりんと私。
大崎梢 著（東京創元社）

運転手のテルさんと司書のウメちゃん
が回る移動図書館めぐりん号。めぐり
ん号が人と本とをつなぐハートフル図
書館ミステリーです。本市の移動図書
館はまゆう号もご利用ください。

しらべるちがいのずかん
おかべたかし 文 　 やまでたかし 写真

（東京書籍）
辛いシシトウと辛くないシシトウを見
分けることができますか。この本は家
庭でもできる観察実験や、どこが違う
のかよく似た２つのものを写真で見比
べることができます。家族でお楽しみ
ください。

市立図書館  ☎ 22-5618

九十九島動植物園  ☎ 28-0011

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
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白銀の街
 ～ロマンティックヨーロッパ～

海外アーティストの歌声に合わせて街
が真っ白に点灯する毎年好評の「白銀
の世界点灯式」。ことしはプロジェク
ションマッピングの演出も加わり、よ
り幻想的な世界をお楽しみいただけま
す。点灯の瞬間は歓声が上がるほどの
感動に包まれます。その他、場内全体
で白銀のイルミネーションが楽しめ、
季節に合わせたショーも毎日開催して
います。本場ヨーロッパの街並みと世
界最大級のイルミネーションととも
に、特別なひと時をお過ごしください。
日程　2月 25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

えぼし冬まつり
日程　1月 8日㊏～ 10日㊊㊗
場所　えぼしスポーツの里
内容　新年お年玉ビンゴ大会、和凧作

り教室、ファミリーパークゴ
ルフ大会など

問えぼしスポーツの里　☎ 24-6669

わくわくワークショップ
日程　① 1月 15 日㊏ 14 時～ 15 時

② 2月 12日㊏ 14時～ 16 時
場所　福井洞窟ミュージアム
内容　①どんぐりや松ぼっくりのクラ

フト②オリジナル土偶づくり
対象　①②とも小学生以上
定員　①②とも 16 人（応募多数の場

合抽選）
料金　①②とも材料費を実費

申込　①1月10日㊊㊗②1月28日㊎
までに福井洞窟ミュージアムへ

※詳しくはお尋ねください。
問福井洞窟ミュージアム　☎64-3830

福井洞窟ミュージアム
サポーター養成講座（第 4回）

日程　1月 29日㊏ 13時～ 16時
場所　福井洞窟ミュージアム
内容　来客者への窓口対応や、体験

室での火起こし・勾
まがたま
玉づくり

のサポートなどを行うボラン
ティアの養成講座

対象　ボランティア活動に関心のある
18歳以上の人

定員　10人
申込　1 月 18 日㊋までに福井洞窟

ミュージアムへ
※詳しくはお尋ねください。
問福井洞窟ミュージアム　☎64-3830

郷土史体験講座
銅鏡チョコレートづくり

親子ペアで１つの銅鏡チョコレートを
作ります。
日程　2月 11 日㊎㊗① 9時～ 12 時

② 13時 30分～ 16時 30分
場所　吉井地区コミュニティセンター
定員　各回ペア 5組
料金　１組 500円
※当日は三角巾とエプロンを持参。
※詳しくはお尋ねください。
問文化財課　☎ 24-1111

郷土史体験講座
「近代化遺産　佐世保の誇り」
～針尾送信所・無窮洞・梅ヶ枝酒造～
当日蔵開きが行われている国登録有形
文化財「梅ヶ枝酒造」の他、周辺の近
代化遺産である片島魚雷発射試験場跡
（川棚町）や針尾送信所、無

むきゆうどう
窮洞をバ

スで見学します。
日程　2 月 12 日㊏ 9 時 30 分～ 16

時 30分

場所　佐世保駅集合・解散
定員　30人
料金　中学生以上 1,500 円、中学生

以下 800円
申込　1月 24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

ランチタイムコンサートVol.26
リズムを楽しむ午後～九響メン
バーによる打楽器アンサンブル～

九州交響楽団の打楽器メンバーによる
アンサンブルをお届けします。
日程　2月 1日㊋ 11時 30分開演
場所　中ホール
料金　一般1,000円、ペア券1,500円、

アルカスクラブ会員500円

2022 年度アルカス SASEBO
ロビーコンサート出演者募集

生の音楽の素晴らしさを伝えることや
地元演奏家の方々に演奏の場を提供す
ることを目的に開催しているロビーコ
ンサートの出演者を募集します。
日程　① 7月 29 日㊎ 19 時～ 20 時

② 11 月 27 日㊐ 17 時～ 18
時③令和 5 年 2 月 11 日㊏㊗
14時～ 15時

場所　①②エントランスロビー③交流
スクエア

対象　音楽活動をしている個人や団体
申込　2月 11日㊎㊗までに申込用紙

をアルカス SASEBOへ

アルカス SASEBO公演情報
☎42-1111


