
ミュージアムへ
※詳しくは公式HPをご覧ください。

問福井洞窟ミュージアム　☎64-3830

いのちを見つめる講演会（無料）
ピアニスト辻井伸行氏の母である辻
井いつ子さんを講師に迎え、自身の
子育ての経験を交えながら「明るく、
楽しく、そしてあきらめない生き方」
をテーマにお話ししていただきます。
日程　6月18日㊏14時～15時50分
場所　アルカス SASEBO
定員　1,500 人　申込　不要
問学校教育課　☎ 24-1111

キリンの寝室探検
6月21日の世界キリンの日にちなみ、
キリンの生態の紹介や、キリンの寝
室探検、餌やり体験を行います。
日程　6月19日㊐14時～14時30分
定員　先着 15人
　　　※小学生以下は保護者同伴。
料金　500円（入園料が別途必要）
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

ハマボウが見頃を迎えます

６月下旬に見頃を迎えるハマボウは、
長崎県や本市で準絶滅危惧種に指定
されているハイビスカスの仲間です。
場所　ジェフロイクモザル展示場付

近、ビオトープ
料金　無料（入園料が別途必要）
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

第 49回長崎県新人演奏会
長崎県クラシック音楽家の登竜門、

新人演奏会を再びアルカス SASEBO
で開催します。オーディションで選
ばれたフレッシュな演奏家と前回グ
ランプリの中村卓士（ピアノ）による
熱演をお楽しみください。
日程　6月 19日㊐ 14時開演
場所　アルカス SASEBO
料金　全席自由　一般1,000円、小学

生～高校生無料（要入場整理券）
問アルカス SASEBO　☎ 42-1111

図書館活用講座（無料）
図書館司書が、インターネットを使っ
た市立図書館の活用術や、便利なデー
タベースの紹介をオンラインで行い
ます。
日程　6 月 25 日 ㊏ 14 時 30 分 ～

16時 30分
対象　市内および近隣市町在住で

Z
ズーム
oomが利用できる人

定員　20人（応募多数の場合抽選）
申込　6月 20日㊊までに市立図書館

HPから申し込んでください

問市立図書館　☎ 22-5618

福井洞窟ミュージアム
サポーター養成講座

日程　6 月 26 日㊐ 9 時 30 分～ 12
時 30分

内容　福井洞窟の歴史やミュージア
ム運営のサポートを行うボラ
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　6 月 18 日㊏までに福井洞窟

ミュージアムへ
※詳しくは公式HPをご覧ください。
問福井洞窟ミュージアム　☎64-3830

がんばれひこぼし！七夕ダイバー
ひこ星が九十九島湾大水槽に登場！

餌やりの見学や記念撮影ができます。
日程　7月2日㊏11時～11時30分
料金　無料（入館料が別途必要）
問九十九島水族館　☎ 28-4187

福井洞窟ミュージアム開館記念
講演会「人類史の中の福井洞窟」
国指定史跡福井洞窟の学術的価値と
関連遺跡をテーマに、記念講演会「人
類史の中の福井洞窟」を開催します。
國學院大學名誉教授の小林達雄先生
をはじめ、福井洞窟に縁の深い講師
をお迎えします。
日程　7月 17日㊐ 10時～ 16時
場所　吉井地区コミュニティセンター
定員　先着 150人　料金　無料
申込　6月 10日㊎～ 7月 10日㊐に

文化財課へ
※詳しくは福井洞窟ミュージアムHP
をご覧ください。
問文化財課　☎ 24-1111

九十九島自然教室
九十九島の自然環境や生息する生き
物について標本などを使って紹介す
る教室です。出前授業やオンライン
教室などを行っています。
※詳しくは公式HPをご覧ください。
問九十九島ビジターセンター
　☎ 28-7919

今月のおすすめ図書

実は科学的！？江戸時代の生活百景
西田知己（東京堂出版）

現代のような技術や機械もなかった江
戸時代の人々の暮らしに関する疑問
に、理科の視点から、当時の文献に基
づいて分かりやすく解説しています。
人々の発想と知恵に驚く１冊です。
問市立図書館　☎ 22-5618

フォトきらら
「目ヂカラ選手権」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。インスタグラムで九十九島パー
ルシーリゾートをフォローし「#フォ
トきらら 2022」と「#目ヂカラ選手
権」を付けて投稿してください。
期間　6月 1日㊌～ 8月 31日㊌
※優秀作品は館内で掲示する他、同
リゾート公式 SNS などでも紹介し
ます。詳しくは海きらら公式HPを
ご覧ください。
問九十九島水族館　☎ 28-4187

プール開き
小佐々海洋センタープール
日程　6 月 4 日㊏～ 9 月 30 日㊎ 9

時 ～ 12 時、13 時 ～ 16 時、
17時～ 20時（3部制。夏休み
期間外の平日を除く）
※毎週火曜は休み（夏休み期間
は除く）。6 月 26 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
※必ずスイミングキャップを着用し
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 26 日㊐～ 9 月 4 日㊐ 9

時～ 11時 30分、14時～ 16
時 30分（2部制）

※毎週火曜は休み（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

問総合グラウンド管理事務所
　☎ 47-3125

九十九島箱「七夕かざり」

イルカ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 6日㊊～ 7月 7日㊍ 9時

30分～ 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）
問九十九島水族館　☎ 28-4187

絵本の読み聞かせ講座（無料）
NPO法人とらねこ文庫代表の廣瀬美
由紀氏を迎えて、絵本の選び方と読
み方に関する講座を開催します。
日程　6月11日㊏14時～15時30分
場所　市立図書館
定員　48人（応募多数の場合抽選）

※申し込み方法など詳しくは市立図
書館HPをご覧ください。
問市立図書館　☎ 22-5618

佐世保市中学校体育大会
日程　6月 11日㊏～ 17日㊎
　　　（陸上競技等）6月 13日㊊まで
　　　（水泳競技）6月 17日㊎
場所　総合グラウンド陸上競技場など
※詳しくは公式HPをご覧ください。
問学校保健課　☎ 24-1111

ナイトプラネタリウム「宇宙への旅」
日程　6月17日㊎18時～18時45分
場所　少年科学館　定員　67人
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。

申込　	6月16日㊍までに少年科学館へ
問少年科学館　☎ 23-1517

わくわくワークショップ
縄文土器に用いられた文様をバッグ
に描いて、オリジナルの「縄文アート
バッグ」を作ります。
日程　6月 18日㊏ 14時～ 16時
場所　福井洞窟ミュージアム
定員　12人（応募多数の場合抽選）
料金　材料費を実費
申込　6 月 10 日㊎までに福井洞窟
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市立図書館

色や形が異なるアジサイを見比べながら宮殿へ向かう道を散策できる「あじさ
いロード」や、初夏の風を感じる運河付近でヨーロッパの街並みとアジサイを
ともにご覧いただける「あじさい運河」、一日中開催するショーを楽しみながら
ティータイムが取れる「花の広場」など、場内各所で色鮮やかなアジサイに囲ま
れた優雅なひとときを過ごすことができます。また「ハウステンボス」の名を冠
した、ピンク色でガクがバラの形に似て咲く「八重ボール咲き」の珍しいアジサ
イもあります。夜はアジサイがライトアップされ、ロマンチックな空間に様変
わり。美しく色付くアジサイで初夏の優雅な散策を楽しみましょう。
日程　5月 28日㊏～ 6月 26日㊐
問ハウステンボス総合案内ナビダイヤル		☎ 0570-064-110

日本最多 1,250 種　あじさい祭


