
秋のローズフェスティバル

森きらら自慢のバラ園が香り豊かな
バラであふれます。春のバラとは一
味違う、秋のバラの魅力をご堪能く
ださい。
日程　10 月 29 日㊏～ 11 月 13 日

㊐ 9 時～ 17 時（最終入園 16
時 30分）

場所　九十九島動植物園
料金　無料（入園料が別途必要）
【香りのバラ人気投票】
期間中、バラの香りの人気投票を行
います。多くの投票をお待ちしてい
ます。
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

あなたはどれを選ぶ？
手書きパネル総選挙

「九十九島大水槽」をテーマに飼育ス
タッフの手書きパネルを掲示し、パ
ネルの人気投票を行います。
日程　11月 1日㊋～ 30日㊌ 9時～

17時（最終入館 16時 30分）
場所　九十九島水族館
料金　無料（入館料が別途必要）
※パネルは来年 3月まで掲示予定。
問九十九島水族館　☎ 28-4187

市民ギャラリー展示会
佐世保市少年消防クラブ防火ポス
ター展
日程　11月 1日㊋～ 30日㊌

場所　市立図書館
問市立図書館　☎ 22-5618

平山郁夫展
ー日本画で旅する道ー

日本画界の巨匠、平山郁夫の作品約
90点を展示。平和を祈り、描き続け
られた悠久の世界をご堪能ください。
日程　11 月 3 日㊍㊗～ 12 月 25 日

㊐ 10 時～ 18 時（最終入館
17時 30分）

場所　博物館島瀬美術センター
料金　高校生以上 1,000 円、中学生

600円（当日は 200円増）
問同センター　☎ 22-7213

世界クラゲの日イベント

11 月 3 日の「世界クラゲの日」にち
なみ、クラゲに関するクイズパネル
を設置します。
日程　11月 1日㊋～ 30日㊌ 9時～

17時（最終入館 16時 30分）
場所　九十九島水族館
料金　無料（入館料が別途必要）
問九十九島水族館　☎ 28-4187

第 65回三川内陶器市
三川内焼を中心に各地の窯元・商社が
一堂に会し、特別価格での販売が行わ
れます。ことしは 3年ぶりの開催と
なり、各窯元を回ることもできます。
日程　11月 10日㊍～ 14日㊊

場所　三川内焼伝統産業会館、三川
内皿山

問三川内陶器市実行委員会事務局
　☎ 095-825-9900

秋のバラ園ガイド
バラ園を散策し、バラの歴史などを
紹介します。参加者にはオリジナル
ポストカードをプレゼント。
日程　11月 12日㊏、13日㊐ 10時

30分、13時 15分
場所　九十九島動植物園
料金　無料（入園料が別途必要）
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

ナイトプラネタリウム
「ベツレヘムの星」

日程　11 月 18 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　11 月 17 日㊍までに電話か直
接少年科学館へ

問少年科学館　☎ 23-1517

四季の映画祭「秋」
実話を基にした作品やアニメ作品な
ど、日本映画 1本と外国映画 3本を
上映します。
日程　11月 19日㊏、20日㊐
場所　アルカス SASEBO
料金　1作品鑑賞券 1,000 円、全 4

作品セット券 3,000 円、アル
カスクラブ会員はそれぞれ半額

※詳しくはイベントチラシやアルカ
ス SASEBOの HPをご覧ください。
問アルカス SASEBO　☎ 42-1111

第２回公園de読書
移動図書館「はまゆう号」が中央公園
に出張。今回は消防局とコラボして、
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消防車や救急車の見学もできます。
日程　11月 20日㊐ 11時～ 15時
　　　※雨天時は 11月 23日㊌㊗。
場所　中央公園
問市立図書館　☎ 22-5618
消防局予防課　☎ 23-2539

木の実とスパイスの
キャンドルホルダー作り

日程　11 月 26 日㊏ 11 時～ 12 時、
14 時～ 15 時　※各回 15 分
前から受け付け。

場所　九十九島動植物園
定員　各回先着 10人（小学生以下は

保護者同伴）
料金　500円（入園料が別途必要）
申込　11月10日㊍～25日㊎に公式

HPから申し込んでください
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

アルキャスArkas Sasebo Culture Festival
（佐世保市制施行 120周年記念・
第 11回させぼ文化マンス）

若い力で作り上げるワタシタチの文
化祭、アルキャス始動！ことしのテー
マは「SHOW UP」。佐世保の文化を
盛り上げていきます。
日程　11月 26日㊏、27日㊐

場所　アルカス SASEBO
問アルカス SASEBO　☎ 42-1111

ロビーコンサートVol.87
11 月は美しく豊かな混声合唱をお楽
しみいただきます。
日程　11月 27日㊐ 17時～ 18時
場所　アルカス SASEBO
料金　無料
問アルカス SASEBO　☎ 42-1111

第 24回
長崎県水産加工まつりイン佐世保
塩干物やいりこなどの水産加工品を
販売します。購入品は会場から直送
することができます。どうぞご利用
ください。
日程　12 月 3 日㊏、4日㊐ 10 時～

17時
場所　新みなと暫定広場
問（一社）長崎県水産加工振興協会
　☎ 095-850-3861

九十九島自然教室（無料）
九十九島ビジターセンタースタッフ
が九十九島の豊かな自然環境や生息
する生き物を標本を使って紹介しま
す。要望に応じて出前授業も行いま
す。
※詳しくは九十九島ビジターセン
ターHPをご覧ください。

問九十九島ビジターセンター
　☎ 28-7919

天体観望会
月・木星・土星・冬の夜空の観察や講
師の先生による天文に関する話、当日
の星空解説を行います。12月 3日㊏
は火星大接近の様子も見られます。
日程　①12月3日㊏②12月10日㊏
　　　※全て 18時～ 19時 30分。
場所　少年科学館　
定員　40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。

申込　① 11 月 19 日㊏② 11 月 26
日㊏以降に電話か直接少年科
学館へ

問少年科学館　☎ 23-1517

侍 BRASS 佐世保公演
中川英二郎率いるスーパープレー
ヤーたちによる金管アンサンブルを
お楽しみください。
日程　12月 3日㊏ 14時開演
場所　アルカス SASEBO
料金　【全席指定】S 席 4,000 円、A

席3,000円、学生1,500円（当
日 500円増）

問アルカス SASEBO　☎ 42-1111

光の街のクリスマス

ハウステンボスが最もロマンチックな空間に包まれる、クリスマ
スイベントをことしも開催。世界最大の光が輝く夢の街「クリスマ
スタウン」は、高さ約 12mもの巨大ツリーに囲まれます。また、
毎晩開催する点灯式や、ことし初登場のプロジェクションマッピ
ング、グルメ・グッズが楽しめるクリスマスマーケットの他、サ
ンタとのグリーティングなどクリスマスのイベントが盛りだくさ
ん。他にも「白銀の世界」点灯式は、大切な人と見れば忘れられな
い思い出になること間違いなし。この冬は、ハウステンボスで本
場ヨーロッパのクリスマスを体験しませんか。
日程　11月 5日㊏～ 12月 25日㊐
問ハウステンボス総合案内ナビダイヤル　☎ 0570-064-110
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動物園のドクターになってみよう！

動物病院獣医師の仕事についての話
や普段は入れない動物病院の見学、
聴診体験などを行います。
日程　12 月 4 日㊐、11 日㊐ 13 時

～ 15時
場所　九十九島動植物園
対象　小学 4年生～中学 3年生
定員　各日 10人（応募多数の場合抽

選）
料金　650円（入園料が別途必要）
申込　11月14日㊊～20日㊐に公式

HPから申し込んでください
※動物を触って診察などの体験を行
います。汚れてもいい服装でご参加
ください。
※動物に触れない人や、動物アレル
ギーがある人はご遠慮ください。
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

世界チーターの日
～チーターについて学ぼう～

園内で暮らすチーター「キリ」の紹介や
チーターの生態について解説します。
日程　12月4日㊐14時～14時35分
場所　九十九島動植物園
料金　無料（入園料が別途必要）
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

第 4回どうくつ体験リレー講座
「なぜ、人は祭るのか？」

ふるさとの祭礼継承の危機をテーマ
に講演いただきます。
日程　12月３日㊏ 14時～ 16時
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）
料金　無料
申込　11 月 18 日㊎までに福井洞窟

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

第 7回郷土史体験講座
佐世保要

ようさい
塞探訪

～俵ヶ浦町歴史遺産トレイル～
専門員が説明をしながら散策します。
日程　12月 17日㊏ 9時～ 13時
場所　佐世保駅集合
定員　30人（応募多数の場合抽選）
料金　【バス代】中学生以上 1,600

円、小学生以下 800 円
申込　12 月 2 日㊎までにファクス
　　　( 2 5 - 9 6 8 2 ）か E メール
　　　（bunzai@city.sasebo.lg.jp）
　　 で文化財課へ
※詳しくは市HPをご覧ください。
問文化財課　☎ 24-1111

対馬の宝！守ろう対州馬！

対馬の在来馬「対
たいしゆうば
州馬」の歴史や保全

の取り組みについての紹介や、餌や
り体験などを行います。
日程　12月 18日㊐ 11時～ 12時
場所　九十九島動植物園
定員　先着 15人
料金　500円（入園料が別途必要）
申込　12月 1日㊍～ 17日㊏に公式

HPから申し込んでください
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

第 5回わくわくワークショップ
黒曜石そっくりなキャンドルを作り
ます。
日程　12月 10日㊏ 14時～ 16時
場所　福井洞窟ミュージアム

対象　小学 3年生以上（保護者同伴）
定員　12人（応募多数の場合抽選）
料金　400円（材料費）
申込　11 月 25 日㊎までに福井洞窟

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

第 71回
小柳賞佐世保シティロードレース大会

日程　1月 8日㊐
場所　総合グラウンド陸上競技場と

その周辺
内容　10km、3km、1.5kmを年代等

で分けてコース設定しています
申込　10 月 25 日㊋～ 11 月 20 日

㊐に専用 HP から申し込んで
ください

※詳しくは市HPをご覧ください。

問スポーツ振興課　☎ 24-1111

今月のおすすめ図書

ふたごパンダのこころコロコロ
西島三重子 /文　はせがわゆうじ /絵

（中央公論新社）
柔らかなイラストと文章で、優しい
気持ちになれる、子どもにも大人に
も手に取ってほしい一冊です。
問市立図書館　☎ 22-5618

市 HP
（同大会）
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移住 PR冊子「佐世保時間」を発行しました
　「佐世保暮らし」の魅力を発信し、本市への移住を PR
するため、平成 28年度から年に 1回発行している「佐
世保時間」。今回は「38人の持続可能な佐世保愛」をテー
マに、「仕事愛（ライフワーク）」「郷土愛（文化や歴史）」
「（人と自然への）愛情」について、38人のさまざまな視
点から佐世保の魅力を紹介します。
　特集「シゴト愛の先にジモト愛。」では、移住者をはじ
め、佐世保で働く 10人を取り上げ、現在の仕事を始め
たきっかけや、仕事を通じて感じた佐世保の魅力などを、
移住支援制度を交えながら紹介しています。
　また、企画ごとに紙面と連動した動画の配信も行って
います。
　「佐世保時間」はふるさと納税に寄付をされた皆さまに
返礼品カタログと一緒に送付する他、首都圏のアンテナ
ショップや市内各公共施設などへの設置、「佐世保をよ
り好きになって、住み続けたい。進学や就職で市外に出
たとしても、いつかまた佐世保に帰ってきたい」と感じ
ていただけるよう、市内の大学生や高校生にも配布しま
す。市民の皆さんにも、佐世保の魅力を改めて知ってい
ただける読み応えのある冊子となっていますので、どう
ぞご覧ください。

問い合わせ　秘書課　☎ 24-1111

テーマは「38人の持続可能な佐世保愛」

シゴト愛の先にジモト愛。Kujukushima 湾 LOVE

西九州食財でキャンプ飯

冊子は市ホームページでも公開し
ています。冊子 PDF や、紙面と連
動した動画はこちらからどうぞ

九十九島に関わる人たちの九十九島愛を紹介 仕事を通じて感じた佐世保愛を紹介

ジモト社会科見学

「佐世保ベース」と西九州食財のコラボ企画大人の社会科見学として市内の老舗や史跡を見学
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市内の主な設置場所

●市役所、中央保健福祉センター
玄関案内
●各支所、各地区コミュニティセ
ンター
●西九州させぼ移住サポートプラ
ザ（新みなとターミナル内）
●佐世保観光コンベンション協会
（JR佐世保駅構内）
●九十九島パールシーリゾート
（海きらら玄関）
●市内各ホテル・飲食店　など
※部数に限りがありますので、上
記設置場所に冊子がない場合が
あります。市HPでも公開して
いますので、どうぞご覧ください。


