
ハウステンボス 白銀の世界
～ウィンターヨーロッパ～

ハウステンボスでは期間中、街全体
が白銀一色に輝く「白銀の世界～ウィ
ンターヨーロッパ～」を開催。神聖
なチャペルを中心に、シンガーの歌
声で白銀一色となる「白銀の世界」点
灯式がバージョンアップ。宮殿には、
純白の光のトンネル「永遠のアーチ」
やプロジェクションマッピングがあ
る他、ことしはアートガーデンがオー
ロラカラーに変身し、より一層幻想
的な空間に包まれます。
日程　2月 24日㊎まで
問ハウステンボス総合案内ナビダイヤル
　☎ 0570-064-110

日本初！シュリケンヤドリクラゲが
学術誌で報告されました！

2021 年 10月に採集した個体が日本
初記録のクラゲであることが分かり
ました。体内の器官が手裏剣のよう
に見えることから「シュリケンヤドリ
クラゲ」と命名されています。クラゲ
研究室内のパネルで紹介しています。
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

運だめし！九十九島おみくじ
おみくじガチャが登場。おみくじは
海きららの飼育スタッフや遊覧船船

長のコメント入りで、九十九島の小
話もあります。さらにオリジナルシー
ルもついてきます。
場所　九十九島遊覧船ターミナル
料金　1回 100円
問九十九島水族館　☎ 28-4187

九十九島遊覧船パールクィーン
就航 20周年記念

パールクィーンで合言葉をさがせ！

船内で九十九島豆知識パネルを探し
て合言葉を当てよう！応募者の中か
ら抽選でプレゼントが当たります。
日程　3月 31日㊎まで
料金　無料（乗船料が別途必要）
※出航予定時刻や乗船料金など、詳
しくは公式HPをご覧ください。
問九十九島水族館　☎ 28-4187

市立図書館
雑誌スポンサーを募集

スポンサーになると雑誌の最新号の
カバーと、図書館HPに広告を掲載し
ます。対象となる雑誌は 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　1月 4日㊌～２月 28日㊋に市

HPまたは申込用紙を直接市立
図書館へ

問市立図書館　☎ 22-5618

特別ナイトプラネタリウム
オーロラ上映&中垣哲也

ライブトーク
日程　1月11日㊌ 18 時～ 18 時 45

分、19時15分～20時 30分
場所　少年科学館

定員　60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　電話か少年科学館HPまたは直
接少年科学館へ

問少年科学館　☎ 23-1517

九十九島サロン
「九十九島のミサゴ」

魚を狩るタカ「ミサゴ」は、九十九島
に多く生息しています。白い大きな
タカの魅力を講師の今里順一郎氏（日
本野鳥の会長崎県支部副支部長）が紹
介します。
日程　1月14日㊏14時～15時 30分
場所　九十九島ビジターセンター
料金　無料
問九十九島ビジターセンター
　☎ 28-7919

企画展「洞窟と考古学者」
昭和 30年代に活躍した考古学者と発
掘の足跡を公開。倉敷考古館所蔵品
など、初公開資料を展示します。
日程　1月 18 日㊌～ 3月 12 日㊐ 9

時～ 17時
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

ナイトプラネタリウム
「見えない宇宙に挑む」

日程　1月19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　1月 18日㊌までに電話か直接
少年科学館へ

問少年科学館　☎ 23-1517
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わくわくワークショップ
「弓矢体験」

日程　1月21日㊏14時～15時30分
場所　福井洞窟ミュージアム
対象　小学生以上と保護者
定員　10組 20人
料金　無料
申込　1 月 13 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

天体観望会「月・木星・火星・
冬の夜空を観察しよう」

講師の先生による天文に関するお話
や、当日の星空解説を行います。
日程 1月21日㊏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月 7 日㊏以降に電話か直接
少年科学館へ

問少年科学館　☎ 23-1517

佐世保市制施行 120周年記念
藤木大地カウンターテナー・

リサイタル

ウィーン国立歌劇場で東洋人初のカ
ウンターテナーとしてデビュー。現
地で大絶賛を受けた、日本で今最も
注目される国際的アーティスト、藤
木大地のリサイタルです。
日程　1月 23日㊊ 13時開演
場所　アルカス SASEBO
料金　全席指定 1,500 円
問アルカス SASEBO　☎ 42-1111

相浦川でバードウォッチング

相浦川の河川敷で野鳥を観察します。
日程　1 月 28 日㊏ 10 時～ 12 時、

13時～ 15時
　　　※雨天時は 2月 4日㊏。
場所　相浦川周辺
対象　小学生以上（小学 3年生以下は

保護者も参加）
定員　各回10人（応募多数の場合抽選）
料金　1人 200円
申込　1月17日㊋までにはがき（〒 8
　　　58-0922、鹿子前町 1053-2）

かファクス（28-7351）または
　　　九十九島ビジターセンター HP

から申し込んでください
問同ビジターセンター　☎ 28-7919

ビブリオバトル上映会
発表者が本を５分間で紹介し、観客
が読みたい１冊を選ぶ「ビブリオバト
ル」の今年度開催分を上映します。
日程　2月 4日㊏ 10時～ 15時
場所　市立図書館
※詳しくは図書館HPをご覧ください。
問市立図書館　☎ 22-5618

レッサーパンダのエサやり体験

当園でも人気の高いレッサーパンダ
に、大好物のおやつをあげることが
できます。
日程　土・日曜、祝日 14時～ 14時

15分
場所　九十九島動植物園
定員　先着 10人

料金　１回200円（入園料が別途必要）
申込　当日同園入口で券を購入
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

郷土史体験講座
古墳時代の忘れもの 

～銅鏡チョコレートづくり～
日程　2月11日㊏㊗9時30分～12時
場所　吉井地区コミュニティセンター
対象　中学生以下と保護者
定員　5組 10人
料金　1組 500円
申込　1月27日㊎までにファクス（25-

9682）かEメール（bunzai@city.
sasebo.lg.jp）で文化財課へ

※当日は三角巾、エプロン、タオル
を持参してください。
問文化財課　☎ 24-1111

花の見頃を迎えています

日程　２月初旬まで
場所　九十九島動植物園
内容　洋ラン（コチョウラン・カトレ

ア・シンビジウムなど）、ドン
ベア・ウォリッキー

料金　無料（入園料が別途必要）
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

今月のおすすめ図書

ゼロから分かる！図解クラシック音楽
宮本文昭・ 富田隆 /監修（世界文化社）
クラシック音楽の作曲家やオーケス
トラについて図解で分かりやすく書
かれた一冊です。
問市立図書館　☎ 22-5618
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