
フラワーフェスティバル
～花と光のイースター～

100 万本のチューリップと共に春
の訪れを楽しめる、毎年好評のフラ
ワーフェスティバルをことしも開催。
「イースター」をテーマに、ウサギ
や卵などをモチーフにしたかわいい
グッズやグルメ、フォトスポットが
登場します。オリジナルマスコット
キャラクターが登場するイースター
パレードも必見。夜は春限定の幻想
的なイルミネーションに包まれ、特別
なひとときを過ごすことができます。
日程　2月 25日㊏～ 4月 28日㊎
問ハウステンボス総合案内ナビダイヤル
　☎ 0570-064-110

市民ギャラリー展示会
写真展「烏帽子岳と将冠岳の四季」
日程　2月 26日㊐まで
場所　市立図書館
問市立図書館　☎ 22-5618

佐世保学園パネル展「九
つくも

十九」
ことし4月1日㊏に閉庁し、73年の
歴史に幕を下ろす佐世保学園。少年院
としての教育活動を行えたことに感謝
の意を込め、パネル展を開催します。
日程　2月 28日㊋までの平日、2月

18日㊏、19日㊐9時～11時、
13時～ 16時

場所　佐世保学園
料金　無料
問佐世保学園　☎ 31-8277

ツルの北帰行情報ボード設置
鹿児島県出

いずみ
水市で冬を越したツル

たちが、繁殖地のシベリアに帰る

「北
ほつきこう
帰行」。九十九島動植物園は 3つ

ほどあるルートの 1つにあたるため、
北帰行を観察できる可能性がありま
す。期間中、入園口に北帰行情報ボー
ドを設置し、北帰行の有無や時刻、
羽数などを掲載する他、園の上空を
通過する際は園内アナウンスを行い
ます。
日程　3月 31日㊎まで
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

ひな祭り水槽
ひな人形の近くに金魚を置く江戸時
代からの風習にちなみ、金魚を展示
した特設水槽が登場します。
日程　2月 4日㊏～ 3月 3日㊎
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

春の植木市
庭木、花苗、果樹苗、盆栽など約300
種類1万本の展示販売を行います。樹
木に関する相談も受け付けます。
日程　2月 11 日㊏㊗～ 19 日㊐ 9時

～17時（19日㊐は16時まで）
場所　松浦公園
問佐世保みどりの会（倉富さん）
☎ 080-5274-1636

ナイトプラネタリウム
「太陽～私たちの母なる星～」
日程　2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　2月 16日㊍までに電話か直接
少年科学館へ

問少年科学館　☎ 23-1517

市立図書館とプラネタリウムの
コラボイベント

「クイズで楽しむ『星の王子さま』」 
日程　2月19日㊐14時～15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　2月 3 日㊎以降に電話か同館
HPまたは直接同館へ

問少年科学館　☎ 23-1517

セレクション・コレクション
収蔵品の写真を撮ろう！展

博物館が収蔵している民俗資料を展
示し、古い道具や昔の暮らしを紹介。
写真家指導の下、自由に民俗資料の
撮影もできる展覧会です。
日程　2月22日㊌～26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　無料
問博物館島瀬美術センター
　☎ 22-7213

「北半球のペンギン」
カンムリウミスズメの話

世界でも日本周辺海域だけに生息す
る国指定天然記念物「カンムリウミス
ズメ」。講師の山口典之氏（長崎大学
大学院水産・環境科学総合研究科教
授）が生態や調査内容を紹介します。
日程　2月25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
問同ビジターセンター　☎ 28-7919
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天体観望会「月・火星・すばる・
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　2月25日㊏18時30分～20時
場所　少年科学館
定員　先着 40人程度
料金　高校生以上 320 円、小・中学

生 150円（未就学児は無料）
申込　2月 10日㊎以降に電話か直接

少年科学館へ
問少年科学館　☎ 23-1517

海彦・山彦
～魚とお茶のフェスティバル～
世知原、佐々、松浦の県北茶グルー
プと東浜水産加工グループが連携し、
海と山の幸の PR販売を行います。
日程　2 月 25 日㊏、26 日㊐ 10 時

～ 16時
場所　島瀬公園
問農政課　☎ 24-1111

九十九島工房
「オーシャンドラムづくり」

日程　2 月 26 日㊐ 11 時～ 12 時、
14時～ 15時

場所　九十九島水族館
対象　幼児以上（小学 3年生までは保

護者同伴）
定員　各回 10人
料金　350円（保険料含む、入館料が

別途必要）
申込　当日までに電話か直接九十九

島水族館へ
問九十九島水族館　☎ 28-4187

四季の映画祭「冬」
アカデミー賞作品賞を受賞した作品
など、注目の 3作品を上映します。
日程　3月 4日㊏、5日㊐
場所　アルカス SASEBO
料金　1作品鑑賞券 1,000 円、全 3

作品セット券 2,200 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

福井洞窟ミュージアム
サポーター養成講座

日程　3月 12日㊐ 10時～ 12時
場所　福井洞窟ミュージアム
内容　福井洞窟の歴史やミュージア

ム運営について
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（応募多数の場合抽選）
申込　電話かファクス（64-3830）で

福井洞窟ミュージアムへ
料金　無料
〆切　3月 1日㊌
問福井洞窟ミュージアム　☎64-3830

子ども調査隊～無人島で生きもの
図鑑をつくろう！～

九十九島の環境を学んだ後、瀬渡し
船で無人島に上陸して生き物を観察
し、オリジナルの図鑑を作ります。
日程　4月 22日㊏ 12時～ 17時
場所　九十九島ビジターセンター
対象　小学 3年生～中学 3年生と保護

者（保護者1人につき2人まで）
定員　20人（応募多数の場合抽選）
料金　1人 500円
申込　2月11日㊏㊗～3月26日㊐に

公式HPから申し込んでください
問九十九島水族館　☎ 28-4187

寒さに強い動物たち
冬毛姿のツシマヤマネコやアライグ
マを見ることができます。
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

今月のおすすめ図書

一生に一度は見てみたい 
空の見つけかた事典

武田康男 /著（山と溪谷社）
身近な景色から一目見たい珍しい空
模様まで、その見つけ方を美しい写
真と共に紹介する一冊です。
問市立図書館　☎ 22-5618
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創業 230 年余り、米作りから酒造りまでこだわりの製法を守
り続けている梅ヶ枝酒造。蔵開き当日は、酒蔵コンサートや新
酒・限定酒の販売、蔵見学などが予定されています。
日程　2月 11日㊏㊗、12日㊐ 10時～ 15時
場所　梅ヶ枝酒造
※期間中はハウステンボス駅から無料シャトルバスを運行しま
す（9時 30分から随時運行）。
問梅ヶ枝酒造　☎ 59-2311

梅ヶ枝酒造 春の蔵開き


