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朝きらら

開館前の水族館で、寝起きの生き物や
イルカの健康チェックを見学。その後
は九十九島の爽やかな潮風を感じるク
ルージングを体験します。
●時5月3日裳蕉～6日詔蒋8時～10時
●料 高校生以上3,730円、4歳～中学生
　2,220円、3歳以下100円
　※水族館には当日だけ再入館できま
　　す。
●定各日先着40人
●申前日までに電話かEメールで同館へ

九十九島遊覧船パールクィーン
サンセットクルーズ

西海国立公園に指定されている九十九
島の美しい夕映えを、九十九島遊覧船
パールクィーンで巡る、特別クルーズ
です。
●時4月25日賞、26日裳、29日詔蕉、5月
　2日賞～6日詔蒋
※約1時間。出航時刻は18時15分（4月）、
　18時20分（5月）。
●料高校生以上1,400円、4歳～中学生
　700円、3歳以下無料

ゴールデンウイーク特別企画
裏きらら

展示に出す前の生き物たちや飼育道具
など、普段見ることができない水族館
の裏側を特別に一部開放します。カブ

トガニタッチングもできます。
●時5月3日裳蕉～6日詔蒋9時30分～12時
●料無料（入館料が別途必要）
　※申し込みは不要です。

九十九島工房　ふぐ展特別企画
「ふわふわのマスコットづくり」
ふわふわのポンポンでミナミハコフグ
やマンボウを作ります。
●時4月26日裳10時45分～12時、14時～
　15時（随時受け付け、約25分）
●対幼児～（小学3年生以下は保護者同伴）
●料300円（入館料が別途必要）
●定先着50人

無人島上陸とエサやり体験クルーズ
九十九島の無人島で磯などの観察をし
た後、マダイの養殖いかだで餌やりを
体験します。
●時4月25日賞、26日裳、29日詔蕉、5月
　2日賞～6日詔蒋10時30分、11時45
　分、13時、14時15分
●料 高校生以上2,050円、4歳～中学生
　1,030円 
●定各回10人

シーカヤック体験
10分程度のレクチャーの後、波が静か
なマリーナ内でカヤックを体験します。
●時4月～10月の日曜・祝日11時～15時
　30分（随時受け付け、約45分）
●料1人乗り艇520円、2人乗り艇1,030円

こどもひろばお楽しみ会
●時4月11日賞、18日賞、25日賞、5月
　2日賞、9日賞
　※11時30分、14時30分（約30分間）。
●場「海きらら」こどもひろば あまもば
●内読み語り、折り紙など
●対幼児～（小学3年生以下は保護者同伴）
●料無料（入館料が別途必要）

トビカズラウォーク
～神秘の花を歩いて発見！～

国内では4カ所でしか自生が確認され
ていない神秘の花「トビカズラ」。長尾
半島まで歩き、トビカズラの花を観察
します。
●時4月24日象～26日裳10時～12時
●対小学生以上●料100円
●定20人（小学3年生以下は保護者同伴）
●申参加者全員の氏名（振り仮名）、生年
　月日（学年）、性別、代表者の住所と
　電話番号を記入し、はがきかファ
　クスでビジターセンター「トビカズ
　ラウォーク」係へ。ホームページか
　らの申し込みもできます。
●〆4月13日訟必着（応募者多数の場合は
　抽選）

春の弓張岳・但馬岳・将冠岳
新緑トレッキング

西海国立公園内の山々を散策して春の
自然を満喫してみませんか。
●時5月2日賞10時～15時
●場弓張岳展望台集合・解散
●対小学3年生以上●料200円
●定20人（小学3年生は保護者同伴）
●申参加者全員の氏名（振り仮名）、生年
　月日（学年）、性別、代表者の住所と
　電話番号を記入し、はがきかファ
　クスでビジターセンター「新緑トレッ
　キング」係へ。ホームページからの
　申し込みもできます。
●〆4月20日訟必着（応募者多数の場合は
　抽選）

【九十九島パールシーリゾート】〒858-0922  鹿子前町1008  緯28-4187　Eメール event@pearlsea.jp 「海きらら」開館=9時～18時　市民料金（証明書必要）=4歳～中学
生520円、高校生以上1,020円　【九十九島ビジターセンター】鹿子前町1053-2　緯28-7919　ファクス 28-7351　ホームページ http://www.kujukushima-
visitorcenter.jp/　開館=9時～18時（入館無料）
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九十九島海賊遊覧船みらいが新たに就航し、九十九島動植物園森きら

らの指定管理者として新たなスタートを迎えるさせぼパール・シー。

これに合わせ、九十九島遊覧船パールクィーンの料金の見直しとク

ルージングメニューの料金区分変更を実施します。九十九島パール

シーリゾートと森きらら、それぞれの施設の料金区分を統一すること

で、より分かりやすく、利用しやすい施設運営を目指します。利用者

の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

九十九島パールシーリゾート
遊覧船料金の改定と料金区分の変更

4月1日（水）
から

●問九十九島パールシーリゾート　緯28-4187

遊覧船料金の改定

新料金旧料金

1,400円1,240円大人

700円620円小人

※九十九島遊覧船パールクィーンと九十九島海賊遊覧船みらい（4月から運航開始）に適用され
　ます。

料金区分の変更

新区分旧区分

高校生以上中学生以上大人

4歳～中学生小学生以下小人

3歳以下は無料未就学児は
大人1人につき1人無料

その他

区分が変更になるクルージングメニュー・料金

暫九十九島遊覧船パールクィーン、九十九島海賊遊覧船みらい子大人1,400円、小人700円

　※サンセットクルーズも区分変更の対象になります。

暫九十九島リラクルーズ子大人2,050円、小人1,030円

　※サンセットクルーズ、食事付きプランも区分変更の対象になります。

暫九十九島ヨットセーリング子大人2,050円、小人1,030円

　※サンセットクルーズも区分変更の対象になります。

暫無人島上陸とエサやり体験クルーズ子大人2,050円、小人1,030円
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〒857-1231　船越町2172　緯28-0011
開園時間=9時～17時15分　市民料金（証明書必要）=高校生以上
620円、小・中学生150円、70歳以上・障がいのある人410円

〒857-0031　 保立町12-31（市総合教育センター内）　緯23-1517　※駐車場あり。　 開館時間=9時～17時　休館日=火曜、祝日（5月5日こどもの日を除く）

飼育員になってみよう！

「飼育の日」にちなみ、動植物園の飼育係の仕事や
接客を体験してもらうイベントを開催します。
●時4月19日裳10時30分～13時
●内動物との触れ合いや餌やり体験、獣舎の清掃など
●対小学3年生以上
●料無料（入園料が別途必要）
●定先着20人
●申4月10日象から電話か直接同園へ
※長靴、雨がっぱ、軍手、水筒を持参してください。

バラ栽培管理講習会
花がら切りやシュートの管理など、春夏の時季に必
要なバラの管理についての講習会です。
●時5月10日裳10時30分～12時
●料200円（入園料が別途必要）
●定先着40人
●申4月10日象から電話か直接同園へ
※筆記用具を持参してください。 

〒857-0026　宮地町3-4　緯22-5618　ファクス22-9535　
開館時間＝10時～18時（木・金曜は一般室、講座室は20時まで）
休館日＝月曜、祝日（月曜の場合は翌日も）、第3金曜　
※駐車台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご
　利用ください。

今月のおすすめ図書

おばけのケーキ屋さん
SAKAE 絵・文（マイクロマガジン社）

ケーキ屋のおばけは、おいしいケーキで食べた人をびっ
くりさせるのが大好きです。でも、ある女の子にはどん
なケーキを作っても驚いてもらえません。その理由に心
温まること間違いなしの1冊です。

とっさの方言
小路幸也 大崎 善  生  ほか 著（ポプラ社）

よし お

標準語を話しているつもりでも、とっさに出てしまう方
言。北海道から沖縄まで、47都道府県の方言が、人気作
家64人によってユーモアたっぷりに綴られています。

こどもの日GO!GO!工作教室
●時5月5日証蕉9時30分～16時
●内科学工作やおもしろ実験など
●料無料　※申し込みは不要です。

少年科学教室の参加者を募集
●時5月～11月に月2回（年30時間）程度
●内自然発見、発明、プログラミングや実験な
　どの教室（予定）
●対市内在住の小・中学生
※詳しくは学校で配布するチラシでご確認を。

プラネタリウム（投映時間：約45分間）

●料高校生以上310円、4歳～中学生150円　
　※市民は学習投映が無料です。

16時15時14時13時11時10時投映開始時間
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長串山つつじまつり

九十九島八景の1つである 長串 山に、
なぐし

10万本の久留米つつじと平戸つつじが

咲き乱れます。期間中は各種イベント

等も行われます。詳しくはホームペー

ジ（http://www.nagushiyama.jp）を

ご覧ください。

●時4月11日賞～5月6日詔蒋9時～18時
●場長串山公園（鹿町町長串）
●料高校生以上500円、団体（15人以上）
　400円、障がい者250円、中学生以
　下無料
●問長串山公園　緯77-4111

特別展
伝えるチカラ～修復された仏像～

東漸寺のご本尊である木造薬師如来像

は、 檜 の
ひのき

 一 
いち

 木 造りで鎌倉時代に刻まれ
ぼく

ました。経年による痛みが修復されま

したので、展示を行います。講座やイ

ベントも行いますのでご参加ください。

●時展示期間=4月15日詔～26日裳
●場島瀬美術センター
●内講座（4月18日賞、25日賞13時30分、
　14時30分）、魔鏡づくり（4月19日
　裳13時30分、当日先着順）、稚児行
　列（4月19日裳11時、四ヶ町アーケ
　ード）、写経体験
●問社会教育課　緯24-1111

みかわち焼はまぜん祭り

焼き物を窯で焼くときに欠かせない

道具「はまぜん」に深く感謝し供養を

行い、窯元を中心に焼き物の展示即売

などが行われます。また開催30回目

のことしは、昔オランダへ渡ったみか

わち焼の名品を再現しており、これを

オランダ王に献上する前に、はまぜん

祭りで一般公開します。そのほか、毎

年人気のスタンプラリーやオーク

ション、昨年から始まった窯カフェな

ども開催。情緒あふれる焼き物の里

をお楽しみください。

●時5月1日象～5日証蕉9時～17時
●場三川内皿山一帯
●問はまぜん祭り実行委員会（中里太陽
　さん）　緯30-8606

させぼわんぱくひろば
●時5月6日詔蒋10時～15時
●場体育文化館、新公園（光月町）
●内 昔遊び（こま回し、竹馬乗り）、ス
　テージ・コーナーイベント、野外ふ
　わふわなど
●対未就学児、小学校低学年児童とそ
　の保護者
●問 子ども支援課内・わんぱくひろば
　実行委員会　緯25-9739

佐世保市民展作品募集
●時5月10日裳13時～15時　※書は10
　時～12時。
●場島瀬美術センター
●内洋画、日本画、書、デザイン、写真、
　彫塑・工芸
●料一般1,500円、高校生500円
※出品申し込みと作品搬入は同時に行

　います。詳しくはお尋ねください。

●問社会教育課　緯24-1111
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緯42-1111

アルカスSASEBO　こどもの日スペシャル
子どもミュージックマラソン

音楽が大好き！楽器の演

奏が大好き！という子ど

もたちが、日頃の練習の

成果を披露します。中

ホールでの器楽演奏、イ

ベントホールでのロックやアコースティックなど、子ども

たちの一生懸命な演奏をぜひお楽しみください。

●時5月5日証蕉13時開演（予定）
●場中ホール、イベントホール●料無料（要整理券）

アルカスSASEBO　ジュニアオーケストラ
第3回定期演奏会

今回はドヴォルジャークの「新世界より」全楽章の演奏に挑

みます。約100人の子どもたちの演奏をお楽しみください。

●時5月9日賞14時開演●場大ホール
●料全席自由　一般500円、3歳～高校生無料（要整理券）


