
第 23回 YOSAKOI させぼ祭り
初の 2月開催となる今回は、感染症
対策を実施しながら市内中心部に会
場を限定して開催します。「動画祭」
を新設し、2月 23 日㊌㊗、24 日㊍
にはオンライン配信が行われます。
日程　2月25日㊎19時～20時、26

日㊏ 10 時～ 20 時、27 日㊐
10時～ 18時

問 YOSAKOI させぼ祭り実行委員会
　☎ 33-4351

2022スピカまつりWith～年齢・
性別・コロナ・すべての壁をなくそう～
スピカ登録団体の体験型ワークショッ
プの他、生理の貧困プロジェクトによ
る生理用品を無償配布します。また、
本市出身でフラワーデモの発起人・
松尾亜紀子さんによるオンライン講演
会や子どもたちに人気のバルーン教室
なども行います。この他、YouTube
「佐世保市チャンネル」で人気ユー
チューバー「そわんわん」と市内大学
生のトークも公開します。
日程　2月26日㊏11時～15時30分
場所　アルカス SASEBO
※詳しくはお尋ねください。
問男女共同参画推進センター「スピ
カ」　☎ 23-3828

お絵描き凧あげ大会
自分で絵を描いた「たこ」をあげる大
会です。クレヨンや絵の具などは主
催者が用意します。
日程　2月 27日㊐ 14時
場所　白岳自然公園
対象　小学生以下（保護者同伴 )
定員　先着 20人
料金　300円（たこ代）
申込　2月 15日㊋以降に電話で白岳

自然公園へ
問白岳自然公園　☎ 66-9334

わくわくワークショップ 
弓矢・火おこし体験（無料）

日程　3月 12日㊏ 14時～ 15時
場所　福井洞窟ミュージアム
対象　小学生以上
定員　10人（応募多数の場合抽選）
申込　2 月 25 日㊎までに福井洞窟

ミュージアムへ
※詳しくはお尋ねください。
問福井洞窟ミュージアム ☎ 64-3830

第 11回 佐世保－島原
ウルトラウォークラリー

日程　5月 3日㊋㊗～ 4日㊌㊗
場所　新公園（体育文化館横）
内容　① 105km コース（制限時間

24 時間）② 32km コース（制
限時間 7時間 30分）

対象　① 20歳以上②中学生以上
    　※①②とも健康な人。未成年は

保護者同伴。
定員　①先着 800人②先着 200人
料金　① 12,000 円② 7,000 円
申込　事前に電話（平日9 時～ 17 時）

かファクス（59-8151）、公式
ホームページのいずれかで同
実行委員会へ申込用紙を請求
してください

〆切　3月 11日㊎まで

問同実行委員会　☎ 46-6868

相浦愛宕市
 中止のお知らせ

例年 2月下旬に開催されている相浦
愛宕市は、ことしは新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため中止とな
りました。
問相浦商工振興会　☎ 47-2754

アルカス SASEBOジュニア
オーケストラ第 10回定期演奏会

ジュニアオーケストラの皆さんが豊
嶋泰

やすし
嗣ミュージックアドバイザーと

共演する他、第1回公演で演奏した「新
世界より」に再び挑みます。子どもた
ちの熱い演奏をお楽しみください。
日程　2月 13日㊐ 14時開演
場所　大ホール
料金　全席指定 一般 500円、3歳～

高校生無料
　　　※ 3歳未満は入場できません。

ドレミであそぼう！ 3才からの
クラシック～おんがくしつトリオ～

ピアノ、リコーダー、鍵盤ハーモニカ
のトリオが初登場。クラシックの名曲
からなじみのある曲まで、とびきりす
てきなアンサンブルをお届けします。
日程　2月 27日㊐ 14時開演
場所　イベントホール
料金　一般 1,000 円、3 歳～高校生

500円
 ※ 3歳未満は入場できません。
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アルカス SASEBO公演情報
☎42-1111

公式ホームページ
はこちら

公式ホームページ
はこちら
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スカイランタン・セレブレーション
～花火とランタンで彩る光の街～

「ハウステンボス スカイランタン・
セレブレーション～花火とランタン
で彩る光の街～」をことし初開催。約
1,000 個のランタンに願いを込めて
一斉に夜空へ放ちます。ランタンが
浮かび上がる光景はきっと忘れられ
ない思い出になるはずです。当日は
花火と併せてお楽しみください。他
にも好評の「白銀の世界」点灯式や白
銀プロムナードなど、ロマンチック
な空間を白銀のイルミネーションが
彩ります。
※詳しくは公式ホームページをご覧
ください。
日程　2月 11日㊎㊗、12日㊏
問ハウステンボス総合案内ナビダイヤル
☎ 0570-064-110

春の植木市
庭木、花苗、盆栽など約 300 種類 1
万本を展示販売する他、樹木に関わ
る相談を受け付けます。

日程　2月 11日㊎㊗～ 20日㊐ 9時　
　　　～17時（20日㊐は16時まで）
場所　松浦公園
問佐世保みどりの会
　☎ 080-5274-1636（倉富さん）

海彦・山彦
～魚とお茶のフェスティバル～
世知原茶振興会と東浜水産加工グルー
プが連携し、本市特産品であるお茶や
海産物などのPR販売を行います。
日程　2 月 19 日㊏、20 日㊐ 10 時

～ 16時
場所　島瀬公園

問農業畜産課　☎ 24-1111

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。國學院大
学名誉教授の小林達雄先生をはじめ、
縁の深い講師をお迎えします。吉井地
区の小・中学校や市内高校、大学など
と連携した活動の発表も行われます。
日程　2月20日㊐ 13時～ 17時
場所　吉井地区コミュニティセンター
対象　県内在住の人

定員　現地参加 150 人（吉井地区住
民優先）、WEB参加 500人

申込　2月10日㊍までに住所、氏名、
電話番号、参加人数を明記し、
電話かファクス（25-9682）、E
メール（bunzai@city.sasebo.
lg.jp）で文化財課へ

問文化財課　☎ 24-1111

食でつながるフェスタ
in NAGASAKI

日程　① 2月 22日㊋ 14時～ 17時
　　　②2月23日㊌㊗12時～16時
場所　①労働福祉センター②まちな

かコミュニティセンター
内容　①講演会、パネルディスカッ

ション②食品ロスの料理提供、
食品ロスレシピ発表、子ども
食堂紹介等のパネル展示など

申込　① 2月 15日㊋までに電話（☎
070-1944-3893）かE メール
（ikoinomokumoku@gmail.
com）、申し込みフォームの
いずれかで実行委員会へ
②申し込み不要

問同フェスタ実行委員会
　☎ 070-1944-3893
問廃棄物減量推進課　☎ 24-1111

申し込みフォームは
こちら

イベントの詳細は
こちら

梅ヶ枝酒造蔵開き（無料）
創業以来 230 年余り、米づくりから酒づくりまで
手づくりにこだわった製法を守り続けている梅ヶ
枝酒造。全国新酒鑑評会などにおいて金賞など数々
の賞を受賞されています。蔵開き当日は、蔵見学と
して日本酒の仕込みの案内、お酒や地元産品の販売
などが予定されています。
日程　2月11日㊎㊗～13日㊐、19日㊏、20日㊐
問梅ヶ枝酒造　☎ 59-2311


