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海きらら春の特別展
「ふしぎな生きもの大発見展」

水から出ても平気なトビハゼや体の半
分以上が砂に隠れているチンアナゴ・
ニシキアナゴなど、不思議な生態や体
の仕組みを持つ生き物約 30種 100匹
が大集合します。
日程　3月 12 日㊏～ 5月 8日㊐ 9時

～18時（最終入館17時30分）
料金　無料（入館料が別途必要）

子ども調査隊～海辺の生きもの
マップをつくろう～

瀬渡し船で無人島に上陸し、生き物の
観察や採集を行います。生き物が生息
する環境を学びながら、オリジナルの
生き物マップを作ります。
日程　5月 14日㊏ 10時～ 16時
場所　九十九島ビジターセンターなど
対象　小学 3年生～中学 3年生とその

保護者（18才以上の保護者同伴）
定員　20人（応募多数の場合抽選）
料金　1人 500円
※申し込み方法など、詳しくは海きら
ら公式サイトをご覧ください。

トビカズラウォーク
～神秘の花を歩いて発見～

国内でも 4カ所でしか自生が確認され
ていない「トビカズラ」。長尾半島に植
栽しているトビカズラの花を観察する
イベントの参加者を募集します。
日程　4月 16 日㊏ 10 時 30 分～ 12

時、13時～ 14時 30分
場所　九十九島パールシーリゾート

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 15人
料金　1人 200円
※申し込み方法など、詳しくは同ビジ
ターセンターHPをご覧ください。

動植物園開園 60周年記念
森きらら演芸会「江戸家小猫の動物

ものまねライブ」

おはこのお家芸・ウグイスの鳴きまね
など 100 種類以上の生き物の鳴きま
ねで人気の江戸家小猫のライブを開催
します。
日程　3月12日㊏14時～14時40分
場所　芝生広場
料金　無料（入園料が別途必要）

森きらら春の特別展
「観葉植物展」

初心者向けからマニアに人気の珍しい
観葉植物を展示。観葉植物の楽しみ方
を紹介します。
日程　3月 12 日㊏～ 5月 8日㊐ 9時

～17時（最終入園16時30分）
場所　多目的ホールなど
料金　無料（入園料が別途必要）

ナイトプラネタリウム
「ALMA  まだ見ぬ宇宙へ」

星誕生の謎、生命誕生の神秘に迫る
A
アルマ
LMAの能力と美しいアタカマの大地
と星空の映像をお楽しみください。
日程　3月18日㊎19時～19時45分
定員　67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。

※申し込み方法など、詳しくは同館
ホームページをご覧ください。

プラネタリウム
震災特別番組「星よりも、遠くへ」
東日本大震災の夜の星空と被災者たち
とのつながりを描いたドキュメンタ
リー作品です。
日程　3月中の土曜および 3月 5日㊏

～ 4月 6日㊌（火・日曜を除く）
の 10時 10分

定員　67人程度
料金　無料（市民だけ）
※申し込み方法など、詳しくは同館
ホームページをご覧ください。

市民ギャラリー展示会
第 5回 髙原廣行  自作品展
日程　4月 3日㊐～ 24日㊐

今月のおすすめ図書

お味噌知る。
土井善晴・土井光  著（世界文化社）
料理研究家の土井善晴氏と長女の光氏
がみそ汁についてまとめた1冊です。旬
の食材や冷蔵庫にあるもので作ったユ
ニークなみそ汁、みそ料理などを紹介し
ています。みそ汁を通じて料理や健康、
人とのつながりの大切さを学べます。

ぱっちり、朝ごはん（河出書房新社）
家で味わうみそ汁やトースト、ホテル
のバイキング、カフェで食べるモーニ
ング。時代も立場もさまざまな書き手
たちによる「朝ごはん」をテーマにした
35編のエッセイです。

九十九島動植物園  ☎ 28-0011

九十九島ビジターセンター
☎28-7919 

九十九島パールシーリゾート  
☎ 28-4187

少年科学館  ☎ 23-1517

市立図書館  ☎ 22-5618
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春のかっちぇてアイラブフェア
東浜水産加工品をはじめ、海産物や銘
菓、世知原茶など、本市自慢の特産品
が一堂に会する「かっちぇてアイラブ
フェア」。千円以上の買い物で参加で
きるガラポン抽選会や福もちの配布
（先着順）など、内容盛りだくさんで
開催します。同フェア限定商品や期間
限定の特別価格商品も多数出品します
ので、どうぞお越しください。
日程　3月 11日㊎～ 13日㊐

※ 10時～ 16時 30分。
場所　島瀬公園
問佐世保物産振興協会　☎ 30-7744

お茶とおはぎで春のお月見会
天体観測所として歴史のある白岳自然
公園で、おはぎを食べながら春の満月
を楽しみませんか。
日程　3月 18日㊎ 18時～ 20時
場所　白岳自然公園
定員　先着 10人
料金　300円
申込　3月 13 日㊐～ 16 日㊌に電話

で白岳自然公園へ
問白岳自然公園　☎ 66-9334

えぼし桜ウィーク
「えぼし桜ウィーク」と題し、3月 27
日㊐～ 4月 3日㊐にえぼしスポーツ
の里でさまざまな催しを開催します。
インラインスケート教室
日程　3月27日㊐13時～15時30分
定員　20人
料金　530円
申込　3月 10 日㊍～ 26 日㊏に電話

でえぼしスポーツの里へ
パークゴルフ大会
日程　4月 2日㊏ 9時 15分～ 12時
定員　20組
料金　420円
申込　3月 10日㊍～ 4月 1日㊎に電

話でえぼしスポーツの里へ
猿回し大会
日程　4月 3日㊐ 11時～ 12時、13

時～ 14時
料金　無料
問えぼしスポーツの里　☎ 24-6669

潜龍酒造蔵開き～春の陣～
搾りたて生原酒の限定販売や金券が当
たるガラポン抽選会、本陣屋敷の無料
開放など、皆さまに楽しんでいただけ
るイベントを開催します。
日程　4月9日㊏、10日㊐10時～16時
場所　潜龍酒造（江迎町長坂）
問潜龍酒造　☎ 65-2209

アルカス九十九島音楽祭 2022
出演者募集！

「みんなで作る音楽祭」として平成 27
年から開催している「アルカス九十九
島音楽祭」。ことしは 8 月 20 日㊏、
21日㊐にアルカスSASEBOの大ホー
ルと中ホールで開催します。音楽祭を
盛り上げる出演者を募集（選考あり）
しますので、どうぞご応募ください。
期間　3月 1日㊋～ 31日㊍
※参加資格や応募方法など、詳しくは
アルカス SASEBOで配布する応募
用紙をご覧ください。

アルカス SASEBO公演情報
☎42-1111

地元の皆さまに愛され、ことし開業 30周年を迎え
る花と光の感動リゾート「ハウステンボス」。開業日
である3月25日㊎には、1日限りのアニバーサリー
セレモニーを開催します。また、開業日前後にはス
ペシャル花火やハウステンボスが誇るショーキャ
ストが登場する特別パレードも行います。ヨーロッ
パの街並みを色鮮やかなチューリップが包み込む
「100 万本のチューリップ祭」も開催中の春らしさ
が溢れるハウステンボスにどうぞお越しください。

九州新成人年間パスポートキャンペーン
九州の新成人限定で、通常 2万円の「年間パスポー
ト」を 7千円で購入できるお得なキャンペーンを実
施しています。
日程　3月 31日㊍まで
問ハウステンボス総合案内ナビダイヤル
☎ 0570-064-110

ハウステンボス 30周年アニバーサリーセレモニー


