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サンセットクルーズ

九十九島に沈む夕日を九十九島遊覧船
パールクィーンから眺めるクルーズです。
日程　5月 1日㊐～ 4日㊌㊗
　　　※ 18時 20分頃出航予定。
定員　280人
料金　高校生以上 1,500 円、4歳～中

学生 750円、3歳以下無料

朝の海きらら
オープン前の水族館で生き物たちの朝
の様子を見学できます。
日程　5月 1日㊐、3日㊋㊗～ 5日㊍

㊗8時～10時（受付7時45分）
定員　各日先着 20人
料金　高校生以上 2,300 円、4歳～中

学生 1,680 円、3 歳以下 100
円（保険料を含む）

申込　電話または公式サイト予約フォー
ムから申し込んでください

九十九島ボランティアガイド募集
九十九島エリアで活動するボランティ
アガイドを募集します。
対象　6月 5日㊐、12日㊐、19日㊐、

26 日㊐、7 月 3 日㊐の研修に
全て参加できる 18歳以上の人

定員　20人
※申し込み方法など、詳しくは同セン
ターHPをご覧ください。

歩いて行こう！九十九島探検！！
潮が引いた時間に現れる秘密の道を渡
り、無人島の海岸で植物や磯の生き物
を観察しよう。

日程　5月 15 日㊐ 11 時～ 15 時 30
分　※荒天中止。

場所　牽
けんぎゆうざき
牛崎集合

対象　小学 3年生以上（小学生は保護
者同伴）

定員　15人（応募多数の場合抽選）
料金　500円
※申し込み方法など、詳しくは同セン
ターHPをご覧ください。

飼育員になってみよう！
ペンギンの展示場の清掃や餌やりなど
を行います。
日程　4月24日㊐10時～11時30分
対象　小学 3～ 6年生
定員　先着 10人
料金　300円（入園料が別途必要） 
※申し込み方法など、詳しくは森きら
ら公式サイトをご覧ください。
※保護者の付き添いはできますが、バッ
クヤードや展示場には入れません。

知って、守ろう！対州馬！
「対

たいしゆうば
州馬」の生態や保全活動などを楽し

みながら知ることができます。
日程　5月29日㊐11時～11時45分
対象　小学 4年生以上の親子
定員　先着 25人程度
料金　300円（入園料が別途必要）
申込　森きらら公式サイト予約フォー

ムから申し込んでください

プラネタリウム
（投映時間約 45分、火曜、祝日休館）
料金　高校生以上 320円、4歳～中学

生 150円
※投映スケジュールなど、詳しくは同
館HPをご覧ください。

ナイトプラネタリウム
「宇宙のエネルギー」

「さまざまなエネルギー」が満ち溢れて

いる宇宙のダイナミックな世界をお楽
しみください。
日程　4月22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
HPをご覧ください。

第 23回ビブリオバトル（オンライン）
日程 5月 28日㊏
定員　①発表者4人②観覧者10人（応

募多数の場合抽選）
申込　① 4月 20 日㊌～５月 10 日㊋

② 5月 6日㊎～ 17 日㊋ 17 時
までに同館 HP の専用フォーム
から申し込んでください

今月のおすすめ図書

たべもんどう
鈴木のりたけ 作（ブロンズ新社）

探し絵や早口言葉など、クイズ形式で食
べ物たちと遊びましょう。言葉遊びの楽
しさに加え、重厚かつシュールに描かれ
た食べ物たちの絵にはどれも小技が効い
ており、細かく見ていくと一層楽しめま
す。大人も楽しめる絵本です。

すごすぎる天気の図鑑
荒木健太郎 著（KADOKAWA）

変わった形の雲や四角い形の太陽な
ど、空にはたくさんの不思議がありま
す。きれいな写真とかわいいイラスト
で天気に関するいろいろな疑問に答え
てくれる１冊です。

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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～花の街の祝祭～
フラワーフェスティバル

花で彩られたフロートやキャストが場
内を巡るパレード、カラフルなリボン
を編みながら踊るメイポールダンス
などの祝祭ムードを感じるショーの
数々。季節のフルーツや花をモチーフ
にしたスイーツ・グルメ、SNS 映え
するグッズなど、花の街ハウステンボ
スを「見て・食べて・体験して」楽しめ
るイベントが盛りだくさん。夜はまば
ゆい光が包み込むロマンチックなイル
ミネーションが楽しめる春のヨーロッ
パの街並みを散策してみませんか。
日程　5月 6日㊎まで
問ハウステンボス総合案内ナビダイヤル
　☎ 0570-064-110

第 36回三川内焼はまぜん祭り
焼き物を窯で焼くときに使われる道具
「はまぜん」は、焼き物を作るときに
は欠かせませんが、一度使用されると
捨てられてしまいます。はまぜんへの
感謝の気持ちを込めて供養を行う他、
三川内皿山一帯で窯元を中心に三川内

焼の展示即売や新企画「平戸盃」の販
売など、さまざまなイベントが開催さ
れます。皿山の情緒あふれる景観や、
窯元と直接触れ合いながらの買い物な
ど、焼き物の里「みかわち」をたっぷ
りとお楽しみください。
日程　5月 1 日㊐～ 5日㊍㊗ 9時～

17時
場所　三川内皿山一帯（三川内町）
問はまぜん祭り実行委員会
　☎ 30-8606

ゴールデンえぼしまつり
日程　5月 1日㊐～ 5日㊍㊗
場所　えぼしスポーツの里
内容　スターライトスクールダンス

ショー、鷹パフォーマンスショー、
猿回しショーなど

問えぼしスポーツの里　☎ 24-6669

アルカス寄席

本市出身の若手落語家、三遊亭らっ好
が大師匠の三遊亭好楽を迎えてアルカ

ス寄席に登場。落語の魅力をお楽しみ
ください。
日程　5月 1日㊐ 14時開演
場所　イベントホール
料金　全席指定　3,500 円（当日は

500円増）

四季の映画祭「春」

四季を通じて、そのシーズンにピッタ
リの映画や近隣では上映機会のなかっ
た話題の映画など、さまざまなジャン
ルの作品をピックアップしてお届けし
ます。
日程　5月 7日㊏、8日㊐
場所　中ホール
料金　全席自由　一般 1 作品鑑賞券

1,000 円（全 4 作品セット券
は 3,000 円）、アルカス会員 
1 作品鑑賞券 500 円（全 4 作
品セット券は 1,500 円）

※上映時間はアルカス SASEBOホー
ムページをご覧ください。

アルカス SASEBO公演情報
☎42-1111

九十九島八景の一つである長串山で「長串山つつじまつり」
が開催されます。
日程　4月 1日㊎～ 30日㊏９時～ 18時
場所　長串山公園 (鹿町町長串）
料金　大人 500 円、団体（15人以上）400 円、70歳以上

400円、障がいのある人 250円、中・高校生 250円、
小学生以下は無料

※新型コロナウイルス感染症対策のため、イベントは行い
ません。
問長串山公園　☎ 77-4111

長串山つつじまつり
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