
バラ祭

ことしもアジア最大級 2,000 品種
100 万本の優美なバラが咲き誇りま
す。世界的なバラの権威が“奇跡の
場所”と称した「グランドローズガー
デン」の他、ロイヤルな名称のバラや
受賞歴のあるバラが前庭に咲く「バ
ラの宮殿」など、華やかさと規模感
に驚きと感動がたくさん。特に午前
中は最も香り高いバラが楽しめるた
め、散策にはおすすめです。グルメ
やショー、グッズを通して初夏を感
じる「初夏の花の街 ワンダーランド」
も同日から開催します。
※詳しくは公式HPをご覧ください。
日程　5月 7日㊏～ 29日㊐
問ハウステンボス総合案内ナビダイヤル
☎ 0570-064-110

春のローズフェスティバル

日程　5 月 7 日㊏～ 22 日㊐ 9 時～
17時（最終入園 16時 30分）

料金　無料（入園料が別途必要）
※イベント開催日は「植物スポットガ
イド」を中止します。
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

早岐茶市

450 年以上の歴史を誇る伝統行事で
す。お茶や海産物など多くの出店が
海岸通りに並びます。
日程　初市＝ 5月 7日㊏～ 9日㊊

中市＝ 5月 17日㊋～ 19日㊍
後市＝ 5月 27日㊎～ 29日㊐

場所　早岐瀬戸周辺
※ 6月の梅市は中止します。
問早岐商工振興会　☎ 60-9428

NHK土曜ドラマ「17歳の帝国」の
撮影が市内で行われました

１月に針尾無線塔や市内数カ所で撮
影が行われたNHK土曜ドラマ「17歳
の帝国」が５月７日㊏から放送されま
すので、どうぞご覧ください。
※詳しくは、公式HPをご覧ください。
日程　5月 7日㊏ 22時　※全 5回。
問観光課　☎ 24-1111

春の天体観望会
日程　5月14日㊏19時30分～21時
場所　少年科学館　定員 40人程度
料金　高校生以上 320 円、小・中学

生 150円
問少年科学館　☎ 23-1517

大きな折り紙で
動く生きものを折ってみよう！
日程　5 月 15 日 ㊐ 11 時 ～ 12 時、

14時～ 15時
場所　こどもひろば あまもば前
対象　幼児以上（小学 3年生以下は保

護者同伴）
定員　各回先着 10人
料金　100円（入館料が別途必要）

申込　電話または窓口で申し込んで
ください

問九十九島水族館　☎ 28-4187

ナイトプラネタリウム
「星の王子さま 新たなる冒険

僕のバラを探せ！」
日程　5月20日㊎19時～19時45分
場所　少年科学館　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。

問少年科学館　☎ 23-1517

バラの春期管理講習会

日程　5月21日㊏10時30分～12時
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員　先着 20人
料金　300円（入園料が別途必要）
※詳しくは公式HPをご覧ください。
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

港湾政策研究所講演会 in 佐世保
郵船クルーズ代表取締役社長の坂本
氏と海上自衛隊佐世保地方総監の西
氏による講演会が行われます。
日程　5 月 26 日㊍ 9 時 30 分～ 11

時 40分
場所　アルカス SASEBO
定員　先着 1,000 人
申込　5月 20日㊎までに日本港湾協

会HPから申し込んでください

問日本港湾協会　☎ 03-5549-9574
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日程　5月 28日㊏、29日㊐
場所　佐世保競輪場
※詳しくは公式HPをご覧ください。

問佐世保競輪事務所　☎ 31-4797

白岳自然公園での写真撮影会
白岳自然公園の魅力を写真で表現す
る撮影会です。撮影した写真は白岳
自然公園センターで展示します。
日程　（撮影）5月28日㊏15時、（展

示）6月10日㊎～9月30日㊎
問白岳自然公園　☎ 66-9334

世知原新茶まつりじげもん市
濃厚なうま味と爽やかな香りの世知
原茶の新茶を中心に、地元の農産物
や加工品などを販売します。
日程　5月 28日㊏、29日㊐
場所　世知原町中心部
※ことしは世知原交流広場から世知原
中心部に場所を移して開催します。

問農政課 ☎ 24-1111

磯観察とビーチクリーン

どんな生き物や漂着物に出合えるか
な？ビーチクリーンをして、海岸の
環境を知ろう。
日程　5月28日㊏11時30分～14時
　　　※荒天の場合は翌日に延期。
場所　白浜海水浴場駐車場集合

対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員　15人（応募多数の場合抽選）
料金　300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。
問九十九島ビジターセンター
　☎ 28-7919

観賞温室バックヤードツアー
日程　6 月 5 日㊐ 13 時 15 分～ 13

時 45分（毎月第 1日曜）
場所　観賞温室　定員　先着 20人
料金　300円（入園料が別途必要）
※開催日当日園内の券売機でチケッ
トを購入してください。
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

昆虫博士と楽しむ  うみかぜ広場
日程　6 月 11 日㊏ 10 時～ 12 時、

13時 30分～ 15時 30分
　　　※荒天の場合は 6月 18日㊏
　　　　に延期。
場所　九十九島ビジターセンター集合
対象　4歳以上（小学 3年生以下は保

護者同伴）
定員　各回15人（応募多数の場合抽選）
料金　200円
申込　5月30日㊊までに同センターへ
問九十九島ビジターセンター
　☎ 28-7919

ザリガニを釣って
日本の生きものを守ろう！

ザリガニ釣り体験の他、外来種のア
メリカザリガニのガイドを行います。
日程　6 月 11 日㊏、7 月 9 日㊏、8

月 13 日㊏ 14 時～ 15 時（受
付13時30分）　※雨天中止。

場所　ビオトープ、リスザル展示場
付近

定員　各日先着 20人（小学生は保護
者同伴）

料金　300円（入園料が別途必要）
申込　5月 10日㊋以降に同園へ
※申し込み方法など、詳しくは公式

HPをご覧ください。
問九十九島動植物園 　☎ 28-0011

市立図書館おすすめ図書
行った気になる世界遺産
鈴木亮平 著（ワニブックス）

世界遺産検定一級保持者の俳優、鈴
木亮平さんが、ギニア高地やヨルダ
ンのペトラ遺跡などに行ったつもり
で描いた妄想旅行記です。表紙や挿
絵も本人が描いており、世界遺産に
対する熱い思いが伝わってきます。
自由に旅行ができない今こそ、妄想
で旅行を楽しんでみませんか。
問市立図書館　☎ 22-5618

ドレミであそぼう！3才からのクラ
シック～テルミンとマトリョミン～

世界で初めての電子楽器・テルミン
と、手のひらサイズのマトリョミン
の演奏をお届けします。
日程　5月 14日㊏ 11時開演
場所　イベントホール
料金　全席自由　一般 1,000 円、3

歳～高校生 500 円　※ 3歳未
満は入場できません。

問アルカス SASEBO　☎ 42-1111

T
サムズ

HUMBS UP FESTIVAL 
in アルカス SASEBO

P
プシン
USHIM with 韻 シ ス ト BAND、
F
ファンシー

NCY、THE F
フローリアーズ

LOORRIORZ、博多 4
Ｋが出演。レゲエ・HIP HOP・ブレ
イクダンスを一度に楽しめます。
日程　5月 22日㊐ 14時～ 18時
場所　大ホール
料金　全席指定 4,600円（当日5,000円）
問アルカス SASEBO　☎ 42-1111
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