2018年

さいきん紙

５月の

■期間：4/27(金)～6/11(日)まで
1～ 歴史資料館企画展
火～ 「西南戦争と佐伯～のこされた記憶～」
■時間：9:00～17:00(入館は16:30まで)
※1日は会館記念日の為、観覧無料

星野憲一写真展「山峰独歩」
■期間:6/22(日)迄

■場所:仲町ｱｰｹｰﾄﾞ街20か所

■主催：

■料金:無料

■TEL:23-8610(事務所)

仲町商店街振興組合

佐伯なぜ旅漫遊記「駅巡り前編の巻」
■時間：初回6:30～、8:30～、12:30～、20:30～
CTSﾃﾞｼﾞﾀﾙ12ch、001ch
■ＴEＬ：22‐9811 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ佐伯

1 県民すこやかスポーツ祭り「ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ大会in佐伯」
火 ■場所：佐伯市濃霞ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ■時間：8:30～15:00 ■料金：\300
■ＴＥＬ：090-5294-9730(安藤)

■対象：どなたでも

3～ 高校サッカーフェスティバル(6日まで)
木～ ■場所：陸上競技場 ■時間：9:00～
■ＴＥＬ：27-6663(大分県サッカー協会 佐伯支部 三重野)
3・4 第38回全日本学童軟式野球大会 佐伯支部予選
木・金 ■場所：佐伯球場
■時間：9:00～
■ＴＥＬ：090-1162-9400(増井)
4 それいけ！ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｼｮｰ「かまめしどんとニガウリマン」
■ＴＥＬ：25-0011
金 ■場所：ﾄｷﾊ 1F ひまわりﾎｰﾙ
■時間：11:00～、14:00～
ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ
記念撮影会もあるよ、カメラを忘れずにね！

5 西山隆行ソロライブ in coffee5
土 ■時間：開場19:00 開演19:30 ■ＴＥＬ：22-5001
■ﾁｹｯﾄ：投げ銭+1ｵｰﾀﾞｰ制
■場所：coffee5
6 GW特別企画 大ビンゴゲーム大会
日 ■場所：ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ■ＴＥＬ：25-0011
■時間：11:00～、14:00～
ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ
トキハ商品券が当たる！GWの運試し!!/各回開始の1時間前にカード配布いたします。
当日のお買い上げレシートをお持ちのお客様、先着150名にビンゴカードを配布。

平成30年度県民健やかｽﾎﾟｰﾂ祭 ﾐﾆﾊﾞﾚｰ競技
■場所：総合体育館
■時間：9:00～16:00
■ＴＥＬ：23-1133(佐伯市ﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会 清水) ■料金：1ﾁｰﾑ\1500
どたばたママのふりーまーけっと
■場所：総合運動公園駐車場
■時間：9:30～12:30
■ＴＥＬ：わたなべ助産院
22-9955

狩生の日曜朝市

つるみ浜の市

■場所：狩生駅舎
■時間：9:00～12:00
■TEL：27-7227（戸高）

■場所：吹浦 県道沿い
■時間：7:00～
■TEL:33-1111

(毎日曜)

「犬との絆を深めるしつけ教室」 主催：佐伯海犬隊
■場所：池船スポーツ公園
■料金：\3500
■時間：15:00～
指導：警察犬訓練士
■ＴＥＬ：090-1515-4907（大津）

井東警察訓練所 （延岡）

「看護の日」イベント健康チェック・健康相談
■時間：10:00～14:00 ■場所：ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ
■問合：20-5483(長門記念病院検査課)
糖尿病療養指導士などが、血糖・血液チェックを行います。
健康相談コーナーもありますので
ぜひお立ち寄りください。

6・20 「もの忘れ」相談室
日
オレンジカフェ佐伯ＳＧＫ
■場所：よろうや仲町 ■ＴＥＬ：介護事業所33-0750
■時間：10:00～12:00
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※内容、変更については主催者側へお問い合わせください

9 図書館上映会「殯(もがり)の森」
水 ■時間：13:30～
■場所：佐伯市立図書館
■料金：無料
■問合：24-1010
写真撮影テクニック講習会※初心者OK、カメラ持参
■時間：13:30～15:30 ■場所：三余館大会議室
■料金：\300
■問合：46-2573(写真協会事務局 大隈)
10 龍麿２ 10周年記念九州ツアー
木 ■時間：開場19:00 開演19:30 ■ＴＥＬ：22-5001
■ﾁｹｯﾄ：前売\2500 当日\3000 ■場所：coffee5
13 第4回佐伯番匠yosakoi祭り
■ＴＥＬ：090-4486-0211
日 ■場所：市役所駐車場
（須賀）
葛港駐車場
■時間：10:00～
東地区公民館駐車場
※フォトコンテストも開催!! 魅力満載！グルメ集結!!
柳瀬チューリップ球根堀上作業
■場所：柳瀬陶芸工房前
■時間：9:00～
■ＴＥＬ：52-4111(宇目振興局)
本匠癒しの休日 ヒーリングホリデー
■別府交通センター(8:00) 別府ﾀﾜｰ(8:10) 大分駅ﾊﾞｽ待機場(8:30) 本匠水車(9:30)
### 茶摘み体験(10:00)
昼食(12:00) 特産品作り体験(13:00) 本匠発(15:00) 大分駅ﾊﾞｽ
### 待機場(16:00) 別府ﾀﾜｰ(16:20) 別府交通センター(16:30)
■\5000(小\3000) ■56-5111(夢産地ほんじょうむら)
母の日特別企画 お母さんにミニブーケを贈ろう
■場所：ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ
■ＴＥＬ：25-0011
■時間：10:00～15:00
ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ

大好きなお母さんへ手作りミニブーケを贈ってみませんか? ◇150名限定◇

平成30年度佐伯市近郊春季少年少女陸上記録会
■場所：陸上競技場
■受付：8:00～■開始9:00～
■ＴＥＬ：090-2964-2033(佐伯陸協事務局 竹田)
県民すこやかスポーツ祭り スポンジテニス交流会
■場所：番匠体育館

■時間：9:00～17:00 ■料金：１人\300

■ＴＥＬ：090-9561-1368(衛藤)

■対象：18歳以上

ｱｰﾁｪﾘｰ初心者講習会 ～6/3迄

■料金：\1500(4回分)

■場所：運動公園ｱｰﾁｪﾘｰ場 ■時間：毎週日曜14:00～
■ＴＥＬ：23-1348(佐伯市ｱｰﾁｪﾘｰ協会 香椎)

道の駅やよい

朝市

■場所：弥生ぴかいち
■時間：8:00～10:00

■ＴＥＬ：46-5951
道の駅やよい

カラオケ4教室合同発表会
■場所：弥生文化会館

■料金：無料

■時間：9:00~16:00

■ＴＥＬ：46-2730(弥生公民館)

17 弁護士無料法律相談会(要予約)
木 ■時間：13:30～16:00 ■場所：社会福祉センタ■ＴＥＬ：23-7450(佐伯市社会福祉協議会)
ANTARA
LIVE in 遊志庵(あまべ文化研究所)
18
金 ■時間：開場18:00 開演19:00 ■ＴＥＬ：48-9293
■ﾁｹｯﾄ：\1500+(1ﾌﾟﾚｰﾄ要ｵｰﾀﾞｰ\1000)
ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞ教室※毎月第3金曜日

■料金：\1500

■場所：佐伯東地区公民館 ■時間：11:00～12:00
■ＴＥＬ：080-5247-5880(ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞ教室担当 石田)

本田重工業

■ＴＥＬ：本田重工業20-0111

19 佐伯少年少女発明クラブ
■ＴＥＬ：22-3943(商工観光課)
土 ■場所：三余館
■時間：9:00～12:00

■講師：高橋信武(日本考古学協会会員)

■料金：無料

生音楽を聴きながらの野外ビアガーデン
■場所：猫茶屋駐車場
■時間：16:00～20:00
■出店予定：さいきりーふ、ﾋﾞｽﾄﾛ甲兵、ふくみみ、屋台村、野口商店
■TEL:090-5669-3543(ミュージックアートクラブ 清水)
立志塾
■場所：佐伯市役所
■時間：14:00～17;00
■TEL:22-3943(商工振興課)
19・20 大分県豊饒の海 小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
土・日 ■場所：総合体育館
■時間：10:30～18:00(土)
9:30～16:00(日)
■TEL:090-8919-3496(佐保)
20 間越 来だんせへ市
日 ■場所：海辺の村交流館
■ＴＥＬ：35-6111
■時間：8：30～魚が無くなるまで
米水津振興局
ブレーメン☆ダンスユニットの競演
■場所：ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ
■ＴＥＬ：25-0011
■時間：11:00～、14:00～
ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ

佐伯のブレーメンダンススタジオを中心に集まった5つのダンスユニットが競演！
一生懸命踊って皆様に楽しんでいただきます♪どうぞ、ご覧ください。

第19回佐伯市新茶まつり
■場所：コスモタウン駐車場

■時間：10:00～15:00

9:30～新茶無料配布の整理券を配布(先着200名)(10:30、13:00に配布予定)
その他、釜入実演やお茶入れ教室、神楽など催し物もあります

すこやか太極拳in佐伯
■料金：1人\500
■場所：市民武道館
■時間：9:00～16:00
■ＴＥＬ：090-2710-5877(大分県太極拳連盟 安倍)
文化協会展示の部
■場所：弥生文化会館
■時間：9:00～16:00
■ＴＥＬ：46-2730 弥生文化会館
23 裁判員体験ツアー (受付13:30～)
水 ■場所：大分地方・家庭裁判所
■時間：14:00～15:15
■問合：097-532-7161(事務局総務課) ■定員：28名(先着順)
25 COFFEE5 PRESENT'S「5」TIME MUSIC
金 ■時間：開場19:00 開演19:30 ■ＴＥＬ：22-5001
■ﾁｹｯﾄ：\2000+1D制
■場所：coffee5
■出演：ササキヒロシ(東京)、heyday(東京)
「エンディングノート」の書き方セミナー
■場所：和楽3Ｆ栄養指導室
■時間：13:00～15:00
■ＴＥＬ：23-0135 山野内行政書士
■料金：\1000
26・27 第7回CTS杯ミニバスケットボール大会
土・日 ■場所：総合体育館
■時間：12:00～(土)、9:00～(日)
■問合：090-2505-8874(事務局)
星降る町つるおかひとよこい

※出展者一覧※
～Zakka～
Cruum/アロマキャンドル
empreinte/真鍮
Handmade屋nono/雑貨
ハレノヒ。/布雑貨

～Food～

～Healing～

kitchen Cream/YOSOIKIDON(ｷｰﾏ)

KiRaRi/耳つぼジュエリー

Merci/sweets
つばくらめ/移動カフェ
USAMI finefood and cuisine/お野菜弁当
木津製パン/手作りパン

結ふ/よもぎ蒸し
音叉トリートメントなど

chalkart CHOCOTTO/チョークアート

～Workshop～

plants.garden/ドライフラワー

27 船頭マチイチ’18 spring
日 ■場所：船頭町界隈
■時間：10:00～16:00
あるく。たべる。たいけんする。
佐伯市船頭町・大手町界隈を歩いてめぐってたのしむ1日。

food・drink・zakka・work-shop等、多数出店予定。

大猿踊

DAIENKAI
～みんなで一緒に盛り上げルンバ♪踊ルンバ♪～

■時間:13:30～
■ﾁｹｯﾄ：\1000(1ﾄﾞﾘﾝｸ付)
■場所：Goodies
※小学生未満無料
DANCE…SEED GARAM MONSTA etc
DJ…TANE MORRY U-1 MASAYUKI
■問合：37-4685(Goodies)

道の駅やよい午後の市
■場所：道の駅やよい イベント広場
■時間：14:00～
■TEL：46-5951
※\500お買い上げごとに、先着70名迄、たまご1パックサービス

さいき本舗城下堂
大手前新バス停前
リニューアルオープン！！

まち歩きｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ

■26日12:00～、手作りﾗﾝﾀﾝﾗｲﾄｱｯﾌﾟ18:00～
27日10:00～16:00
■限定ｶﾌｪや、ｷﾞｬﾗﾘｰ、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟなど、ぐるっと鶴岡町を堪能できます!
■090-7381-9036(事務局 河野)

27 ﾏｼﾞｯｸﾊﾞﾙｰﾝﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
日 ■場所：トキハ2Ｆｷｯｽﾞﾗﾝﾄﾞ横 ■ＴＥＬ：25-0011
■時間：11:00～、13:00～、15:00～
※風船でかわいい動物や花を作って、お子様にプレゼント！

すりみ、一夜干し、ごまだしなど

and toucher(ｱﾝﾄﾞﾄｩｰｼｪ)
「FOOD&ZAKKA」AND「WORKSHOP&HALING」

進水式

■時間：7:45～

19 「佐伯における西南戦争を中心として」
土 ■時間：開場13:00 開演13:30 ■TEL：22-0700(歴史資料館)

～日々の生活にtoucher(ﾄｩｼｪ)トキメキを～

■時間：10:00～16:00
■場所：あまべ研究所 遊志庵
■問合：48-9293

多数取り揃えております。
お問合せは0120-27-6464まで

