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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

１～ 佐伯深堀り漫遊記「心温まる医療」
土～ ■時間：初回6:30～、8:30～、11:30～、20:30～

4～ 星野憲一写真展 第46回「山峰独歩Ⅱ」
火～ ■期間:12/4(火)～■仲町アーケード20ヵ所 ■料金:無料
CTSﾃﾞｼﾞﾀﾙ12ch、001ch
■主催:仲町商店街振興組合 23-8610(事務所)
■ＴEＬ：22‐9811 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ佐伯
1・2 第8回鶴岡地区公民館まつり＆作品展
6 農業技術セミナー 水耕栽培
土・日 ■作品展:10:00～17:00(土)、10:00～15:00(日)■まつり:10;00～14:00(日)
木 ■時間:13:30～16:30 ■場所:旧灘小学校2階
■問合:鶴岡地区公民館 23-0601
■講師:大分県農林水産研究指導センター 山田晴夫氏
1 県南地区福祉のしごと就職フェア
■定員:20名 ※先着順
土 ■場所:三余館
■時間:13:00～15:00
■申込・問合:佐伯市雇用・産業支援協議会 28-8011
■対象:佐伯市・津久見市・臼杵市で福祉や介護の職場に就労希望の方 7～9 第54回大分県美術展 書道巡回展
金～日 ■会期:7日13:00～17:00 8日9:00～17:00 9日9:00～16:00
■参加料:無料 お気軽にお越しください
■問合:大分県福祉人材センター 097-552-7000
■場所:三余館 ■入場無料
■問合:事務局佐伯支部長 五十川 46-1356
将棋をしませんか？ ※事前申込・参加無料
■場所:障がい者相談センターすきっぷ
7 第7回佐伯人創造塾「ほめ達」
■時間:10:00～12:00
金 ■時間:19:00～21:00 ■場所:市役所 大会議室
雨 ■問合・申込:障がい者相談センターすきっぷ 24-8521
■問合:まちづくり推進課 22-4059
九州大学フットサルリーグ
8 つるおか子どもの家クリスマスコンサート
■時間:9:00～
■場所:総合体育館
土 ■時間:19:00～19:40 ■場所:つるおか子どもの家
■問合:大分県サッカー協会フットサル委員会 097-573-2288
■問合:市民吹奏楽団 090-1089-5895事務局長（谷口）
2 たかひら展望公園のじぎく祭り
佐伯図書館 子ども映画上映会
日 ■時間:9:30～14:00 ■場所:たかひら展望公園
「ムーミン谷とウィンターワンダーランド」
※餅まき、神楽、ぶえん汁の振舞いなど
■場所:図書館視聴覚センター ■時間:14:00～
■問合:蒲江振興局 地域振興課 42-1112
■問合：佐伯市立図書館 24-1010
第24回日本一水車マラソン大会in本匠
人権啓発フェスティバル
■時間:9:00～ ■場所:本匠中学校運動場スタート
■場所:和楽 ■時間:10:00～16:00
■問合:マラソン事務局 56-5115
■問合:人権・同和対策課 22-3085
佐伯市赤十字奉仕団チャリティーショー
クリスマスコンサート
■場所:弥生文化会館 ■時間:13:00～15:30
■時間:12:00開場 13:00開演 ■場所:弥生文化多目的ホール
C ■問合:弥生児童館 46-2677
■演目:フラダンス・カラオケ・演劇 ■入場料:\1000（前売あり）
■問合:日本赤十字社佐伯地区事務局 22-4225
9 佐伯豊南高校 吹奏楽部 定期演奏会
サニーハウス「花いっぱい祭」
日 ■場所:文化会館大ホール ■時間:14:00～16:30
■チケット:前売\500 当日\700
■時間:10:00～12:00 ■場所:サニーハウス温室（木立）
※花の苗やお菓子の販売、リサイクルバザーや芋掘りなど
■問合:佐伯豊南高校 22-2361
■問合:サニーハウス 28-3003
BANDONEON SOLO
青山ミニミニ農業祭
C ■時間:OPEN18:30 START19:00 ■場所:coffee5
■時間:9:00～15:00 ■場所:青山河川公園
■チケット:前売\3000 当日\3500
※青山の農産物やピンコロ餅、唐変木（焼酎）など販売
■予約・問合:coffee5 22-5001
ノルディックウォーク、ツリークライミングも開催
「ガラム」クリスマスダンスステージ
■問合:青山地区公民館 26-1300
C ■場所:トキハフードコート ■時間:11:00～、14:00～
地元で活動しているダンスチーム「ガラム」キッズ達による
クリスマスツリーを飾ろう！
元気なステージをお楽しみください。 ■問:25-0011 トキハ
■場所:トキハフードコート ■時間:11:00～15:00
豊後二見ヶ浦しめ縄張替え
12月25日はクリスマス！みんなでクリスマスツリーを飾ってみませんか？
■時間:8:00～ ■場所:上浦 東雲中学校裏
記念写真撮影もOK！みんなで楽しい時間を過ごそう‼ ■問:25-0011 トキハ
大分県社会人サッカーリーグ
■問合:上浦振興局 32-3111
■時間:9:00～ ■場所:陸上競技場
C 道の駅やよい 朝市
■問合:大分県サッカー協会 097-573-2288
■場所：弥生ぴかいち
■ＴＥＬ：46-5951
2・16 とんとんとん食堂〈カレーの振舞い〉
■時間：8:00～10:00
道の駅やよい
12・15 図書館上映会「永い言い訳」
日 ■場所:仲町アーケード内とんとんとん広場
水・土 ■時間：13:30～
■時間:12:00～13:30 一般\100 高校生以下無料
■場所：佐伯市立図書館
■問合:とんとんとん 090－8698－7474（山内）
■料金：無料
■問合：24-1010
3 子育てセミナー「親が変われば子どもが変わる」
13 大分市内で佐伯グルメを体験 さいキッチン
月 ■時間10:00～11:30 ■場所:東地区公民館 ■参加費:\200
木 ■場所:ワザワザビル レンタルキッチンeat （大分市中央町3-5-16）
■時間:11:00～13:30 ■定員:15名 ■参加料:￥1500
■申込・問合:家庭倫理の会佐伯市 23-5780
■講師:漁村女性グループめばる桑原政子さん【ごまだし活用法】
4 初めての短歌・書道教室
■問合・申込:佐伯市観光協会 23-1101
火 ■時間:10:00～12:00短歌教室 13:00～15:00書道教室
■場所:三余館2階特別会議室 ■参加費:無料
14 三浦造船所 進水式
■申込・問合:家庭倫理の会佐伯市 23-5780
金 ■時間：11:30～
■ＴＥＬ：三浦造船所 22-2033

16
日
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金
22
土

http://machisaiki.html.xdomain.jp/saikinshi/saikinshi_repo.pdfにアクセス頂くと、web上でもご覧いただけます。
22 第45回佐伯市スポーツ少年団マラソン交流大会
シーフードオルレ ■参加費:\2000（小学生\1000）
■場所:大入島カンガルー広場（スタート地）
土 ■場所:陸上競技場 ■時間:9:00～
■時間:9:00～受付 10:00～開会・スタート
■問合:体育保健課 22-4062
■問合:佐伯市観光課 22-3942
23 第65回佐伯市マラソン大会
※受付10日まで
日・祝 ■場所:陸上競技場
認知症と寄り添うための地域づくり講演会
■時間:8:00受付 8:30開会式
■時間:9:00～12:00 ■場所:和楽1階大研修室
■参加料:一般\1000 高校生以下\500
■講師:慶応義塾大学大学院
■問合:佐伯陸協事務局 竹田 090-2964-2033
健康マネジメント研究科教授 堀田聰子氏
バンド！クリスマスパーティー
■問合:高齢者福祉課包括支援センター 23-1632
■場所:レストランロワーズ ■時間:18:30スタート
五所明神社冬祭
■チケット:\2500 １プレートお食事&プレゼント付き
※ご来場の方にプレゼントをご用意しております。
■時間:15:00～ ■場所:五所明神社（臼坪）
※網切神楽や湯立神楽の奉納・甘酒の振舞い・餅投げなど
0 ■問合:レストランロワーズ 24-2552
■問合:五所明神社 22-1256
0 大分県フットサルリーグ
きゅうでんキッズフェスタ
■場所:総合体育館 ■時間:9:00～
■場所:九州電力佐伯営業所 ■時間:10:00～16:00
■問合:大分県サッカー協会フットサル委員会 097-573-2288
※親子で楽しめるイベントを多数用意しています！
0 第7回花柳流鈴音会 発表会
■問合:九州電力佐伯営業所 0120-986-506
■場所:文化会館大ホール ■時間10:00～16:00
大分県バレーボール総合選手権大会
■チケット:前売\3000 当日\3500
■場所:総合体育館 ■時間:9:00～
■問合:花柳流 鈴音会 090-8668-8221
24 別府溝部学園短期大学ハンドベルリンガーズ
■問合:大分県バレーボール協会事務局 097-536-2303
月 ■場所:トキハインダフードコート ■時間:11:00～、13:00～
藤河内渓谷デイキャンプ ※受付10日まで
創部以来300回を超える演奏会を開催している「天使のハーモニー」
■場所:藤河内渓谷周辺（道の駅うめ集合） ■時間:14:00～20:00
0 クリスマスに響く優しいハンドベルの音色をお聴きください。■25-0011 トキハ
■参加費:\3000(小学\2000)■問合:エコパーク推進室 25-4118
間越・来だんせへ市
大分県女子フットサルリーグ
■場所:総合体育館 ■時間:9:00～
■場所:米水津間越 ■時間:8:30～魚がなくなるまで
■米水津振興局 地域振興課 35-6111
■問合:大分県サッカー協会フットサル委員会 097-573-2288
日曜文化教養講座５
24～ 豊後二見ヶ浦ライトアップ ～2019年1月4日まで
「歴史入門講座④ 佐伯地方の芸能について」
月～ ■場所:上浦浅海井 ■時間:18:00～22:30（大晦日は翌7:00まで）
海上に浮かぶ豊後二見ヶ浦のジャンボしめ縄の期間限定ライトアップ
■場所：図書館視聴覚シアター ■時間：13:30～
■問合:上浦振興局 地域振興課 32-3111
■講師：佐伯史談会 (前 歴史資料館館長 )清家隆仁氏
■問合：佐伯図書館 24-1010
25 本田重工業 進水式
日韓交流クリスマス茶会 ※要事前予約
火 ■時間：8:50～
■ＴＥＬ：本田重工業 20-0111
■時間:10:30～15:00 ■場所:ホテル金水苑
26 佐伯図書館 子ども映画上映会
■お茶券:\3500(点心付) ■定員140名(先着順)
水 「忍たま乱太郎の宇宙大冒険」
■問合:茶道裏千家佐倉社中・山田 090-9723-7454
■場所:図書館視聴覚センター ■時間:14:00～
トキポサンタのクリスマスショー
■問合：佐伯市立図書館 24-1010
■場所:トキハフードコート ■時間:15:00～
29 彦岳の里ふれあい市場 歳末感謝セール
トキハグループのマスコットキャラクター「トキポ」がクリスマス衣装で登場！
土 ■場所:JR狩生駅舎
■時間:8:00～12:00
クイズやゲームで楽しい時間を過ごしませんか？ 参加者にプレゼントもあるよ！
第12回佐伯地区対抗駅伝大会
■問合:農林課 園芸振興課 22-3239
■場所:陸上競技場 ■時間:9:00～
30 男の海 歳の市
■問合:体育保健課 22-4062
日 ■場所:つるみ農水産物直売所前 ■時間:8:00～12:00
第14回佐伯市バドミントン協会長杯大会
CM ■問合:佐伯市観光協会鶴見支部 33-1111
■場所:総合体育館 ■時間:9:00～
CM
■問合:事務局 古手川 23-3890
CM
カトリック佐伯幼稚園 クリスマス会
CM
■場所:文化会館大ホール ■時間:9:15～12:30
■問合:カトリック佐伯幼稚園 22-2182
佐伯重工業 進水式
■時間:未定
■ＴＥＬ：佐伯重工業 22-3331
第7回クリスマス芸術祭
■場所:和楽 大研修室 ■時間:14:30～
しょうこうｋ
※子どもたちの、年に一度の発表の場です。おとなも一緒に楽しみましょう♪
しょうこうｋ
【出演】SAIKIキッズコーラス、佐伯市民ミュージカル、ミケネコファイヤーバード
しょうこうｋ
アンサンブル・エトワール、大人の表現教室のみなさん などなど
■問合:かるがも仲間館 28-5544
しょうこうｋ
よろなか11周年祭
しょうこうｋ
「おいしい食育体験」～風土・食物フェスタ～
しょうこうｋ
※各種ワークショップ・試食コーナー有
■場所:よろうや仲町 ■時間:10:00～
■問合:㈱まちづくり佐伯 22-9900
C

