2018年

さいきん紙

７月の

1～ 星野憲一写真展「祖母傾山縦走」
日～ ■期間:6/25(月)から ■場所:仲町ｱｰｹｰﾄﾞ街20か所
■料金:無料

■TEL:23-8610(事務所)

■主催：
仲町商店街振興組合

佐伯なぜ旅漫遊記「小さな恋物語の巻」

イベントＩＮＦＯ
発行

㈱まちづくり佐伯

Tel:0972-22-9900 責任者 山口

※内容、変更については主催者側へお問い合わせください

7 第33回九州ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ(U-15)ｻｯｶｰ選手権大会
土 ■場所：佐伯陸上競技場
■時間：9:20～試合開始
碧松祭 平林龍 歌声コンサート ■場所：碧松山 久成寺
■時間：16:00～20:00
■前売：\1500 ■当日：\2000

■時間：初回6:30～、8:30～、11:30～、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部 16:00～境内無料イベント/チケット不要

岩ガキまつり
■期間：～8月31日迄

■問合：七夕納涼コンサートを楽しむ会 22-0270
7.8.14 第49回大分県学童軟式野球選手権大会

ｼﾏﾉｶｷ ｼﾝｴｲﾏﾙ、鶴見海望ﾊﾟｰｸ、まるに丸、海鳴り亭、浜千鳥

土/日/土 ■場所：佐伯市総合運動公園

笑魚、きちくりぃーの、など7店舗で開催(提供、7月末までの店舗も有)
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■問合：観光案内所 23-3400
ツール・ド・佐伯2018 エントリー開始〈募集〉
2 ■Sｺｰｽ190km、Aｺｰｽ163km、Bｺｰｽ102km、Cｺｰｽ75km、Dｺｰｽ40km
■対象：高校生以上全ｺｰｽ、中学生以下Dｺｰｽ(要保護者同伴)
■S¥6500、A¥6000、B¥5500、C¥5000、D¥4000(中学以下\2000)
■問合：ツール・ド・佐伯実行委員会 080-3942-3961
1 瀬会海水浴場海開き
日 ■時間：9：30～
■場所：瀬会海岸
■海岸清掃・神事終了後、東雲小中学校による初泳ぎ
■問合：上浦振興局地域振興課 32-3111
河川愛護デー
■時間：8:00～
■場所：池船スポーツ公園・佐伯地域各地区
※各振興局はそれぞれの日時で行います。
■建設課河川砂防係 22-3532
七夕☆単座気に願い事を書こう！
■場所：ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ ｾﾝﾀｰｺｰﾄ

■ＴＥＬ：25-0011 ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞ
■時間：10:00～15:00

おりひめとひこぼしが一年に1度出会うといわれている七夕の短冊に
願い事を書いてみませんか？
※参加無料、小学生以下の参加者には記念品プレゼント(先着150名様)

※はなれ古舎ｵｰﾅｰ高野さん在店日 14日・18日・22日

2部 18:30～有料イベント(要ﾁｹｯﾄ)

在店時は、オリジナル家具のｵｰﾀﾞｰ可

佐伯支部予選

■時間：9:00～
■問合：増井 090-1162-9400

■問合：藤浦武久 090-5024-0434
7 子ども食堂『どっぽちゃん食堂』
土 ■毎月第1土曜日 11:00～14:00 ■料金：\100 持ち物：飲み物
■問合：どっぽちゃん食堂・戸山 090-2516-7265
天皇皇后杯全日本バレーボール選手権大分ラウンド
■場所：総合体育館
■時間：9:00～
■問合：佐伯市バレーボール協会

15 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

8 第14回SAIKIｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 陸上選手権大会
日 ■受付：8：30～ 開始：9:30～ ■場所：陸上競技場
■問合：佐伯陸協 竹田 090-2964-2033
第12回かぶとむし木登り競走大会
■時間：10:00～ ■参加費：\500(事前申込)
■場所：直川憩いの森公園
■問合：かぶとむしの村を創る会 58-2111
いたずら子だぬきと小坊主がおりなす
ゆかいな物語を人形劇でお楽しみください。

第14回SAIKIｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技兼県体予選会

「犬との絆を深めるしつけ教室」主催：佐伯海犬隊(愛犬家団体)
■時間:15:00～

■場所:池船スポーツ公園

指導：警察犬訓練士

■料金:\3500

■TEL:090-1515-4907(大津)

（井東警察訓練所 延岡）

貨物船 約499トン
9 三浦造船所 進水式
月 ■時間：15:30～
■ＴＥＬ：三浦造船所 22-2033

■時間：9：00～

■場所：たかひら展望公園

標高280ｍからﾃｲｸｵﾌ。雄大な景色を楽しみながら空中散歩を。
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土

■時間：14:00～16:00

ﾐﾆﾊﾞﾚｰ競技

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ県体予選会

■時間：16：00～
■場所：総合体育館
■問合：伊達 090-9796-1902
サマーフェスタinさいき
■場所：海上自衛隊佐伯基地 ■時間：9:00～15:00
■巡視船体験クルーズ、自衛隊車両の体験搭乗、警察・消防車両の展示
■問合：海上自衛隊佐伯基地分遣隊 22-0370
柳家花ん謝と矢野大和の落語会 〈爆笑元気寄席〉
■場所:池船町 ＣＴＳホール ■料金:\500(先着70名)
■時間:14:00～
■ＴＥＬ:22-9811
佐伯駅元気まつり＆ビアホーム
■時間：10:00～
■場所：佐伯駅周辺
■問合：佐伯ごまだしうどん大作戦・岩崎 090-5472-9440
佐伯駅1番ホームがビアホールに変身！
今年は駅前広場でのイベントも盛りだくさん！
※当日、現金は使えません、事前に観光案内所にてチケットを購入ください。

佐伯少年少女発明クラブ
■場所：大入島

■ＴＥＬ：22-3943(商工観光課)

■時間：9:00～12:00

藤河内トレッキング
■時間：9:30～15:00

※受付7/13まで (道の駅宇目集合)
■料金：¥3000(食事・入浴・保険料含む)

9:30集合 10:00出発 10:30藤河内散策 12:30昼食

28 観音滝トレッキング ※受付7/20まで (道の駅宇目集合)
■料金：¥3000(食事・入浴・保険料含む)
土 ■時間：9:30～16:00
9:30集合 10:00出発 10:30観音滝トレッキング 12:00昼食
13:00下山開始 14:30湯ーとぴあにて入浴 15:30湯ーとぴあ出発
■問合：エコパーク推進室エコパーク推進係 25-4118

29 第13回社協ちびっこフェスティバル
日 ■時間：10:00～14:30
■場所：三余館
■問合：佐伯市社会福祉協議会 地域福祉課 22-2150
トキポがやってくる!!!
■場所：ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ

■時間：11:00～、14:00～

佐伯店にトキポがやってくる!!
トキハグループのマスコットキャラクター「トキポ」と一緒に楽しい時間を過ごそう

五十川ゆき 日本クラウン第5弾
「抱いてあげる・涙のつづき」新曲お披露目ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
■場所：ホテル金水苑宴会場 ■開場：11:00 開演：11:30
※食事(お弁当)、アルコール付飲み放題、新曲CD付
■入場料：①\6000(歌われない方)、②\8000(歌う方・2コーラス)
■問合：広津留090-1197-2933(鶴見・米水津・蒲江)
神田090-3305-1238(その他)

住吉神社夏まつり
■場所：住吉神社、住吉御殿
■時間：14:00～21:00
■神楽、ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ、餅まき、抽選会などなど
■問合：森竹 22-4903
31 サイキッズスポーツ教室〈カヌー体験〉※募集終了
火 ■時間：9:30～15:00
■場所：水辺の楽校
■問合：体育保健課 22-4062

13:30湯ーとぴあにて入浴 14:30出発 15:00道の駅到着(解散)
■問合：エコパーク推進室エコパーク推進係 25-4118

第8回佐伯スポーツフェスタ

■時間：10:00～12:00 ■場所：総合体育館
■問合：佐伯市総合運動公園 25-1335
22 つるみ魚海道の朝市(丸直水産の朝市)
日 ■場所：鶴見市場
■時間：7:00～
※鮮魚・塩干物・すり身の天ぷらなど鶴見の特産品が並びます
■観光協会鶴見支部 33-1111
道の駅やよい午後の市
■時間：14:00～
■場所：道の駅やよい イベント広場 ■TEL：46-5951

■問合：蒲江振興局地域振興課 42-1112

※\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

佐伯史談会 2018 会員研究発表会
■場所：三余館 二階会議室
■時間：13:30～

ラクガキヤマコの似顔絵LIVE
■ＴＥＬ：25-0011
■場所：ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ
ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ
■時間：11:00～、14:00～

①戸高厚司 宇目の峠道を尋ねて
②染矢寛二 八幡、西上浦の歴史 ふるさとの歴史発見
※入場無料※
■問合：佐伯史談会事務局・伊東 24-8275

■時間：9：00～
■場所：総合体育館
■問合：佐伯市卓球連盟・吉田 82-8181

第10回よろなか夏祭り
■場所：よろうや仲町
■時間：10:45～17:00
■書道ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ、三線、ﾌﾗﾀﾞﾝｽ、合唱等 抽選会も有
■問合：よろうや仲町「佐伯市まちづくりｾﾝﾀｰ」 22-9900
佐伯上浦ビアガーデン
■時間：18:00～21:00 ■場所：上浦しおさいの里
■問合：ＮＰＯ法人しおさいの里 25-9111

第14回SAIKIｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽ
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木

第51回佐伯市近郊レディース卓球大会

■場所：三余館

■時間：9：00～
■場所：総合体育館
■問合：佐伯市ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会 23-1133

■時間：9：00～
■場所：総合体育館
■問合：佐伯市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会・小手川 23-3890

・ビブリオバトル考案者 谷口忠大先生講演会(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟも有)
・食育講演会「オーガニックな2人のお話会」(吉田俊道さん、ﾀｶｺ・ﾅｶﾑﾗさん)
・作ろう！本に出てくる夢のレシピ ・まーぼーの風船遊び
・人型ロボットPepper読み聞かせ 等他にもﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ多数
■問合：まちづくり推進課 食育推進・市民協働 22-4529

16:00道の駅宇目到着 解散

第14回SAIKIｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
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土

本と食のコラボイベント「としょかんマルシェ」
■場所：佐伯図書館 ■時間：12:30～16:00

第1回佐伯市景観計画・緑の基本計画 守りたい景観を
話し合う市民ワークショップ〈市街地城下町〉
■問合・申込：市役所都市計画課 22-3114 〈申込7月6日まで〉

人形劇「しょうじょう寺のたぬきばやし」
■場所：ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ
■時間：14:00～

第68回「社会を明るくする運動」佐伯大会
1・15 「もの忘れ」相談室
日
オレンジカフェ佐伯ＳＧＫ
■時間：13:30～
■場所：弥生文化会館多目的ﾎｰﾙ
■場所：よろうや仲町 ■ＴＥＬ：介護事業所33-0750
■問合：社会福祉課 22-3601
ラグビーワールドカップ2019ボランティア説明会
■時間：10:00～12:00
コンテナ船 749トン
2 本田重工業 進水式
■時間：19:00～20:00 ■場所：南部振興局
月 ■時間：8:15～
■ＴＥＬ：本田重工業 20-0111
■ＴＥＬ：050-3537-4164 (担当：中津留)
ｸﾞﾗｯﾄﾞｽﾄﾝで展示する写真の募集〈応募締切〉
主催：ラグビーワールドカップ2019
■市内で撮影したデジタル写真(約20点・選考有)
組織委員会大分支部
9～14 第4回佐伯市地区交流こんばんはバレーボール大会
■問合：文化・スポーツツーリズム推進課 22-4071
月～土 ■時間：17:00～22:00
5 緊急地震速報 訓練
■場所：総合体育館
木 ■時間：10:00～ ﾁｬｲﾑ音(4回)→アナウンス(3回繰返)
■問合：体育保健課 22-4062
■ＴEＬ：防災機器管理課 22-4567
11 図書館上映会「夏の庭」
6 臼田道成 LIVE IN SAIKI
水 ■時間：13:30～
■場所：佐伯市立図書館
金 ■開場：18:00 開演：19:00 ■場所：欧風家庭料理の店 KOYAMA
13 佐伯人創造塾
■ﾁｹｯﾄ：¥3000〈1ﾌﾟﾚｰﾄお食事付〉(ドリンク別途)
金 ■場所：市役所6Ｆ大会議室 ■時間：18:00～21:00
■ＴＥＬ：まちづくり推進課・食育推進・市民協働係 22-4059
■予約・問合：KOYAMA 22-9339
6～8 大分県美協写真部県南支部展
14 2018マンボウパラグライダーコンペ
金～日 ■場所：ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ ひまわりﾎｰﾙ ■入場無料
佐伯市蒲江高平大会
土
臼杵市及び佐伯市の会員による作品展です。
お気軽にご鑑賞ください。

14 第6回佐伯市ﾍﾟﾀﾝｸﾞ交流大会
■時間：8:30～
土 ■場所：佐伯小ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ■参加費：\300(協会員は\200)
■問合：佐伯市ﾍﾟﾀﾝｸﾞ協会・吉良 090-2712-8005
平成30年度青少年交流体験事業〈アクティブ〉
■場所：米水津間越(海辺の村交流館)
■問合：社会教育課 22-4209 ■時間：9:30～15:30
14～22 珈琲と古物 〈犬飼町はなれ古舎とのコラボ〉
土～日 ■場所：coffee 5 ■時間：11:00～21:00 (17日定休、22日17時close)

様々な賞を受賞し、テレビでも活躍中のラクガキヤマコの似顔絵LIVE!!!
皆が笑顔になるショーをお楽しみください。
ショーの後には、イベント価格での似顔絵依頼もお受けいたします。

【仲町に新しい場ができました】
よろ仲のななめ向かいに
一般社団法人 共生社会実現
サポート機構「とんとんとん」さんが
新しい空間を作られました！
とんとんとんさんの3つのキーワード
「育児・子育て支援」
「障がい者支援」
「高齢者支援」をもとに
共生社会実現に向けての
ホームになるそうです。
オープンは毎週火曜・日曜の
10:00～15:00まで
また、第1、3日曜のランチタイムで
カレーを\200で販売してらっしゃいま
すが
7月は無料でご提供されるそうです！

