
　休館日　2/13（水）、2/27（水）

日 曜日 ホール 催し 開演 料金(前売料金で記載しています) 主催 問い合せ先

大 日宇保育所　文化発表会 9:30 無料 社会福祉法人針尾福祉会　日宇保育所 0956-31-2502

イ 第2回　渋谷TANPEN映画祭　CLIMAX　ａｔ　佐世保2018-19 12:00 無料 株式会社佐世保映像社 info＠eizousya.co.ｊｐ

大 ふれあいコンサート 13:30 無料 認定こども園　九州文化学園幼稚園 0956-24-8735

中 2019年ピアノ発表演奏会 13:30 無料 松枝ピアノ教室 0956-22-1481

イ 第2回　渋谷TANPEN映画祭　CLIMAX　ａｔ　佐世保2018-19 12:00 無料 株式会社佐世保映像社 info＠eizousya.co.ｊｐ

4 月 大 ドラマチック・タンゴ「偉大なる歴史」フェルナンド・マルサン・セステート 18:30 【全席指定】A席6,500円、B席6,000円 ＭＩＮ－ＯＮ、アルカスSASEBO
0956-42-1111
(アルカスSASEBO)

5 火 イ 渡辺貞夫　QUINTET2019 19:00 チケットは完売しました
佐世保ジャズファンクラブ
Jazz　Spot　いーぜる

0956-25-1170
(Jazz Spotいーぜる）

8 金 中 佐世保市小・中学校事務研究発表会 13:00 無料 佐世保市小中学校教育研究会事務研究部
0956-31-5708
（福石中）

9 土 イ
アルカスSASEBO文化茶話　室内オーケストラの愉しみ
～ヴァイオリンとチェンバロの優雅な調べ～

14:00 【全席自由】ゴールド・オレンジ会員無料、 ホワイト会員500円、一般1,200円、学生500円 アルカスSASEBO 0956-42-1111

大 長崎県立佐世保東翔高等学校吹奏楽部　定期演奏会「前日祭」 13:30 【全席自由】 10.11日共通500円 長崎県立佐世保東翔高等学校吹奏楽部 0956-38-2196

中 ピアノ教室発表会 14:00 無料 近藤美帆
0956-22-3999
(田島方)

大 長崎県立佐世保東翔高等学校吹奏楽部　定期演奏会 14:00 【全席自由】 10.11日共通500円 長崎県立佐世保東翔高等学校吹奏楽部 0956-38-2196

中 第24回心の健康づくりフェスティバル 「こんなこと言いたい！伝えたい！」 13:00 無料 心の健康づくりフェスティバル実行委員会 0956-23-5389

12 火 中 地域福祉講演会（ペコロスの母が残したもの） 19:00 無料 佐世保市社会福祉協議会 0956-23-3174

14 木 イ 第46回長崎県茶業大会 13:30 無料 長崎県茶業協会   0957-46-1317

18 月 大 劇団飛行船　マスクプレイミュージカル　長靴をはいた猫
11:00
14:00

【全席指定】S席2,200円、A席1,900円、B席1,600円 劇団飛行船
0120-063-769
または
06-6364-3769

21 木 大 野村萬斎氏講演会～What’ｓ　狂言～ 18:00 会員制 公益社団法人させぼ夢大学 0956-25-9555

22 金 中 ランチタイムコンサートVol.19 和谷泰扶　クラシック・ハーモニカの室内楽 11:30 【全席自由】アルカスクラブ会員500円、一般700円、ペア1,000円 アルカスSASEBO 0956-42-1111

大 音楽会 13:00 無料 広田幼稚園 0956-38-3998

イ 2019スピカまつり　基調講演会「ダブルハッピネス」講師：杉山文野氏 13:00 無料（要事前申込） 2019スピカまつり実行委員会・佐世保市
0956-23-3828
（スピカ）

大 佐世保市民管弦楽団　第74回定期演奏会 14:00 【全席自由】一般1,500円、小中高生500円 佐世保市民管弦楽団 0956-28-4453

中 ピアノ発表会 13:00 無料 牛島真喜子 0956-25-5292

イ 民族芸能アンサンブル若駒公演　でべそ版ずっこけ狂言　でんでんむしむし48 18:00 会員無料、一般親子3,500円、一人2,000円 佐世保子ども劇場 0956-22-6747

26 火 大 加藤健一事務所「喝采」 18:30 会員制 佐世保市民劇場 0956-22-5294

　休館日　3/13（水）、3/27（水）

日 曜日 ホール 催し 開演 料金(前売料金で記載しています) 主催 問い合せ先

大 アルカス“キラっ都”させぼファミリーコンサート 14:00 【全席自由】一般1,500円、子ども(3才～中学生)500円 アルカスSASEBO 0956-42-1111

中 佐世保市立看護専門学校　第57回卒業証書授与式 10:00 無料 佐世保市立看護専門学校 0956-24-7329

イ 初舞会 13:00 無料 藤扇流扇維会
080-5204-9343
(福島)

大
それいけ！アンパンマン　ミュージカル
おかしの国のおかしなパーティ

11：30
14：30

【全席指定】S席2,800円、A席2,300円 ＮＩＢ長崎国際テレビ
095-826-2266(ＮＩＢ長崎国際テレビ)
0570-09-2424(キョードー西日本)

イ 平成31年入隊・入校予定者激励会 11:00 関係者のみ 佐世保自衛隊後援会 0956-22-6121

大 HY　STORY　TOUR ～うさがみそーれ　めんそーれ　そーれそれそれ　ゆくいみそーれ～ 17:00 チケットは完売しました
KTNテレビ長崎、FM長崎、
アルカスSASEBO、BEA

0956-42-1111
（アルカスSASEBO）

イ 華道家元池坊長崎県連合支部　花展 10:00 関係者のみ 佐世保華道会
0956-24-4991
(木下)

大
ライオンズクラブ国際協会  337-C地区3R合同「高齢者特殊詐欺防止支援」チャリティ事業
吉本新喜劇＆お笑いライブin佐世保

13:00
16:00

チケットは完売しました
ライオンズクラブ337-C地区3R・1Z・2Z・3Z
KTNテレビ長崎

095-827-3400
（KTN事業局）

中 第62回済木・百武音楽教室　定期発表演奏会 14:00 無料 済木・百武音楽教室
090-9723-3360
(済木）

イ 華道家元池坊長崎県連合支部　花展 10:00 関係者のみ 佐世保華道会
0956-24-4991
(木下)

15 金 中 円田剛明　クラリネットリサイタル 19:00 【全席自由】1,000円 リサイタル実行委員会
090-7926-1945
(久田)

中 2019カワイ音楽コンクール受賞者記念コンサート 14:00 入場料540円 カワイ音楽教室佐世保センター 0956-22-6879

イ かごの中の鳥（ダンス公演）
13:00
17:00

【全席自由】3,000円 dancecompany波 042-812-7381

大 第44回佐世保南高等学校吹奏楽部　定期演奏会 13:30 無料 佐世保南高等学校吹奏楽部 0956-31-5291

中 30周年記念　R.M.S音楽院ピアノ発表演奏会 12:45 無料 R．M．S音楽院
0956-76-7234
(伊藤)

イ 第19回ピアノ発表会 13:30 無料 大串秩加 0956-33-3972

大 第14回佐世保商業高等学校吹奏楽部　定期演奏会 14:00 無料 長崎県立佐世保商業高等学校吹奏楽部 0956-49-3990

イ 映画「しらあいの赦（ゆるし）」佐世保上映 13:30 【全席自由】800円 長崎県立大学映画研究会SeaCaT seacat.sun@gmail.com

23 土 大 海上自衛隊佐世保音楽隊第47回定期演奏会 14:00
無料（往復ハガキにてお申込みください。詳しくは佐世保地方隊のHP
http://www.mod.go.jp/msdf/sasebo/（西海の護り）をご参照ください。締切2/25(月)必着）

海上自衛隊佐世保地方総監部 0956-23-7111

大 明治大学マンドリン倶楽部　第42回佐世保定期演奏会 14:30 【指定席・自由席】2,500円 明治大学校友会佐世保地域支部
090-3322-8840
(直江)

中
アルカスSASEBOオリジナル室内オーケストラ
チェンバー・ソロイスツ・佐世保

14:00 【全席指定】一般6,000円、学生3,000円 アルカスSASEBO 0956-42-1111

イ ピアノ発表会 13:00 無料 岡田・今村・松浦
0956-22-4188
(松浦)

25 月 中
コントラバス・アンサンブル「フレンズ」
BASS　BASS　BASS　(ベース　ベース　ベース）

18:30 【全席自由】一般2,000円、学生500円 させぼdeクラシック実行委員会 090-4486-0891

26 火 大
日米交流演奏会2019
(E･Jキングスクール、長崎県立佐世保東翔高等学校吹奏楽部ほか）

18:00 無料 九州防衛局企画部地方調整課 092-483-8816

29 金 中 第27回みなみ音楽教室発表演奏会 14:00 無料 みなみ音楽教室
090-1086-4837
(南)

30 土 中 2019どるちぇ音楽教室発表会
10:15
14:00

無料 Ｍｕｓｉｃ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｄｏｌｃｅ
0956-28-3066
(田波多)

大 バレエスタジオブリエ　第4回発表会 14:00 【指定席】2,000円 【自由席】1,500円 バレエスタジオブリエ 0956-34-0181

中 2019どるちぇ音楽教室発表会
9:45
13:30

無料 Ｍｕｓｉｃ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｄｏｌｃｅ
0956-28-3066
(田波多)

イ 第26回長崎県作業療法学会 9:30 無料（要整理券） 長崎県作業療法士会
0956-49-2358
（長崎労災病院）

交流スクエアの催し

2/4（月）～2/10（日）　させぼフォトクラブ会員展/問：させぼフォトクラブ/080-5285-3346(村堀) 3/1（金）～3/5（火）　北野写真塾　写真展示会/問：北野写真塾/0956-38-3450（北村）

2/11(月・祝）　第24回心の健康づくりフェスティバル　バザー/問：心の健康づくりフェスティバル実行委員会/0956-23-5389 3/9（土）～3/10(日)　華道家元池坊長崎県連合支部　花展/問：佐世保華道会/0956-24-4991（木下）

2/12（火）～2/14（木）　YUME　CLOUD　STUDIO　キッズアート展/問：YUME　CLOUD　STUDIO/080-3905-2626（福田） 3/11（月）～3/15（金）　佐世保アートクラブ　作品展/問：佐世保アートクラブ/0956-24-2355（渡辺）

2/19（火）～2/21(木）　東大野幼稚園卒園展（絵画）/問：こどもアートてんこもり/090-1978-8624（相川）　 3/16（土）～3/22（金）　第13回九十九島の会　写真展/問：九十九島の会/0956-32-4100（平尾）

2/22（金）～2/28（木）　2019スピカまつり　パネル展/問：2019スピカまつり実行委員会・佐世保市/0956-23-3828(スピカ）　 3/24（日）～3/28（木）　第27回西海学園高等学校書道部　校外展/問：西海学園高等学校書道部/0956-23-6161（相川）

3/31（日）　第26回長崎県作業療法学会/問：長崎県作業療法士会/0956-49-2358（長崎労災病院）

2月の催し
※1月4日現在の情報です。開演時刻など変更になる場合があります。 詳細は各主催者までお問合せください。 

　　主催者の都合により掲載していない催しがあります。予めご了承ください。

　　大：大ホール 中：中ホール イ：イベントホールでの催し、色がついている催しはアルカスSASEBOでのチケット取扱いがあります。
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　　主催者の都合により掲載していない催しがあります。予めご了承ください。

　　大：大ホール 中：中ホール イ：イベントホールでの催し、色がついている催しはアルカスSASEBOでのチケット取扱いがあります。
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