
※3月1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。 

　休館日　4/8（水）、4/22（水） 　　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。

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

5 日 中 studio　one，さざなみ保育園（内）ピアノ教室小さなコンサート 13:00 無料 大川千瑞 0956-47-6737

7 火 中 佐世保市立看護専門学校第61回入学式　«中止» 10:00 無料 佐世保市立看護専門学校 0956-24-7329

12 日 中 森・松本　音楽発表会  «中止» 13:00 無料 森 0956-32-0320

16 木 大
辺真一氏講演会　アジアの風を読む～緊迫する朝鮮半島情勢と日本～

«8/20へ延期» 18:00 会員制 公益社団法人させぼ夢大学 0956-25-9555

中 藤豊会　春のおさらえ会   «中止» 11:00 無料 藤豊会 0956-22-7281

イ 第29回音楽演奏発表会 13:00 無料 ミュージックラブ 0956-28-1104

24 金 イ 大学・短期大学・専門学校　進学相談会　«中止» 16:00 無料 株式会社栄美通信 092-751-4517

中 ヤマハミュージックコンサート（ステップアップ・自店個人）　«中止» 14:30 無料
株式会社ヤマハミュージックリテイリング長崎店
佐世保センター

0956-22-2251

イ ドキュメンタリー映画「樹木希林を生きる」上映会
11:00
14:00
19:00

【全席自由】1,100円 長崎県映画センター 095-824-2974

大 アルカスSASEBOジュニアオーケストラ　第8回定期演奏会  «中止» 14:00 関係者のみ アルカスSASEBO 0956-42-1111

中 ヤマハミュージックコンサート（ステップアップ・自店個人）　«中止» 9：45
14:30

無料
株式会社ヤマハミュージックリテイリング長崎店
佐世保センター

0956-22-2251

27 月 イ 大学・短期大学・専門学校　進学相談会 16:00 無料 株式会社昭栄広報 092-432-8491

大 第17回ビーフラットダンス発表会　«中止» 13:30 無料 有限会社ビーフラット 090-5726-8867

中 一瀬・信永　ピアノ発表会　«中止» 13:30 無料 一瀬絹子
0956-47-3312
（一瀬）

　休館日　5/13（水）、5/27（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

3 日 大 長崎県立佐世保西高等学校吹奏楽部・コーラス部　第25回定期演奏会 13:30 無料 長崎県立佐世保西高等学校吹奏楽部 0956-49-2528

4 月・祝 大 第38回佐世保北中北高吹奏楽部　定期演奏会 13:30 無料 長崎県立佐世保北中学校・高等学校吹奏楽部 0956-22-4105

大 長崎県立佐世保商業高等学校吹奏楽部　第15回定期演奏会 15:30 無料 長崎県立佐世保商業高等学校吹奏楽部 0956-49-3990

中
こどもの日スペシャル

アルカスSASEBO子どもミュージックマラソン 　«中止» 10:30 無料（要入場整理券） アルカスSASEBO 0956-42-1111

イ ミラクルパーカッションコンサート2020　in　佐世保  　«中止» 17:00 入場料　一般1,000円、高校生以下500円 リーブルミュージック
090-1877-5935
（山ヶ城）

6 水・休 中 第28回みなみ音楽教室 演奏発表会   «中止» 13:30 無料 みなみ音楽教室 090-1086-4837

7 木 イ 平多講習会（じゃぽキッズ）　«中止» 13:30 受講料2,750円 平多正於舞踊研究所 03-3720-8616

10 日 大 声優朗読劇フォアレーゼン　ベートーヴェン秘話「今宵、再び・・・」 14:00 【全席指定】一般4,500円、学生2,500円 アルカスSASEBO 0956-42-1111

15 金 中 ベルマーク運動説明会 «中止» 10:00 無料 公益財団法人ベルマーク教育助成財団 03-5148-7255

17 日 大
やのとあがつま（矢野顕子＆上妻宏光）

Japan　Tour　2020-Asteroide　and　Butterfly-  　　«9/22へ延期» 16:00 【全席指定】5,500円 アルカスSASEBO 0956-42-1111

20 水 イ コロムビア・キッズダンス講習会　 «中止» 13:30 受講料2,700円 日本コロムビア株式会社 03-6895-9540

22 金 中 釣谷玲水フルートリサイタル～First　Concert～  «中止» 19:00 【全席自由】一般2,000円、学生1,000円 釣谷玲水フルートリサイタル実行委員会 080-1787-7903

23 土 イ 都山流尺八楽創始125周年記念演奏会　全国大会　＜懇親会＞ 　«延期» 18:30 関係者のみ

大 都山流尺八楽創始125周年記念演奏会　全国大会 　«延期» 12:00 入場料1,000円（高校生以下無料）

中
第8回佐世保中央病院市民公開講座～知って安心！体にやさしい低侵襲治療～

«10/3へ延期»
13:30 無料 社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 0956-33-7151

大 日本港湾協会第93回定時総会　«中止» 13:00

中 港湾海岸防災協議会　理事会・通常総会　«中止» 10:40

28 木 中
港湾政策研究所講演会in佐世保

（ジャパネットたかた創業者　髙田　明、郵船クルーズ社長　坂本　深）　«中止» 9:30
参加費無料（要事前申込：先着順）http:www.phaj.or.jpをご確認下さい。
申込期限：2020/5/15
この講演は、土木学会継続教育（CPD）プログラム認定予定です。

公益社団法人日本港湾協会 03-5549-9575

大 東国原英夫氏講演会　ピンチをチャンスに！～元気な地方が日本を変える～
18:00
14:00

会員制 公益社団法人させぼ夢大学 0956-25-9555

中 松永かおる　うたの夕べ　Vol.5　スペイン・日本歌曲を歌う  «中止» 14:00 【全席自由】一般1,500円、高校生以下500円 ピィノ･エテルノ音楽教室 0956-49-6085

イ
アルカスSASEBO文化茶話
ベートーヴェンの脳内探検☆手がかりは楽譜だ！

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 長崎県立佐世保南高等学校吹奏楽部　第45回定期演奏会 17:30 無料 佐世保南高等学校吹奏楽部 0956-31-5291

イ 第20回音の森ピアノ教室発表会  «中止» 14:00 無料 大串秩加 0956-33-3972

交流スクエアの催し

4/7（火）～4/12（日）　アートスクエアリブ　文化サークル作品展/問：アートスクエアリブ/0956-22-1231（中村） ≪中止≫ 5/15（金）～5/17（日）　スケッチクラブ彩絵画展/問：スケッチクラブ彩/090-9397-6825（堀）

4/16（木）～4/21（火）　スタッドフォトクラブ写真展/問：スタッドフォトクラブ/090-4566-3981（的野） 5/18（月）～5/24（日）　第9回させぼ読売写真クラブ写真展/問：させぼ読売写真クラブ/0956-32-7818（石井）

4/23（木）～4/29（水・祝）　たびら昆虫自然園写真コンクール写真展/問：公益財団法人平戸市振興公社/0950-57-3348 5/26（火）～5/28（木）　日本港湾協会2020年パネル展/問：日本港湾協会第93回定時総会佐世保開催実行委員会/0956-22-6127

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪中止≫
5/1（金）～5/5（火・祝）　アルカスSASEBO　開館20周年記念展/問：アルカスSASEBO/0956-42-1111

5/29（金）～6/1（月）　佐世保子ども劇場 例会活動の年表展示/問：佐世保子ども劇場/0956-22-6747
5/7（木）～5/10（日）　第6回早岐墨粋会/問：早岐墨粋会/0956-38-2373（緒方）

31 日

27 水 会員のみ
日本港湾協会第93回定時総会
佐世保開催実行委員会

0956-22-6127

30 土

5 火・祝

新都山流長崎県支部
0956-48-3771
（森澤）

24 日

29 水・祝

5月の催し
※3月1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。

26 日

4月の催し

19 日

25 土


