
※9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10/13（水）、10/27（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

3  　日　 中 Twins　Harmony　Harp&Piano  ～双子姉妹によるデュオコンサート～ 14:00
【全席自由】 一般2,000円、
大学生以下1,000円

Twins　Harmony 0956-28-4453（蓮田）

中
ランチタイムコンサートVol.25　おひるに木五！
長崎OMURA室内合奏団メンバーによる木管五重奏

11:30
【 全席指定】　アルカスクラブ会員500円
一般1,000円、ペア券1,500円

アルカスSASEBO 0956-42-1111

イ 映画「おらおらでひとりいぐも」佐世保上映会
11:00
14:30
18:30

【全席自由】一般1,200円 長崎県映画センター 095-824-2974

10  　日　 イ シャンソン発表会 14:00 無料 荒木陽一シャンソン教室 080-5278-6361（浦）

14  　木　 大 伝統芸能　華の舞 16:00
【全席指定】特等席8,000円、一等席6,800円、二等席5,000
円、三等席4,000円

KTNテレビ長崎/全栄企画株式会社
03-3538-2300
（全栄企画/平日11時～19時）

大
アルカスSASEBO　文化茶話　人生100年時代”こころ”を豊かにするクラシック
音楽「鑑賞のススメ」～大作曲家の愛と家庭が作り出した音楽～

14:00 要座席指定整理券 アルカスSASEBO 0956-42-1111

中 市民啓発公開講座 14:00 無料（要申込み） 佐世保市在宅医療・介護連携サポートセンター 0956-22-5901

イ 三遊亭らっ好アルカスSASEBO独演会 13:30 【全席自由】2,500円 三遊亭らっ好の会
090-2080-4349
（井芹）

21 木 大 鴻上尚史氏講演会　～表現とコミュニケーションのレッスン～
14:30
18:30

会員制 公益社団法人　させぼ夢大学 0956-25-9555

23  　土　 大 第39回　聖和音楽のつどい 聖和女子学院 0956-23-9643

24  　日　 大 劇団民藝「泰山木の木の下で」 18:30 会員制 佐世保市民劇場 0956-22-5294

29   金 中 Peace＆Piece   クラシックコンサート 19:00
【全席自由】一般 2,500円、
学生(小～高校生) 1,500円

リーブルミュージック 0956-31-6790

30  　土　 イ
ドレミであそぼう！0才からのクラシック  アンサンブル・リュネット
～音で聴く絵画の世界～

11:00 【全席自由】 一般1,000円、子ども（0才～高校生）500円 アルカスSASEBO 0956-42-1111

　休館日　11/10（水）、11/24（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
"ながさきグリーン＆ブルー"～オーケストラといっしょに～　長崎OMURA室内
合奏団＆アルカスSASEBOジュニアオーケストラコンサート

14:00 【全席指定】大人2,000円、学生1,000円 認定NPO法人長崎OMURA室内合奏団
0957-47-6537
（平日9時～16時）

中 稗田音楽教室発表会 12:30 関係者のみ 稗田音楽教室 0956-31-4516

イ ピアノ発表会 13:30 関係者のみ 白石あかね 090-3663-4418

6 土 イ ＳＡＸＧＹＭ   ＬＩＶＥ    Vol.7～大人のサックス発表会～ 14:40 無料（要整理券） ＳＡＸＧＹＭ
080-7004-6450
(福田）

中 岳陽会創立70周年記念吟道大会 12:30 関係者のみ 岳陽会
080-2732-9682
（橋本）

イ ヤマハ音楽教室発表会2021 13:15 関係者のみ
株式会社ヤマハミュージックリテイリング
佐世保センター

0956-22-2251

9 火 大 佐世保市中学校音楽発表会
9:00
13:00

関係者のみ 佐世保市中学校文化連盟
0956-68-3044
(小佐々中）

11 木 大 させぼ夢大学創立30周年記念　さだまさし　～トーク＆ライブ～ 18:30 会員制 公益社団法人  させぼ夢大学 0956-25-9555

13 土

14 日

15 月 大 佐世保市婦人防火クラブ50周年記念大会 13:00 無料（人数制限あり）
一般財団法人日本防火・防災協会
婦人防火クラブ連絡協議会  佐世保市消防局

0956-23-2539
（佐世保市消防局）

大 年末調整説明会 13:30 無料（要受付け） 公益社団法人佐世保法人会 0956-22-3036

中
第50回長崎県新人演奏会記念事業プレイベント
「輝ける星たちとNOCE室内楽コンサート」

19:00 【全席指定】大人1,000円、高校生以下無料（要座席指定整理券）長崎県文化団体協議会 095-822-6049

イ 神座Kagura25周年記念ライブツアーin佐世保 18:00 【全席自由】3,000円 ブレイブハート・エンターテインメント
080-4333-9501
braveheart.voice@gmail.com

中 角床ピアノ教室発表会 10:30 関係者のみ 角床ピアノ教室 090-8224-5112

イ 九州No.1の呼び声髙い劇団が佐世保に参上。劇団とんぼ座　佐世保公演
13:00
18:00

【全席自由】3,000円 株式会社LINK  FOR 050-3395-7188

中 ピアノ発表会 13:30 関係者のみ 濱崎典子 090-4999-5402

イ こども＆大人の音楽発表会
13:00
14:30

無料 ミュージックラブ 0956-28-1104

22 月 イ 共生する音楽～SYMBIOTIC MUSIC～ピアノ・語り・ダンスのコンサート
14:00
19:00

【全席自由】大人3,000円　 させぼ　こどもおとなアート・プロジェクト
090-6518-6963
（重松）

大 THE  LEGENDコンサートツアー2021  BELCANTISM　佐世保公演 14:00 【全席指定】5,000円 株式会社カンパニーイースト
0570-070-162
(平日11時～17時）

イ SHIZAI＆556ichiba in アルカスSASEBO 11:00 無料 cocoro＋イベント実行委員会
080-4312-3218
（中島）

25 木 大
日本全国CK地元化計画　地元です。地元じゃなくても、地元ですツアー2021
劇団ひとりぼっち～僕は独りじゃない～改  ※8/15の延期公演

19:00 【全席指定】7,000円 株式会社キョードー西日本 0570-09-2424

26 金 イ 第37回幼児のための｢音楽と動きのつどい｣ 10:30 関係者のみ 長崎短期大学 0956-47-5566

27 土 大
ＢＬＡＣＫ　ＢＯＴＴＯＭ　ＢＲＡＳＳ　ＢＡＮＤのワールドブラスカーニバルｉｎＳＡＳＥ
ＢＯ　guest　伊東たけし（Ｔ-SQUARE）＆花＊花

19:00
【全席指定】アルカスクラブ会員500円
一般3,500円、学生1,500円

アルカスSASEBO 0956-42-1111

28 日 中 佐世保邦舞連盟和の会 13:00 入場料1,000円 佐世保邦舞連盟和の会
090-7153-2402
（藤間）

交流スクエアの催し 　　休館日　10/13（水）、10/27（水)、　11/10（水）、11/24（水）

10/9（土）～10/12（火）第21回美術クラブあゆみ展/問：美術クラブあゆみ/080-5214-4070（恒石）

10/15（金）～10/17（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）

10/26（火）～11/1（月）彩遊会絵画作品展/問：彩遊会/080-5213-0437（山田）

11/6（土）～11/7（日）草月流いけばな展/問：草月会長崎県支部佐世保ブロック/0956-25-7963

11/19（金）～11/25（木）高齢者カルチャークラブ作品展/問：ドリームケアセンター趣味の会/0956-23-3332

11/28（日）東茶古典セミナー茶花展/問：四季の茶花教室/0956-31-5737（川崎）

11/29（月）～12/5（日）第27回光葉会絵画展/問：光葉会/090-2850-0340（吉浦）

21 日

23 火・祝

佐世保文化マンス実行委員会
佐世保市

0956-42-1111
（アルカスSASEBO）

19 金

20 土

無料（一部有料）

7 日

全館 させぼ文化マンス
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11月の催し
※9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。

3 水・祝

主催者へ問い合わせください

10月の催し

8   金 

17  　日　


