
※7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8/10（水）、8/24（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

6 土 中
レジデンス弦楽四重奏団
アルカス・クァルテット　第10回定期演奏会　　※発売中

15:00
【全席指定】一般3,000円、
学生1,000円

アルカスＳＡＳＥＢＯ 0956-42-1111        

大
第67回九州吹奏楽コンクール予選長崎県吹奏楽コンクール
【中学校、職場一般の部　県大会】

11:00 【全席自由】一般1,200円、学生900円 長崎県吹奏楽連盟 090-9478-0631

中 2022年度　島村楽器音楽教室発表会
11:30
14:00

無料（当日来場時にお名前、ご連絡先を伺います） 島村楽器株式会社                                                                   0956-42-0220

11 木・祝 大
第3回アンサンブル・コンサート
～響ホール室内合奏団と共に～　　　※発売中

14:00
【全席自由】一般2,000円、
学生1,500円（高校生以下）、幼児以下は無料

R．M．S音楽院株式会社 0956-76-7234

12 金 イ
アルカスＳＡＳＥＢＯ　四季の映画祭夏休みスペシャル
『2001年宇宙の旅』　　　　　　　　　　　※発売中

18:30
アルカスクラブ会員限定
【全席自由】500円

13 土

14 日

16 火 18:30

17 水
13:30
18:30

18 木 大 林家たい平氏講演会～笑顔のもとに笑顔が集まる～ 18:30 会員制 公益社団法人　させぼ夢大学 0956-25-9555

20 土

21 日

26 金 イ 東山魁夷と七人の巨匠たち展 10:00 無料 株式会社ＷＡＯ！                                                                           0120-001-286

中 長崎OMURA室内合奏団　第1回佐世保定期演奏会　※発売中 14:00 【全席指定】大人3,500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）

イ 東山魁夷と七人の巨匠たち展 10:00 無料 株式会社ＷＡＯ！                                                                           0120-001-286

大 アルカスSASEBOジュニアオーケストラ　10周年記念演奏会　※発売中 14:00
【全席指定】一般1,000円、
子ども（3才～高校生）無料　※要座席指定整理券

アルカスＳＡＳＥＢＯ 0956-42-1111

中
山口修デビュー50周年記念コンサート
山口修＆純子　「明日への扉を開けて」　　　※発売中

14:00 【全席自由】大人3,000円、学生（中学生以下）1.500円 クラシックギター教室・静奏                                                                   
080-9144-9071
shizkana_guitar@yahoo.co.jp

イ 東山魁夷と七人の巨匠たち展 10:00 無料 株式会社ＷＡＯ！                                                                           0120-001-286

　休館日　9/14（水）、9/28（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 土 イ 三遊亭らっ好独演会　アルカスSASEBO 14:00 【全席自由】前売2,500円 三遊亭らっ好の会 090-2080-4349（井芹）

中 2022 九州長崎ボディビル・フィットネス大会 10:00 【全席自由】3,000円 長崎県ボディビル・フィットネス連盟                                                               0956-31-4129（浦岡）

イ 佐世保市民霊園協会　合同慰霊祭 14:00 無料 佐世保市民霊園協会 0956-24-3646

7 水 中
ランチタイムコンサートVol.29　 泉真由×松田弦
～フルートとクラシックギターの響きに包まれて～　　※発売中

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        

11 日 イ 村島佳佑＆大地あきお　Ｗ　Ｃｏｎｃｅｒｔ　2022　　※発売中 13:00 【全席自由】3,800円 はなうたプロダクション 0956-37-6298

15 木 大
森田正光氏講演会
～テレビで言えないお天気のヒミツ、全部教えます～

18:30 会員制 公益社団法人　させぼ夢大学 0956-25-9555

19 月・祝 中
Ｔｗｉｎｓ　Ｈａｒｍｏｎｙ  Ｈａｒｐ＆Ｐｉａｎｏ
～双子姉妹によるデュオコンサート～　　　　※発売中

14:00 【全席自由】一般2,000円、学生1,000円 Ｔｗｉｎｓ　Ｈａｒｍｏｎｙ                                                     0956-28-4453

大 広島交響楽団 佐世保公演 ～音楽が紡ぐ、平和への祈り～　　　※発売中 19:00
【全席指定】Ｓ席5,500円、Ａ席4,500円、Ｂ席3,500円、
学生（小～大学生）各席2,000円

アルカスＳＡＳＥＢＯ 0956-42-1111

中 マンドリンコンサート 14:00 無料 ローリエ・マンドリンアンサンブル                                                                0956-25-1935

29 木 中 大江裕コンサート     　　　　　　　　　　　　　    ※発売中 12:30 【全席自由】4,000円 岩永総合企画                                                                            0957-22-8779

①「ぼけますから、よろしくお願いします。」 11:00

②「お終活」 14:00

③「ぼけますから、よろしくお願いします。」 19:00

31 日 大
第67回九州吹奏楽コンクール予選長崎県吹奏楽コンクール
【中学校の部、県北地区大会】

10:00 【全席自由】一般1,200円、学生900円 長崎県吹奏楽連盟 090-9478-0631

交流スクエアの催し 休館日　8/10（水）、8/24（水）、9/14（水）、9/28（水）

8/1（月）～8/6（土）第18回こどもはいくinさせぼ/問：こどもはいくinさせぼ/090-2716-4887（中村）

8/8（月）～8/9（火）「18トリソミーの子どもたち」写真展/問：Team18/090-5742-9501（角）

8/11（木・祝）～8/17（水）出口知利個展/問：出口知利/080-2728-7739

8/20（土）～8/21（日）　アルカス九十九島音楽祭2022　マルシェ/問：アルカスＳＡＳＥＢＯ/0956-42-1111

8/22（月）～8/23（火）ララコープ「へいわの絵」/問：生活協同組合ララコープ/095-860-5881

8/25（木）～8/31（水）たびら昆虫自然園　写真コンクール写真展/問：一般財団法人　平戸市振興公社/0950-57-3348

9/2（金）～9/8（木）フォトクラブ写楽写真展/問：フォトクラブ写楽/090-7531-5102（横田）

9/11（日）～9/16（金）ふくし系団体の啓発パネル展/問：佐世保市福祉活動プラザ/0956-23-0018

9/18（日）～9/23（金・祝）彩遊会絵画作品展/問：彩遊会/080-5213-0437（山田）

9/24（土）～9/27(火）「広島交響楽団　佐世保公演」関連企画パネル展「Massage  of  Peace from ARKAS SASEBO」/アルカスＳＡＳＥＢＯ/0956-42-1111

8月の催し

27 土

イ
サンプラザアーケードパフォーマンスライブ
～帰ってきた！サンプラザアーケード～　　　※発売中

【全席自由】大人(中学生以上）1,500円
子ども（小学生以下）500円

※7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。

28 日

4 日

24 土

9月の催し

0956-42-1111

7 日

アルカスＳＡＳＥＢＯ 0956-42-1111        

イ
アルカスＳＡＳＥＢＯ　四季の映画祭　夏　　　※発売中 詳細はチラシを

ご覧ください

サンプラザアーケード事務局                                                                   
090-9932-3813 （柴田）

【全席自由】
アルカスクラブ会員：1作品鑑賞券500円
（全3作品セット券1,100円）、
一般料金：1作品鑑賞券1,000円
（全3作品セット券2,200円）

大・中 アルカス九十九島音楽祭2022
詳細はチラシを

ご覧ください
無料 アルカスＳＡＳＥＢＯ

095-824-297430 金 イ

「人生百年時代、映画で心に栄養を」佐世保上映会    ※発売中

【全席自由】一般1,200円 長崎県映画センター 
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